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●相模原市高齢協の活動指針
本会は、高齢者福祉施設が使命とする高齢者の支援等を基本に、地域福祉の推進とサービスの質的
向上を図るため、会員施設及び事業所相互の連携と共通課題について研究協議を行い、相模原市内
に所在する施設及び事業所の健全な発展と高齢者福祉の推進に寄与することを目的としています。

●「老人福祉施設に関する要望書」を提出
１２月２８日、相模原市高齢協は、本村市長に
面会し、社会福祉法人による介護施設・事業所の
経営危機を回避するために、市に対して「老人福
祉施設に関する要望書」を提出しました。
介護施設や事業所の経営実態は、ますます状況
が悪化しつつあることが明らかになっています。
また、介護・看護職員の人材不足の常態化が経営
環境を脅かす大きな懸念材料になっているのも事
実です。
この機に何らかの手だてを講じなければ、サービスの質の低下をもたらすどころか、市内
にある事業所の大半が、その存続さえ危ぶまれる深刻な事態に陥りつつあります。今回の
「要望書」は、こうした実情を踏まえた上で作られています。以下がその概要です。
１．社会福祉法人及び運営する施設の存続について
① 社会福祉法人及び施設の経営実態調査を行い、対応方針の策定および支援をして
いただきたい。
② 社会福祉法人合併等の推進を図るための検討会を設置していただきたい。
③ 施設の新規開設を停止し、総量規制による過剰是正をしていただきたい。
④ 実態に見合った特養待機者数や利用者数の把握調査を実施していただきたい。
⑤ 非効率となっている事業の効率化を図るための事業転換をしていただきたい。
⑥ 特養の入居要件を緩和と、地域特性や施設状況に応じて利用者制限を解除して
いただきたい。
⑦ 近隣他市に比較して厳しい介護報酬(地域区分)差を改善していただきたい。
⑧ 施設等の大型改修、再整備、大型設備購入等、事業所の運営が継続できるよう費用の
補助をしていただきたい。

２．介護人材の確保について
① （仮称）介護人材センターの設置と効果的運用を早期に実施していただきたい。
② 介護職員育成校への入学者を増やし、経営安定の支援をしていただきたい。
③ 介護職員等の子どもの市内保育園等への優先入所を図っていただきたい。
④ 介護職員等への就労支援助成金や介護職員育成校奨学金を充実させていただきたい。
⑤ 外国人介護職員確保のための施策を策定していただきたい。
⑥ 高額の派遣費用や紹介手数料を規制していただきたい。
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３．その他の要望について
① 行政事務の削減と簡略化を図っていただきたい。
② 監査周期の延長と提出作成書類の削減を図っていただきたい。
③ 説明・研修会のリモート実施を図っていただきたい。
④ 医療機関との連携の推進を図っていただきたい。
⑤ コロナ感染対策への支援をしていただきたい。
⑥ 大規模災害時の福祉施設及び福祉避難所の支援をしていただきたい。
４．各部会の要望について
① デイサービス部会からの要望
・必要な方が継続して入浴サービスを受けることができるよう、加算の算定方法を改定
していただきたい。
② 養護・ケアハウス部会からの要望
・養護・ケアハウスの高齢者福祉施策での位置づけを明確にしていただきたい。
③ 居宅介護支援部会からの要望
・介護支援専門員に対する研修の負担軽減および費用の補助をしていただきたい。

●「老人福祉施設に関する要望書」への回答
「老人福祉施設に関する要望書」に対して回答がありました。項目は以下の通りです。
１.「社会福祉法人及び運営する施設の存続について」
① 社会福祉法人及び施設の経営実態調査、対応方針策定と支援
② 社会福祉法人合併等の推進検討会の設置
③ 施設の新規開設停止、総量規制による過剰是正
④ 真の特養待機者数や利用者数の把握調査の実施
⑤ 非効率となっている事業の効率化を図る事業転換
⑥ 特養の入居要件の緩和、地域特性、施設状況に応じた利用者制限の解除
⑦ 近隣他市に比較して厳しい介護報酬差の改善
⑧ 施設等の大型改修、再整備、大型設備購入等の費用の補助
２ . 「介護人材の確保について」
①（仮称）介護人材センターの設置と効果的運用の早期実施
② 介護職員育成校への入学者増加及び経営安定の支援
③ 介護職員等の子どもの市内保育園等への優先入所
④ 介護職員等への就労支援助成金、介護職員育成校奨学金の充実
⑤ 外国人介護職員確保のための施策
⑥ 高額の派遣費用や紹介手数料の規制
３.「その他の要望について」
① 行政対応事務の削減、簡略化
② 監査周期の延長と提出作成書類の削減
③ 説明・研修会のリモート実施
④ 医療機関との連携の推進
⑤ コロナ感染対策の支援
⑥ 大規模災害時の福祉施設及び福祉避難所支援
４.「各部会の要望について」
① デイサービス部会からの要望
② 養護・ケアハウス部会からの要望
③ 居宅介護支援部会からの要望
※ 詳細は会員ページをご参照ください。（以下のURLをクリックください）
https://www.sagamihara-koureikyo.org/host/post-3937/
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●臨時総会 開催
１月２８日、相模原市民会館にて臨時総会が
開催されました。
内容は以下の通りです。
〇 議事 理事交代について（中央区担当）
退任：竹内史郎 理事（マナーハウス横山台）
新任：村上博由 施設長（大野北誠心園）
〇 会務報告
・2020年度「要望書」について
・高齢協「会員構成」について
・新施設長紹介（横尾学施設長（マナーハウス横山台））
・「介護ウィーク」アンケート結果について
・賛助会員 入会について（株式会社キージェネレーション）
・第48回「相模原市民桜まつり」について
・市社協からの情報提供（「福祉従事者メンタルヘルス相談」事業について）
・市からの情報提供（アルプス技研（特定技能実習生について））
・「かながわ高齢者福祉研究大会」について
終了後、事業種別ごとの部会の会合が持たれました。特養経営実態調査のフォローアップ
研修も併せて開催されました。
尚、本年は新型コロナ感染拡大に伴い、新年会は中止とさせていただきました。

●現任研修「スーパービジョン」開催
１１月２８日、１２月１２日、現任職員向けの「スー
パービジョン」研修を２回にわたって開催しました。講師
は山梨県立大学人間福祉学部准教授、山中達也 先生と社会
福祉法人 横浜市福祉サービス協会 矢向ケアプラザ所長、
田中志乃 先生。内容は以下の通りです。
１１月３０日：「援助者のための援助について」
１２月１４日：「グループスーパービジョン演習」
スーパービジョンとは「対人援助に携わるスタッフ／専
門職同士が、互いに助け合って技術の向上をはかったり、
問題解決のための協力をする際に行われる指導や助言を指
す過程」とされます。その必要性は重要視されていますが、
実際の現場では十分に浸透しているとは言えないのが実情
ではないでしょうか。ことスーパービジョンについては、
できれば定期的に、それが難しい場合には、随時、たとえ
ば今回のような機会を利用するなどして継続的に受けるこ
とが望ましいと思われます。
この研修では「援助者への援助」というわかりやすい
テーマに言い換え、講義と演習を交えた実践的な内容とな
りました。次年度以降も同様な企画で実施したいと考えて
おります。職種に関わりなく、多くの方々に繰り返し受講
いただきたいと願っています。
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山梨県立大学 人間福祉学部
准教授 山中達也 先生

（福）横浜市福祉サービス協会
矢向ケアプラザ 所長 田中志乃 先生

●「介護福祉士資格取得対策講座」開催
９月１８日、１１月１３日、２日間に渡り、和泉短
期大学介護福祉専攻科特任教授、佐久間志保子 先生、
同准教授、佐藤美紀 先生を講師に迎え、現任の施設職
員向け「介護福祉士国家試験受験対策講座」を開催し
ました。
第３３回（令和３年度）の国家試験（筆記試験は、
令和３年１月３１日。実技試験は、同３月７日）の合
格を目指した受験対策のための集中講座です。
介護の現場で働きながら、合格を目指していかに効
率的に勉強するか。受講された皆さん、それを指導す
る講師の先生。共に真剣な眼差しで取り組まれていま
した。

【賛助会員】
愛知金物建材 株式会社
株式会社 ウェブトラスト
株式会社 タマパーク
Office CPSR（臨床心理士・
社会保険労務士事務所）
シープラス 株式会社
株式会社 中島建設
住宅型有料老人ホーム 勢水
住宅型有料老人ホーム あんず
株式会社 永田屋
日本ゼネラルフード 株式会社
株式会社 IDO
株式会社 太陽住建
株式会社 リンク・アップ
株式会社 シマソービ
公益財団法人 相模原市勤労者
福祉サービスセンター
株式会社 伊藤典範
株式会社 キージェネレーション

株式会社 コンティ
守屋綜合法律事務所
千寿産業 株式会社
株式会社 三ノ輪建設
株式会社 ケイ・アース
株式会社 ディフェンス
アライブかながわ
住宅型有料老人ホーム 田名新宿住宅
日興テクノス 株式会社
株式会社 きらぼし銀行 相模原法人営業部
株式会社 ナリコマエンタープライズ
相模原商事 株式会社
ケアミックス 株式会社
株式会社タウンニュース社
神奈川ロイヤル 株式会社
株式会社 京和
リンデンB・I 町田・相模原
株式会社 板橋
敬称略／加入順

●編集後記
広報紙第２５号をお届けします。今後もより一層、内容を充実させてゆく所存です。
施設や職員の紹介、イベント案内など、どんなものでも結構です。ご意見、情報などご遠
慮なくお寄せください。
連絡先は、相模原市高齢協 事務局（広報誌担当）まで
〒252-0236 相模原市中央区富士見6-1-20（あじさい会館内）
TEL：042-707-1136 FAX：042-707-1217 E-mail：Sagamihara-koureikyo@peace.ocn.ne.jp
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