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理事長平田純博の

進加論

2020 年決算ハイライト

サービス活動収益

新型コロナ禍とオリンピック開催

● 職員数

2020 年 5 月

収益額 ( 億円）

職員数 ( 人）

20

社会福祉法人加島友愛会
理事長

●

本年4月13日、特別養護老人ホー

また、ようやくワクチン接種が始まり

寿苑の玄関に待機することがありまし

ム加寿苑２階の入所利用者２名が新

1日100万人が接種、政府の見通しで

た。6人の入所利用の方はご家族との

型コロナ陽性であることが判明、以後

は今年11月には国民の大多数が第２

面会もできずお亡くなりになりました。

２階入所利用者や職員の感染が拡大

回ワクチン接種を終えるとしています。

新型コロナの集団感染を経験した

しました。集団感染は、最終的には入

しかし、
リバウンドも懸念され安心・

私たちは、二度とあのような思いはし

所利用者26名、短期入所利用者1名、

安全と言える感染状況ではないと多く

職員6名まで拡大、入院治療された方

の国民が思っています。

な負担と犠牲を強いることになりました。

るとのこと、加えて国内の観戦者の動

等の利権や政治的思惑があるのでは

きも大きく新型コロナの再拡大を懸念

ないかと疑念を抱かざるをえません。

18

●

機能訓練特化型デイサービス
リュミエールミント開業

320

2021 年 6 月
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先日の国会の党首討論を見ている

あらかじめ新型コロナ感染防止策

と、菅首相が1964年の東京オリンピッ

には入院治療されていた入所利用者

や感染者が出た時の対応策は職員全

クを懐古しオリンピック・パラリンピック

の最後の方が加寿苑に戻られ、ようや

員で共有していたものの、集団感染が

開催へ強い意志を述べていました。

く収束しています。

発生してからは介護する職員も感染し

彼と同年齢の私も同様にオリンピッ

6月17日、政府は7月のオリンピック・

ケア体制に穴が空き、感染者対応の

クの思い出があります。しかし今回は

パラリンピックの開催に向けて6月２0

職員は4月・5月の夜勤回数が増え、残

延期か中止すべきと私は思います。

日には緊急事態宣言を
（沖縄を除き）

業も5月には300時間／月以上の3人

オリンピックは平和の祭典というも

30

解除しました。

をはじめケアスタッフは超激務となり

のの、1964年当時はキューバ危機、ベ

これを受け大阪府は、解除後は「ま

家に帰れない職員がありました。嘱託

トナム戦争、核軍拡競争等の旧ソ連・

25

ん延防止等重点措置」に移行し、土日

医師も通常週2日勤務ですが、ずっと

中国など共産陣営と欧米・日本など資

の大型商業施設とイベントの再開を

夜遅くまで毎日のように出勤、看護師

本主義陣営との厳しい世界対立の状

15

容認しています。感染拡大を防ぐた

も50時間以上の激務となりました。

況にあり、その政治対立にて日本はモ

10

特別養護老人ホームは生活の場で

スクワオリンピックを不参加としました。

飲食店の酒類提供・営業時間が大変

あって医療機関ではなく最低必要な

新型コロナウイルスが世界に蔓延し、

な問題となっています。6月16日の新

医療体制しか用意していません。急

累計1億7千万人、死者380万人とい

たな感染者数は、東京が501名、大阪

変する感染者を入院させようにも保健

うスペイン風邪以上の状況の中、オリ

が108名と第２次緊急事態宣言開始

所には電話が通じず、迎えにきた救

ンピック・パラリンピックを開催する意

時と比べて大きく減少しています。

急車も入院先が決まらず何時間も加

義を私は見出すことはできません。
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●

は止まり感染者の様態も安定、6月3日

め人々の移動や交流の抑制が必要で、

│

政府のオリンピック・パラリンピック開
催強行には、そこにテレビ放映権収入

する国民が大多数です。

●
19

そんな中、IOCオリンピック委員会と

関係者、マスコミなど18万人が来日す

り、施設内での新たな陽性者の発生

1

オリンピックには外国から選手団、

360

●

たくありません。

変な事態となり、職員、医師には多大

職員、医師など現場のふんばりによ

380

19 億 67 百万

平田 純博

でお亡くなりなった方が6名という大

ui topics

サービス活動収益と職員数

介護付有料老人ホームへリニューアルオープン
リベルテ加島開業

資産合計 / 純資産合計

38 億 06 百万

( 億円）

40

資産合計

純資産合計

後援会の活動にご協力ください
後援会へご加入いただきありがとうございま

35

す。紙面をお借りして厚く御礼申し上げます。
2020 年度後援会加入状況
団体
個人

( 前年度より 46,000 円増加 )

2020 年度は、 加島友愛会が運営する各施設
に対して、 施設利用者のために高機能車椅子、
業務用シャワー椅子、洗濯機、Wi-Fi 設置、ガー
デンテーブルセット等の支援を行いました。 施

5

20

15

20 口
245 口

合計 952,000 円

20

0

16 団体
203 人

設利用者およびご家族の方々の利用に供する
16

17

18

19

20

( 年度）

ための支援を、 今後も行う予定です。

社会福祉法人加島友愛会
http://www.kashima-yuai.or.jp
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2020 年決算ハイライト

基礎データ・職員プロフィール

15
10
5
0

法人収入
サービス活動外 1.9％

20 億 21 百万

特別収益 0.7％

経常経費寄付金 0.3％

ファミール・シャルレ 2.6％

40

21 年以上 2.7％

リュミエール加島

ル ･ プラス

6.7％

医療事業 0.8％

12.2％
介護保険事業

13.3％

27.8％

ヘルパー
ステーション
トレフル 0.7％

5.2％

25
9.7％
15

24.8％

30

53.6％

20

障害福祉サービス事業

老人福祉事業

かしま障害者
センター

41.9％

58.1％

加寿苑

就労支援事業費

事業費

地域住民送迎事業 0.5％

19 億 85 百万

0

70 代 4.6％
ファミール・シャルレ 3.3％

60 代

ル ･ プラス

11.4％

14.0％

かしま
障害者センター

60.3％

22.2％

24.4％

20 代

50 代

11.8％

11.8％

10 代 0.6％
13.3％

16.4％
30 代

23.7％

ヘルパー
ステーション
トレフル 0.8％

全職員
平均年齢
45.9 歳

18.0％

本務職員
平均年齢
40.4 歳

50 代
28.5％

加寿苑

26.1％

30 代

40.6％
40 代

40 代

9.5％
人件費

14.0％

10

5

5.9％

資格手当支給者数

アンダンテ加島

当期活動増減差額

資格種別
資格種別

当期活動増減差額とは、一般企業の当期純利益に相当します。
0

当期活動増減差額 ＝ 経常増減差額

＋

特別増減差額

経常増減差額とは、一般企業の経常損益に相当します。サービス（支援）による収益と費用および
サービス以外の収益と費用（借入金利息、補助金・受取利息、利用者等以外の給食等収益）
特別増減差額とは、固定資産の取得・廃棄等、および設備資金の借入・調達・返済等の収益と費用
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社会福祉士

10

介護支援専門員

15

看護師・准看護師

1
4
4
24

保育士・幼稚園教諭

8

教諭・その他

9

計

3人

加島友愛会の障害者雇用数は 47 人です。障
害者の雇用率は法定雇用率が 2. 3% に対し、
加島友愛会では 22. 2% となっています。
この高い障害者雇用率は豊中市で運営する
就労継続支援 A 型事業所ル・プラスの障害
者雇用増進などによるものです。

2017 年度から受け入れを開始し、３年間
の就労・研修の後に介護福祉士の資格取得
を目指して、仕事と勉強に励んでいます。
2020 年度は新たにベトナム人技能実習生
を 1 人招き入れ、加寿苑で本務職員として
働いています。

4

管理栄養士・栄養士
実務者研修

22.2％

11

理学療法士

社会福祉主事

詳細は別紙決算書をご確認ください。

保有人数

介護福祉士

精神保健福祉士

外国人の雇用状況

障害者の雇用

153 人

加島希望の家

36 百万

3
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60 代 3.0％

20 代

法人本部 ･ 施設整備 3.5％

20

齢

10 代 1.6％

15

事務費

1 年〜 5 年

加島希望の家

法人支出

4.6％

14.5％

39.0％

6 年〜 10 年

リュミエール加島

9.3％

全職員
平均勤続
6 年 7 か月

24.5％

年

サービス活動外 0.7％
減価償却費

0

全職員
372 人

アンダンテ加島

5
特別費用 1.1％

15.9％

10.2％

10

10

7.9％

11 年〜 15 年

女性 216 人

男性 156 人

6.6％

18.0％

就労支援事業

15

5

21.8％

1 年未満

16 年〜 20 年

35

20

勤続年数

男女比

各事業の事業報告および詳細は、
法人ホームページをご確認下さい。

153
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一方的な発信を改め
施設内部を開いて見せる

的にも元気な方が多いです
ね。 皆さん言いたいことは

江見昭仁

（えみあきひと）
1996 年 入 職。 加

自由に言います。 年に一度
実施する「満足度調査」で

の生活相談員、 特

どのような位置にあるのですか？

項目ごとに要望をお聞きし

別養護老人ホーム

江見

改善しているのですが、
「そ

フランス語で光という意味

のリュミエール加島は、9 年前に出

リュミエール加島

—自由にものが言える風通しのよ

ます。

護老人ホームへのニーズが高く、特

地域の 60 歳以上の方に大浴場の

い雰囲気があるのですね。 職員の

—今後、 取り組みたいことなどあ

養の加寿苑への入所待機者が 200

檜風呂と岩風呂に入ってもらうとい

特徴はどうですか？

りますか？

人近くいた時期もありました。とこ

うイベントも行いました。そこからも

江見

江見

ろが大阪市の事情もあり新たな特養

何人か入居されています。

資格者で、 現場スタッフは 7 割以

施設に多目的スペースがあるのです

特養との違いは？

事務職を含め職員全員が有

上が介護福祉士（国家資格）です。

が、コロナ収束後には近隣の高齢

うちは離職率は低いのですが、 介

者や障害者と入居者の交流を図れる

護の職場はどうしても人手不足にな

場にしたいと思っています。加島友

費用が違うので十分にフォローでき

—その他にはどんな特徴が？

りがちです。それで、 万一にも入居

愛会の根本に「地域密着」という

たわけではありませんが。

江見 入居者の「自立支援」や「自

者へのサービスがおろそかにならな

理念があるので、地域に貢献できる

—有料老人ホームの場合はほぼ

己選択」 を大事にしています。 例

いよう先手先手で積極的な採用を心

地域のための施設にしたいですね。

自己負担になってしまうのですね。

えばお風呂や食事は決められた時間

がけています。 ベトナムからの留学

江見

特養の場合は生活保護の方

にというのが多くの施設の主流です

生も受け入れていて来年、 介護福

でもお受けできるのですが、ここは

が、 小さなことでも自由に選べる幅

祉士の試験を受けます。日本語ペラ

基本料金だけで 13 万円ほどかか

を広げています。外出でも転倒しな

ペラでとても優秀です。 職員は 40

り、さらに介護保険料の支払いなど

いような措置を講じたうえで可能な

歳代が中心で中途採用が多く、ノウ

を含めると月 15 万円は最低でも必

限り自由にしていただいています。

ハウがわかっていてコミュニケーショ

要になります。なるべく入居者の負

要介護 5 の方もお二人おられます

ン能力も高く、この職業が好きだか

担が少なくなるように努力はしてい

が、 入 居 者 全 体 の 平 均 介 護 度 は

ら長続きもしています。 愛情を持っ

るのですが…。それでも淀川区内で

1.79 で自立度は高いほうで、 精神

て仕事をしている職員を尊敬してい

は一番安いと思いますよ。
—開所後、 入居者はスムーズに

特別養護老人ホーム ( 特養 )

部屋が多くて経営的にも苦しく、 法

●原則要介護 3 以上限定

●原則個室

●相部屋が約半分

人全体で支えていただきました。 そ

●介護度など制限なし

●公的補助が多い為、 安価

の後、広報のあり方を変え、インター

身体 健康 認知症
介護 管理 ケア
余暇 食事
活動 提供

生活
相談

食事
提供

医療機関

介護付有料老人ホーム
●ホームのスタッフが介護サービスを行う
●介護保険の負担額は、 介護度によって一定

生活 安否
相談 確認

クローズアップ UI

佐藤正志

向いていたのかもしれません。
世間では介護の仕事は給料が安く

二人いる副主任のうち森村さんがケ

からの新任なので、 緊張感を持って

て仕事がきついところが多いと思い

ネットを中心に情報発信した結果、

アマネージャー、私がスタッフのシフ

仕事をしています。

ますが、ここは手当もキチンと付い

応 募が増え 2016 年〜 17 年に満

トを組む仕事を担当しています。 具

室になりました。

体的には早出、遅出、日勤、夜勤、

言われる世代でして、 大学を卒業

— 「入れ物」を作ればよいという

入浴業務の調整、 急なシフトの組み

しても正社員の口がなく、 最初に就

数ある施設の中でご縁があってこ

医療 訪問
機関 看護

わけではないのですね。

替えなどですね。もちろん 2 人とも

いたのが特別養護老人ホームの非

こに入っている入居者さんに 「ここ

訪問 デイ
介護 サービス

江見

選ばれる時代ですからね。一

介護業務全般もこなします。運営会

常勤の仕事で、 当時まったく介護の

でよかった」と思っていただければ、

方的な宣伝だけでは本当のところは

議など幹部クラスの会議にも出席を

現場のことを知らなかったのでカル

私が働いている意味もあるのかなあ

なかなか見えません。Google スト

求められるようになりました。

チャーショックでした。 排泄の処理

と思っています。

サービス付き高齢者向け住宅等
●介護サービスは外部サービスから選択し、
別契約
て変動

「ここでよかった」と思われるように働きたい

副主任ケアワーカー

が、 主任、 副主任の 3 人とも 4 月

●介護保険の負担額は、 ケアプランによっ

│

いいえ、 最初の 3 年は空き

● 「ちょっと不安」 から要介護 5 まで

サ高住や住宅型との違いは？

5

江見

淀川区ふれあいコンサートを見学

Column1

集まりましたか？

介護付有料老人ホーム

敷地内の「トレフル」という

自由を尊重、自立を支援
地域のための施設目指す

いこうと考えたわけです。ただ入居

加島のひかるくん

るヤクルトスワローズファン。

大量に書き込みがあります。

が徐々に伝わっていきました。あと、

ルを立ち上げ待機者をフォローして

入居者 2.5 人に職員 1 人の手厚い配置
全職員有資格で自立・自己選択を支援
ネット・口コミ通して「選ばれる施設」へ

ル開所時に副施設長、 17 年より施設長。 ス
キー、 野球、 卓球と運動全般をこよなく愛す

ホームです。ただ社会的には特別養

はすぐに作れない。それでリュミエー

今回はぼくが
リュミエール加島
を紹介します。

加寿苑の管理部長を経て、2012 年リュミエー

の他」という自由記述欄に
リュミエール加島を正面から

来た比較的新しい介護付有料老人

クローズアップ
介護付有料老人ホーム

寿苑・デイサービス

—加島友愛会の中でこの施設は

この 4 月から副主任になりました。

私はいわゆる「就職氷河期」 と

とか生まれて初めてだし、 入居者さ

て休日もちゃんと取れるので長続き
される方が多いのでしょうね。

リートビューでも屋内まで撮影しても

入居者さんとは日々楽しく接して

らいました。 入居者のご家族からの

いますが、 時には入居者さん同士

んからは叩かれるしで大変でした。

（ さ と う ま さし ）

口コミも効果的でした。 例えばうち

での生活上の摩擦が起きることもあ

いい経験をしましたが、 いったん退

2012 年入職。21

は職員配置が入居者 2.5 人に対し

り、 そういうときは生活相談員を交

職しました。 その後さまざまな職に

て職員 1 人と手厚いのですが、 手

えて調整しています。生活相談員は

就き、 いまここで介護の仕事をして

厚い割に費用が安いといったところ

主任の高津さんが兼ねておられます

たかつ

いますから結局この仕事が一番私に

佐藤正志

ケ ア ワ ー カ ー。
年 4 月より副主任。
将棋、ゲーム、ビッ
グマックが大好き。小学校六年生の息子との
ゲーム対決に燃えることも。
クローズアップ UI

│

6

2021 年 6 月現在

お世話になることにしました。

6：00 7：30

就寝

気が小さいから、怖いのと痛いのと
で、なかなか外へ出て行けません。

いんです。差し入れをしてくれたり、

して、 今でも古傷が痛み歩行器を使

三浦

私の自慢の 5 人のひ孫たち

いろいろと気を遣ってくれてはいる

わないと歩けません。でも、 少しで

のですが…、 一日も早くコロナが収

もよくなるようにと、 天気のよい日

かせください。

妹の娘がインターネットで調べてくれ

です。 孫たちがばあちゃんに子ども

まってほしいです。

は近くの公園でお日様に当たるよう

渡邉

て、息子と妹と私と三人で見に来て、

を見せたいらしいのだけどね。 差し

樫間

にしています。

勤で堺市に来て 17 年住みました。

入ることにしました。

入れに来た息子とも 5 階の私の部

べりするのが楽しみでしたが、 それ

樫間

その間、電話交換手の仕事などもし

樫間

屋の窓から手を振るだけしか出来な

ができなくなったのが残念です。 職

だいています。 一番の楽しみはお

ました。その後、 一度山口に戻りま

夫のいる大阪に嫁ぎました。 夫はそ

員さんはいつも忙しそうにしていて

しゃべり。 携帯でお友だちや親戚と

したが、年老いて家族の勧めもあり、

ろばん塾を 40 年続け、 私も助手を

気の毒に思うのですが、コロナになっ

1 時間くらいおしゃべりするんです。

息子の元の大阪 ( リュミエール）に

していました。 一緒に暮らしていた

てから入居者も以前より手がかかる

たわいもないことばっかりですけど

来ました。

息子の東京転勤に伴い一人暮らしに

ようになった気がします。ちょっとし

…。 息子から電話がかかってきたの

なり、 食事の準備どころかお茶も煎

たことで転んだりとか、 それでます

で出たら「いつまでしゃべってるね

出てきて、バネ会社に勤め、プレス、

れられないほど全ての意欲が衰えて

ます忙しそうにされて…。

ん」と怒られたこともあります。「1

検査、 梱包、 納品、 研修、 現場事

いたときに、 息子の勧めでこちらに

能登半島の先っぽから大阪に

Column2

副主任介護支援専門員

「成長できる」 にやりがい感じる
去年から介護支援専門員（ケアマ

年配の方は 104 歳の女性で、 車椅

外へお食事に出かけておしゃ

ら「1 時間以上話し中やった」と言

きたらなあと思っています。 成長で

—ここのよいところ、 生活の楽し

—皆さんワクチンは接種されまし

きる可能性があると思えるところに

みは何ですか？

たか？

やりがいを感じますね。

渡邉 自由なところがよいです。 私

三浦

私は喘息持ちなのでワクチン

は今のところ身の回りのことなどは

は少し怖いです。しかし、コロナに

ケアマネは、 入居者一人ひとりが

ることは自分でされています。 今ま

これまでに行ったのはタイ、 インド、

自分で出来るので、自由に時間を使

は絶対にかかれないし…と、 いろい

よりよい暮らしをできるようご本人、

での暮らしや思い出話もしてくださ

ネパール、 ベトナム、 マレーシア、

えます。 楽しみは、 手仕事が好きな

ろ迷います。

ご家族の方、ケアワーカーと話し合

り、 笑顔が素敵な方です。

シンガポール、 オーストラリア…。

ので、 ぬいぐるみなどいろいろ作っ

樫間

仕事の苦労としては、ケアマネと

一番はまったのはインドですが、 ア

ています。キッチンがあるので、 テ

クチンで早く安心したいです。

ワーカーの両立、仕事の振り分けが

ジア圏のザワザワしてる感じ、 人が

レビの料理番組を見て簡単な食事

渡邉

まだうまくできていないところです。

たくさんいて生活感があるのが楽し

を作ったりメニューを考えたりもしま

言われていて、 通知が来たらすぐに

すごく元気です。自分でしなくては

もっと入居者さんから上手に話を聞

いです。食べ物も美味しいし。

す。コロナ禍になるまでは子どもた

でも打ちたいです。

と思ってらっしゃる方が多く、 実際ご

くことができるんじゃないかと思うこ

自分で出来ることが多いです。一番

とがあります。

■ケアプラン作成の流れ

▶

モニタリング

▶

プラン開始

クローズアップ UI

▶

カンファレンス

▶

仮プラン作成

入居者・家族の方と相談

アセスメント

▶

日本は何もかもキチンとして時間

■非該当 ( 自立 )
■要支援 1
■要支援 2
■要介護 1
■要介護 2
■要介護 3
■要介護 4
■要介護 5

5人

平均
1.79

5人

13 人

入居者居住年数
3人
3人
6人

4人

■ 2 年以上～ 3 年未満
■ 3 年以上～ 4 年未満
■ 4 年以上～ 5 年未満
■ 5 年以上～ 6 年未満
■ 6 年以上～ 7 年未満
■ 7 年以上～ 8 年未満
■ 8 年以上

8人

6人
3人

■ 1 年未満
■ 1 年以上～ 2 年未満

10 人

平均
3.8 年

5人

入居者の入居前の住所

い返されましたわ。

プライベートでは旅行が好きで、

ここの入居者は高齢ながら皆さん

10 人

時間ほど話してただけや」 て言った

子を使用し生活していますが、 出来

す。

6人

職員の皆さんによくしていた

ネージャー） の仕事を始めました。

いながらケアプランを考え作成しま

25 人

2人
4人

3人

自由そして職員がやさしい
一番の楽しみはおしゃべり

森村てるみ

■ 70 歳代
■ 80 歳代
■ 90 歳代
■ 100 歳代

入居者介護度別

が面会に来れなくなったのが寂しい

姫路生まれですが、 結婚して

平均
17 人 89.5 歳

も「もしも」を考えると怖くなってね。

入居者座談会

施設から望む桜

│

▶

務など全てをこなしました。ここは

山口県出身ですが、 夫の転

入居者年齢層
3人 3人

—皆さんの入居の理由などをお聞

三浦

7

▶

タイガースナイター観戦

のですが、近くの公園を散歩するの

▶

夕食

▶

ました。筋肉をつけないといけない

コロナよ一日も早く収まって！
家族・友人・ひ孫との面会楽しみに…

▶

おやつやナンプレ 数
( 独）

▶

入浴やレクリエーション

▶

昼食

▶

リハビリ

外へ出なくなってずいぶん足が衰え

▶

オセロのお誘い

手術した右足が心配です。コロナで

▶

朝食

以前、膝の軟骨がすり減って

起床

渡邉

入居者様の一日

こともあると思うのですが？

公園散歩

—コロナ禍で不自由なこと、 辛い

9：30 10：30 11：30 12：30 14：00 15：00 18：00 19：00 21：00

■大阪市内
■大阪市外
14 人
34 人
【うち、淀川区 23 人】

私は基礎疾患はないので、ワ
息子からも早く打つようにと
夜桜会

ちと旅行に行ったり、 買い物に行っ

どおりだし、 便利でありがたいので

たりもしていました。

仕事の喜びは、 入居者さんから

すが、 アジアではゆったりした生活

三浦

いろいろな話を聞かせていただくこ

や時間にホッとします。 早くコロナ

さしい。そこが一番よいところです。

と。 新しくケアマネの仕事をするよ

が収まり旅行を再開したいですね。

楽しみは、ここへ入ってから職員さ

うになって、知らなかったことを知っ

森村てるみ

スタッフがほんまに皆さんや

んに教えてもらったオセロ。 一時は

渡邉ミネコ

三浦誠子

樫間君子

（もりむらてるみ）

やみつきになったのですが、コロナ

（わたなべみねこ） 山口

（みうらせいこ）石川県生

（かしまきみこ）兵庫県生

介 護 支 援 専 門 員。

の今は一人で出来るナンプレをして

県生まれ。87 歳。 夫の

まれ。83 歳。 大阪で就

まれ。91 歳。大阪で 40

職、結婚し、夫と共働き

年間そろばん塾を経営し

主任。 職業訓練所

います。息子が買ってきてくれてね。

転勤に伴い大阪に転居。
リュミエールには 2012

で子を育てる。40 年前

た夫の助手を務めた。息

です。まだまだ知らないことの方が

でヘルパー 2 級を

ぼけ防止もかねて簡単なのをやって

多いので、いろいろ勉強して吸収で

の資格取得の後、 2017 年入職。

て知識として増やしていけること。
これまでとは違う目線、 考え方を持
つことができたりすることも嬉しい

21 年 4 月より副

取得し、 特養で実務経験を積んで介護福祉士

ます。若いころ事故で背骨を大けが

年入居。普段は手芸など

の古傷が今も痛む。趣味

子の転勤で一人暮らしに

の手仕事や料理などをし

はゲーム（オセロ、ナン

なったことで生活意欲が

て過ごす。

プレ）
。2012 年入居。

落ち、2019 年入居。

クローズアップ UI

│
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Liberte Kashima
介護付有料老人ホーム

A タイプ利用費用

B タイプ 1 階 2 階

A タイプ 3 階 4 階

敷金 25 万円

(25.2㎡ /1 人用）

(50.77㎡ /1 〜 2 人用）

家賃

125,000 円

管理費
玄関

リベルテ加島

洗濯パン

玄関

MB・PS

物入

（1 人入居） 60,000 円

MB・PS

（2 人入居）100,000 円

納戸
物入A
便所
廊下

個々の生活をいつまでも尊重し続けられるように
自立支援に基づいた
安心の介護サービスをご提供いたします。

浴室

（冷蔵庫）

洗面
脱衣

物入B

便所

洗濯パン

（食器棚）

（冷蔵庫）

廊下

（1 人あたり）47,100 円

月額合計

（1 人入居） 232,100 円
（2 人入居） 319,200 円

※その他費用

浴室

介護保険自己負担分
その他生活費は自己負担

ミニキッチン

洗面・脱衣

食費

台所
車椅子・高齢者用キッチン

B タイプ利用費用
キッチンカウンター

敷金 15 万円

リベルテ加島の特徴
安心

設備

施設入居という安心感と

バリアフリー、自室で

プライベート空間の確保

料理ができる

居間

自由

自立の方から日常的に介護が必要な方が、

介護度の高い方も安心して過ごしていた

2 種類があり、車いす等を使用している場

これまでの生活を継続していけるように、

だけます。また、 定期的な往診、 常勤の

合でも広々とした空間の中で生活ができま

個人個人の自己選択と自立支援に基づく介

看護師を配置し健康管理や服薬管理など、

す。浴室やキッチンも各居室に完備されて

護サービスや必要な支援を提供していく生

医療面でも支援を受ける事ができます。

いる為、入居者様のペースで生活できます。

活の場としての施設です。

方にずっと住んでいましたが、 二人

甥の家にも近くて安心ですし、 建物

とも高齢になってきて体調面でも不

がきれいで南向きで暖かく、 お部屋

—お二人がご自宅での生活から施

安に感じることが多くなり施設を探

も広々としていてゆったり過ごせそ

設入居を選ばれた理由は何だったの

すことになりました。

うだと思い入居しました。 納戸があ

ですか。

—リベルテ加島に決められた理由

るのも良かったですね。

２０年ほど前に結婚し夫婦で神戸の

は何だったのですか。

—リベルテ加島に入居されてから
生活はいかがですか。

9

│

クローズアップ UI

55,000 円

食費

47,100 円
177,100 円
介護保険自己負担分
その他生活費は自己負担

居間（A タイプ）

食堂

那波哲雄・佐代子ご夫妻

写真左より那波佐代子さんと哲雄さん

管理費

※その他費用

バルコニー

バルコニー

※部屋位置により、 左右反転の間取りや形・配置に若干の違いがあります。

居室は全個室の南向き、25㎡と 50㎡の

ご入居者様の声

75,000 円

月額合計

個人個人の生活ペース

24 時間、介護スタッフが常駐している為、

Column1

家賃

居間

ご相談・
お問い合わせ
浴室（A タイプ）

社会福祉法人加島友愛会

リベルテ加島
0120-991-707

居間（B タイプ）

Column2
ケアマネージャーの視点

介護支援専門員

由利奈美子

の生活ペースで過ごしていただける

ていくと共に入居者の方の生活を考

ような支援がしたいと思いこのリベ

え続けられる力を磨いていきたいと

ルテ加島に来ました。

思います。

主 人は風 邪で体 調を崩したことが

リベルテ加島に来る前も、 介護

あったのですが、看護師さんや職員

付有料老人ホームで計画作成担当者

安心で快適な生活の場としての役

の方がすぐに対応してくれて無事に

（施設ケアマネ）として勤務してい

割はもちろんですが、介護が必要な

体調も回復しました。また、私は足が

ました。それまでは入居者の方に施

状態になっても入居者の方のこれま

動かしにくかったりするんですが、職

設での生活に合わせてもらうような

での生活ペースを尊重した支援を提

員の方が車いすの移動の時など色々

支援でしたので、 個人個人のそれま

供できるよう、 入居者の方々との信

手伝って下さるので助かっています。

での生活を尊重し、 いつまでも個人

頼関係の構築、職員間の連携を図っ

由利奈美子

（ゆりなみこ）

介 護 支 援 専 門 員。
他施設でのケアマ
ネージャーも経 験
し、 2021 年２月
入職。趣味は旅行や読書、ゲームをする事。
クローズアップ UI

│
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誰もが自分らしく安心して暮らせる温もりのある地域社会を目指して

社会福祉法人

加島友愛会

ホームページは
こちら！

〒 532-0031
大阪市淀川区加島 1 丁目 60-36
TEL.06-6101-6601 FAX.06-6308-7299
e-mail 1991@kashima-yuai.or.jp
URL http://www.kashima-yuai.or.jp

加島のあかりちゃん

❸加寿苑 特別養護老人ホーム
●特別養護老人ホーム●ショートステイ●診療所
●デイサービスセンター
〒 532-0031 大阪市淀川区加島 1 丁目 34-8
TEL.06-6305-0711 FAX.06-6305-0773

❶かしま障害者センター
〒 532-0031 大阪市淀川区加島 1 丁目 60-36
TEL.06-6308-7206 FAX.06-6308-7299
むつみ（生活介護事業・就労継続支援事業 B 型）

e-mail mutsumi@kashima-yuai.or.jp

e-mail kajuen@kashima-yuai.or.jp

地域生活支援部（障害者グループホーム）

ケアプランセンター 加寿苑
TEL.06-7651-1600 FAX.06-6305-0773

e-mail kashima-chiikiseikatu@kashima-yuai.or.jp
●加島苑●セッション●チューリップ●あさがお
●カナリヤ●うぐいす●ひのき●トレフル

e-mail kajuen-kyotaku@kashima-yuai.or.jp

ホームヘルプセンター 加寿苑（高齢部門）
TEL.06-6306-6205 FAX.06-6305-0773

Link
（就労移行・就労継続支援事業 B 型・自立訓練・就労定着支援）
TEL.06-6308-7210 FAX.06-6308-7220

淀川区西部地域包括支援センター
TEL.06-6305-0737 FAX.06-6305-0738

e-mail link@kashima-yuai.or.jp

e-mail yodogawa-seibu@kashima-yuai.or.jp

障害者就労支援事業部
TEL.06-4805-2485 FAX.06-6308-7220

❹アンダンテ加島（施設入所支援・生活介護事業）
〒 532-0031 大阪市淀川区加島 1 丁目 36-46
TEL.06-4806-6780 FAX.06-4806-6781

e-mail kashima_jc@kashima-yuai.or.jp
“COCOLO” 相談支援センター

（地域活動支援センター（生活支援型）
・特定相談支援事業・一般相談支援事業）

e-mail andante@kashima-yuai.or.jp

TEL.06-6308-7209 FAX.06-6308-7220

e-mail cocolo@kashima-yuai.or.jp

❺加島希望の家（生活介護事業）
〒 532-0031 大阪市淀川区加島 1 丁目 49-21
TEL.06-6390-5666 FAX.06-6302-2551

❷ル・プラス（就労継続支援事業 A 型）
〒 561-0843 大阪府豊中市上津島 1 丁目 4-3
TEL.06-6151-3701 FAX.06-6151-3810

e-mail kibou@kashima-yuai.or.jp

e-mail re.plus@kashima-yuai.or.jp

❻リュミエール加島 介護付有料老人ホーム
〒 532-0031 大阪市淀川区加島 4 丁目 16-35
TEL.06-6308-7788 FAX.06-6308-7799
0120-087-322

e-mail lumiere@kashima-yuai.or.jp

リュミエールミント 機能訓練特化型デイサービス
TEL.06-6308-7797 FAX.06-6308-7799

e-mail lumieremint@kashima-yuai.or.jp

至豊中
・伊丹
空港

Ｎ
▲

❻リュミエール加島
リュミエールミント機能訓練特化型デイサービス
❼ヘルパーステーショントレフル

至尼

崎

●
西村内科

ローソン
加島西バス停
●
○
●ＧＳ

❼ヘルパーステーション

▲
N

e-mail trefle@kashima-yuai.or.jp

❽リベルテ加島 介護付有料老人ホーム
〒 532-0031 大阪市淀川区加島 1 丁目 38-20
TEL.06-6305-5750 FAX.06-6305-5756
0120-991-707

大阪シティ信用金庫●

加島駅前公園●
○加島 3 丁目バス停

崎

加島

駅

●ファミリーマート
JR
東西
JR
線
神
戸
・
宝
塚
線

至十三・

梅田

加島中央公園●
❶加島友愛会本部
●定秀寺
かしま障害者センター
阪神高
速道路

至尼

線
新幹
山陽
JR

●ローソン

○加島中バス停

●フレッシュ
しみず

トレフル（障害部門）

〒 532-0031 大阪市淀川区加島 4 丁目 16-34
TEL. FAX.06-6476-7185

協同シャフト

加島中公園● ●加島郵便局

e-mail liberte@kashima-yuai.or.jp

●加島 1 郵便局

●加島小学校 ●かしま診療所

❽リベルテ加島

体験利用
受付中

●ファミリーマート
❺加島希望の家

6月
リニューアル
オープン

企画 法人機関誌検討委員会
蓬田高広、西岡剛、酒井夕姫、糸川純枝、
十倉伸二、山下修一、北村智之、辻川千博、

至西淀
川

新地

至北

安間ゆか、北川将大、辻本由実、内田信也
編集協力 新島洋
デザイン 桐田博子
印刷（財）浪速振興会
❹アンダンテ加島
❸加寿苑

