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ＮＰＯ総ぐるみ福祉の会が提供す

（これを通院等乗 降介助といいます）サービ

院などを目的とし た乗車・移送・降車の介助

用者宅を訪問し、利用者の皆さんが

我が家で介護サー ビスを受けられるというこ

訪問介護の最大 のメリットは、住み慣れた

人ですが、地域の事情を知り尽くし

者の皆さんを支援しています。

難病などのために遠 方の病院へ通院する利用

送」（福祉タクシー ）に積極的に取り組み、

通事情から、当会で は早くから「福祉有償運

また必ずしも良好 とはいえない当地区の交

の介護技術の研修を実施しています。

勉強会などの機会を 活用して、地域ならでは

たベテランをそろえ ており、ヘルパー会議・

パーは

現在、当会が利用 者のお宅に派遣するヘル

ベテラン揃いのヘルパーと福祉タクシー

好事例として行政からも注目されています。

どは「介護予防・日 常生活支援総合事業」の

から本格的に稼働し たたまり場「こぶし」な

から力を入れている 「日限山荘」や昨年１月

たちの交流を深める 仕組み作りとして、早く

介護保険の枠を超 えたサービス、地域の人

ビスが目指しているものがまさにこれ。

ムを打ち出しました が、当会の訪問介護サー

る社会を目指して、 国は地域包括ケアシステ

「総 ぐ るみ 」の 訪 問介 護 サー ビス は ここ が違 う
などの家事を利用 者に代わって行うサービス

る介護保険の主なサービスは、「訪

スも実施していま すが、これも「訪問介護」

を生活援助といい ます。また、当会では、通

問介護」と「介護予防・日常生活支

に該当します。

当会の訪問介護サービス

援総合事業」です。
訪 問 介 護 は ホ ー ム ヘ ル プ と も い い、

自立した日常生活を送ることができ

と。当会が介護保 険事業を開始して以来、今

「
自立支援」
をサポート

るよう支援するサービスです。具体

年で創業十六年を 迎えますが、その間一貫し

そのため当会では、①地域の特性を理解し

26

訪問介護員（ホームヘルパー）が利

的なサービスの内容は、身体介護、

て追求してきた理 想の訪問介護のテーマは、
住み慣れた我が家 でできるだけ長い間暮らせ

生活援助、通院等乗降介助の三つ。
身体介護とは、利用者の身体にふ
や入浴介助、身体の清拭、オムツの

た介護サービスを 心がける、②介護保険の枠

る「自立支援」のサポートです。

取り替え、褥瘡（床ずれ）を防ぐた

を超えた介護サー ビスの実現、③地域の人た

れて行うサービスで、食事の手伝い

めの体位変換、衣服を脱がせたり着

年の法改正により、高齢者が

ちの交流を深める 仕組み作り、に取り組んで
います。平成

住み慣れた地域で 自分らしい人生を全うでき

活動の実施例のほか「総ぐるみ」新聞のほぼすべてのバックナンバーをお読みになれます。

4

せたりするなどのサービスです。
これに対して、利用者が一人では
できない料理、掃除、洗濯、買い物
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をぜひご覧ください。当会の事業内容や諸

ＮＰＯ総ぐるみ福祉の会のホームページ http://sougurumi.jp

「総ぐるみ」新聞
「特定非営利活動法人 総ぐるみ福祉の会」発行 2018/2/28 第124号

毎週火金は「日限山荘」、日曜以外の毎日は「こぶし」をオープンしています
訪問介護の目的は利用者本人の日常生活に

外自費サービス） のニーズに対応して『何で

護保険では適応で きないサービス（介護保険

介護保険外の
「生活支援サービス」
にも力を入れています
関わるものに限定されています。従って、た

も屋 さん 』と 称す る 生活 支援 サー ビ ス（ 下表）

た。お手前の解説や指導は当

ましたが、現役時代にはふれ

前から茶道に関心を持ってい

分あたり ５００円から

円程度＋運 搬料が必要です。

写真上：挨拶する宮崎理事長（左端）

●空き家 になっている庭 の管理

承ります 。年間契約によ る代理墓参も可能

交通機関を使った同行 やクルマ による移 送も

●買い物 やお墓参りの同 行

【その他 の有償サービス 】

て１㎏あた り

※ただし別途、剪定し た枝葉の 処理料金 とし

１日あた り＝１万５００ ０円から

◎利用料 金

【草むし り・植木の剪定 】

…１回＝１５００ 円

戸塚・港南 台。本郷台地区 の病院・診療所へ

丸山台地区 の病院・診療所 へ…１回＝８００ 円

◎利用料 金

よる左記の 病院・診療所へ の緊急移送介護

日限山・南舞岡の正会 員の方で 、急病な どに

【病院・ 診療所への緊急 移送介護】

◎利用料金…１ 時間あたり２０ ００円

の清掃、風 呂場のカビ取り 、大掃除など

例えば大型家具の移動 、換気扇 ・排水口 など

【手の込んだ家 事の代行】

◎利用料 金…

風呂場・居 室・トイレなど の掃除など

布団 や衣服 など の出 し 入れ 、、 部 屋の 整理 整 頓、

『何 でも 屋さ ん』 の料 金表

とえば利用者のご家族のための家事など直接

家族を含めた調理、買 い物代行 、ゴミ出 し、

【日常的 な家事の代行】

ご検討ください。

保険を使えない方 も利用できますので、ぜひ

なお、このサー ビスは、元気なために介護

を有償で実施しています。

利用者の援助に該当しないサービスやペット
の世話や大掃除など日常生活の範囲を超える
サービスを受けることはできません。
ＮＰＯ総ぐるみ福祉の会では、こうした介

１月８日、新年恒例の「初

会の大橋綾子理事。参加され

今年の「初釜」は日限山荘で開催しました
釜」を日限山荘で開催しまし

る機会がなく、何も知らなく
てもできるからと誘われ、気

人。

今回初めて参加されたＳさ

楽に参加しました。正直、あ

た皆 さんは

んは「歴史小説が好きで、以

まり期待していませんでした
が、立派な茶道具などが飾ら
れ、お手前も素晴らしく本格
的な茶会なので驚きました。
これを機会に、茶道について
もっと勉強してみたいと思っ
ています」と感想を語ってい

30
と 下 …お 手 前を 解説 す る大 橋理 事

ま した 。
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「何でも屋さん」の利用を希望される方…先ず当会事務所（TEL846-8850）にお電話ください。
原則として事前に利用料金をお見積もりいたします。

