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私の起業体験

―株式会社創立とデイ・サービスの運営―

近藤　敏

広島都市学園大学健康科学部リハビリテーション学科作業療法学専攻

抄　録
　

　2000 年に導入された介護保険制度は作業療法士に起業の機会を与えている。私は，2012 年，北九州市で株式

会社「フロー・ライフ」をつくり，現在私の娘二人が中心となって定員 25 名のデイ・サービス「じりつ」を運

営している。長年培った人脈と作業療法の経験を頼りに，乱立する同業他者との差別化を図りながら，2 年半が

過ぎ何とか経営の見通しが立ってきた。この間，主として口コミと噂を期待し，作業療法の技を生かしながら自

立支援型のデイ・サービスを推進してきた。質の高いサービスを提供できるという自信はあったが，果たして地

域の人々に支持され，利用者が増えるだろうかという不安で眠れない日もあった。そのなかで，徐々に利用者と

家族そしてケアマネージャーに信頼され，スタッフがやりがいをもって働く姿をみることで手応えを感じつつあ

る。まだ道半ばであり，職員教育や利用者の就労支援も課題である。国の施策に翻弄される事業であるため，介

護保険に頼らない新規事業を考える必要も感じている。何よりも従業員の生活を守らなければならない。起業に

は相当の覚悟が必要である分，サラリーマンと違った喜びもある。
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１　はじめに

学術誌にふさわしくない原稿依頼のように思った

が，本学が経営系専門職大学院の設置を進めている折，

多少でも参考になればと思い引き受けた。今後，作業

療法士等で医療福祉の経営について研究する院生が出

てくることを期待したいと思っている。従来，作業療

法士の養成はサラリーマンとなることを想定したもの

であった。作業療法部門の管理運営の授業はあっても

従業員を雇用することや大きなお金を扱う内容のもの

はなかった。そういったことを伝えることのできる教

員がいなかったこともある。また，医療職がお金のこ

とをあれこれと話題にすることをタブー視する雰囲気

もあったと思う。しかし，作業療法士が日本に生まれ

て 50 年，管理職として経営に携わる作業療法士も増

えているはずである。タウンゼント著の「作業療法士

の視点（吉川ひろみ他訳）」では，作業療法の資金獲

得のための戦略について章が立てられている。そこで

は保健医療以外の作業療法サービスのための資金獲得

の具体例について述べられている。

私が，介護事業なかでも通所介護いわゆるデイ・

サービス（以下，デイ）のできる会社を起こして 3 年

近くなるが，起業というのは人，物，金を扱うことで

ある。お金は身体で言えば血液であり，好循環するこ

とで人々の経済活動がなされる。人を雇用するという

ことは，その人や家族を守らなくてはならないという

ことである。労働基準法等法律の遵守や社会保険への

加入も必要である。また経営が赤字であろうと事業税

がかかってくる。日常的に銀行や会計事務所，社労士

とのつきあいが生じてくる。そうしてみるとサラリー

マンは元手がかからないからいいなと思うことがある

が，従業員に仕事の対価を払うことも悪くないし，些

細ながら社会に貢献できているという誇りもある。リ

スクをとる覚悟がないとできない起業であるが，リス

クのない人生もまた味気ないと思う。

2　私がなぜ起業しようと思ったか

起業すると経営のことで眠れない日がある，始めた

ら止めるわけにはいかない，会社がある限りこの悩み

は続くわけである。ではなぜそこまでして起業しよう

としたのか，多少美談のように聞こえるかも知れない

が振り返ってみたい。

2.1 野で自分の価値を試したい

これまで 38 年間，公的な機関で守られてきた自分，

有り難いと思う。ただ，残りの人生，命燃やすものが

ほしい。臨床，教育，研究は経験した。あとはビジネ

スかなと思った。還暦過ぎて怖いが結果より納得のい

く人生にしたかった。ただし，この時点で私の悠々自

適の老後は遠退くことになった。

2.2 生涯現役でいたい

起業に定年はないし，退職後，年金生活に頼るだけ

の高齢者になりたくない。健康でありさえすれば自分

のペースで働けるし，それが健康の源になる。政治家

や芸術家を見習いたい。

2.3 長年の作業療法士の経験を生かしたい

今，医療機関の作業療法は，一昔前のゆとりあるサー

ビスができず，伝統的にマイルドな医療観をもつ作業

療法の技が発揮できる状況にないように思われる。介

護保険事業という人々の暮らしに近接したサービスで

作業療法のお手本を示しながら，次世代の作業療法士

の実践教育をサポートしたい。

2.4 自らが利用したいと思う施設をつくりたい

私自身が要介護状態になるかもしれない。そうなっ

た時，自分のつくったデイを心おきなく利用し，また

身内の負担を減らすことができるはずであるという目

論見もある。

2.5 地域連携センター長の経験が視野を広げた

三原キャンパスで 4 年間，地域連携センター長とし

て，子育て支援や地域活性化等地域課題の解決に向け

て , 行政はもちろん異分野の方々と交流し貴重な意見

を交わすことができた。医療職の専門家として , また

一市民として，安心・安全のまちづくりに参画してい

く必要性を感じた。

2.6 起業セミナーで感化を受けた

九州の起業家 7 名の作業療法士が起業家を育てる目

的で企画する経営セミナーに，最初はエールを送るつ

もりで参加したのであるが，彼らの真剣な眼差しと元

気いっぱいの姿に触れ，いつのまにか自分でもやって

みようという気持ちになった。

3　起業して勝算はあるのか

還暦過ぎての起業は果たして可能なのか。起業家の

間では，起業するなら 30 代だと言われているようだ。

失敗してもやり直しができる年齢という訳である。新

幹線のなかでふと目にした月刊雑誌 WEDGE で「起

業するなら 50 代」という特集を目にした。その理由

として，長年培った人脈とゆとりある資金，すなわち

「カネありコネあり」の 50 代こそローリスクというも

のであった。なるほどそういう見方があったのかと

思った。この歳になれば収益はトントンであれば良い，

身の丈にあったものであれば結構という人もいるだろ

う。だが，私のような 60 代の素人がいざ会社を起こ

すとなるとそう簡単ではなさそうである。会社を起こ

すのは容易であっても継続は大変で，やめるのはさら

に困難を伴うと聞いている。果たして銀行が融資して

くれるか不安もあった。

作業療法士の経営する先駆的なデイを視察したり，
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作業療法の全国学会会期中に開催される「起業サミッ

ト」に参加し確認できたことは，何のために起業する

のか，自己資金はあるか，配偶者の理解はあるか，自

分は運がよいと思えるか，自分のことのように喜んで

くれる人はいるか，というものであった。起業そのも

のが目的ではなく，三方よし（売り手よし，買い手よ

し，世間よし）の近江商人のビジネスのモットーを通

して人々を幸福にすることであった。

起業するにあたって，幸い私の二人の娘が作業療法

士で私のロマンを引き継いでくれることになった。同

じ作業療法士の妻のサポートもある。私が起業するこ

とに驚く人も多かったが，自分のことのように喜んで

くれる起業家やサポートしてくれる人も多かった。「で

きないのは能力の問題ではなく，執念の欠如である」

という実業家，故土光敏夫さんの言葉にも力をもらっ

た。そこで，腰が引けないよう，多くの人達の前で宣

言し，逃げないよう自身を追い込んだ。

2000 年，介護保険制度が始まり，介護を社会全体

で負担するようになった。介護がビジネスとなったこ

とで作業療法士にも起業のチャンスが訪れたのであ

る。介護保険は，要介護者のお世話をするイメージが

強いが，第一条に掲げられているように，「要介護者

が自立した日常生活を営むことができるよう，国民の

共同連帯の理念に基づき国民の保健医療の向上及び福

祉の増進を図る」ことを目的としたものである。さら

に，第四条では，国民は健康の保持増進に努めるとと

もに，要介護状態となった場合は進んでリハビリテー

ション等を利用し，能力の維持向上に努めるものとす

るという「国民の努力及び義務」が課せられている。

明確に「自立した生活を支援する」と謳われているに

もかかわらず，現実はそううまくいっていないようで

ある。夢のみずうみ村理事長・作業療法士　藤原茂氏

は，「これまでの介護は，一生懸命に介護して利用者

の“できる力”を奪っている。それで要介護度が悪化し，

施設の収入は増えるが，本当にそれでいいのか？」と

指摘する。リハビリテーションの観点からは，介護の

前にきちんとしたリハビリテーションを行う「リハビ

リテーション前置」がある。お預かりやおもてなし中

心のデイが大多数を占めるなかで，クライアントの生

活行為の向上を目指す作業療法の技を示すことによっ

て勝算があると考え，起業に踏み切った。

４ 株式会社「フロー・ライフ」の創立に
ついて

デイをつくることができるのは，法人格を有する

団体でなくてはならない。医療法人か社会福祉法人，

NPO 法人，株式会社のいずれかである。自分でもで

き収益が見込まれ銀行の融資が期待できる株式会社に

することにした。

4.1 株式会社「フロー・ライフ (Flow Life)」の由来

フロー (Flow) とは「楽しむこと」という意味であ

るが，自分が取り組んでいる課題が，自分の能力と照

らし合わせて難しすぎず，簡単すぎずであり，全力を

出し切ることを要求されるレベルにあること，それを

やり通すことによって，自分の能力が向上し，楽しさ，

つまりフローを体験できるというものである。これは

米国の心理学者チクセントミハイの提唱した概念であ

る。( 株 ) フロー・ライフは，そのような生活や人生

をサポートしたいという思いから名付けた。

4.2 役員と資本金

取締役 5 名（代表取締役は次女）とし，資本金は

950 万円とした。「公立大学法人県立広島大学職員兼

業規定（平成 19 年 4 月）」により職員は報酬の有無に

関係なく営利企業の役員にはなれないとあり，残念な

がら私は，役員にはなれなかった。監査役であれば許

可されるが，代表取締役の父親が監査役ではコンプラ

イアンスに反すると思い , これも諦めざるを得なかっ

た。

4.3 定款作成と登記

先駆的な事業所からのアドバイスをもとに , 介護事

業のみならず事業拡大ができるよう事業目的を可能な

限り列挙した。大学の業務をしながら会社をつくるの

は到底困難であったため，30 万円かかったが，司法

書士に定款の作成と登記の手続きを依頼した。会社法

人番号を取得し 2012 年 11 月 1 日登記を済ませた。

4.4 基本理念

（株）フロー・ライフの基本理念は，『介護保険の目

的である「じりつ」を支援するという信念のもと，利

用者みずからが楽しく，前向きな人生を創造できるよ

うに，スタッフ全員が協働し，誇りを持って地域の人々

の暮らしに貢献することを目指します』とした。

５　通所介護事業所の指定申請に向けて

デイのオープンを 2013 年 4 月 1 日に設定し，北九

州市の介護保険課と事前協議に入った。折しも，介護

保険事業所の許認可が県から市に権限移譲となった矢

先であった。そのなかで，デイの名称は北九州市内に

既にあるものを使用しないこと，建物については建築

局の許可がいること，特色あるデイにしてほしいなど

の指摘があった。あと人，物，金であるが，銀行から

の融資があるものとして，既に箱物を見つけており賃

貸契約が済んでいた。デイのオープンに間に合わせる

ため，リフォームの工事期間を考慮してのことであっ

たが，収益のない賃貸料の負担が生じたことは言うま

でもない。

5.1 どのようなデイにするか

介護保険制度は 2000 年に始まっている。私達のよ
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うな後発のデイが参入していくためには，同業他社と

の差別化こそが生命線である。今までにないデイでな

くてはならない。またそのために起業したわけである。

先駆的な作業療法士や介護保険課との事前協議を通し

て以下のような戦略をとった。

一般の人やケア・マネジャーに分かりやすいデイに

する。認知症対応型，お預かり型，短時間型等あるが，

私達の場合は「リハビリ重視型」とした。そのほか，

身体機能について医学的に説明できる，認知や心の悩

みに対応できる，仕事に行く学校に通う感覚のデイを

特徴にした。また高学歴，富裕層にも選んでもらえる

デイ（周辺はそういった家庭が多い）を目指した。そ

うした戦略を踏まえてデイの名称を，身体的な自立と

精神的な自律の両面を併せもつ「じりつ」とした。そ

の名を聞けば，そこでのサービスがいかなるものかイ

メージできるもの，すなわち“名は体を表す”のが良

いと考えた。実際オープン後，このネーミングに惹か

れて来た利用者も少なくない。

5.2 場所と箱物について

次女が物件を見つけてきた（図 1）。築 25 年で 2 階

にオーナーが住み，1 階の賃貸スペースは 287.1 ㎡で

広い駐車場が備わっていた。宮大工が大きな柱と梁を

贅沢に使い，天井を高くした高級感のある建物である。

遠くからでも見える屋根には石州瓦が使われていた。

元は居酒屋で，その後岩盤浴として利用されていた立

派な物件であった。入り口の道路は北九州市の大規模

霊園に通じており，墓参りの人々の目に留まりやすい

好位置にあった。周囲は自然豊かで道路を挟んだ向か

い側には国立高専のグランドがあり，スポーツに興じ

る若者達の元気な声が聞こえて来る。JR 小倉駅から

はモノレールで 20 分のアクセス，周辺は高度成長期

に建てられた団地が多数の立ち並んでおり，高齢化が

進み一人暮らしが急激に増えている地域であった。私

の自宅から近くも遠くもない車で 20 分の距離にある。

オーナーは，がっしりとした体格の方で，最近愛妻を

肺がんで失い，自分と息子も心疾患の持病を抱えてい

た。オーナーは福祉施設や学校としての活用を望んで

いた。次女と私の妻が，私達のデイの話をしたところ，

是非やりなさいと励まされ，月 42 万円の賃貸料を 34
万円にしてもらった。起業には出会いと運が必要と言

われていたが，この時はそれを感じた。しかし，今振

り返ってみると高齢者用の福祉施設として，用途変更

する必要があった。建築基準法，消防法，北九州市の

まちづくり条例等の基準をクリアしなくてはならな

かった。新しく建築する場合はこの基準にあった建物

をつくるため問題ないが，この既存の物件が基準をク

リアするためのリフォームにかなり悩まされた。高い

天井と広い空間という魅力の一方で，防火上の容積率

に対処しなくてはならなかったし，自動火災警報シス

テムも必要（費用が 70 万円）となった。

5.3 事業計画と銀行からの融資について

銀行からの融資を引き出すためには事業計画を提

示しなくてはならない。銀行は近年，医療・介護を成

長産業と捉え，医療・介護チームを置くなど起業家を

積極的に支援する姿勢をみせてはいるが，果たして実

際はどうか不安があった。賃貸物件のオーナーから紹

介された会計事務所と打ち合わせしながら，事業計画

や初年度収支計画をしっかり立て銀行でプレゼンテー

ションできるようにした。

銀行から融資を受けるためには説得力のある説明

が必要である。私は，次の３つを参考にして向こう１

年間の事業計画を示した。一つには，Customer（顧客

ニーズ）分析，Company（自社のサービス・戦略）分

析，Competitor（ライバルの動向）分析の 3 Ｃ分析で

ある。これは銀行で使われているものである。次に，

Strengths（強み），Weaknesses（弱み），Opportunities
（機会），Threats（脅威）のＳＷＯＴ分析である。これ

は私が地域連携センターで次年度事業計画を作成する

際に経験していた。最後は，本学の粟島教授の市場よ

りも新規性，拡張性を重視すべしというアドバイスで

あった。確かに市場調査は必要であるが，市場があれ

ば同業他社とて参入する。従って，最後に生き残るの

は差別化である。これらをもとに以下の内容でプレゼ

ンテーションした。ただし，これはあくまで融資を引

き出すための説明である。

5.3.1 Customer 分析あるいは Opportunities について

医療費削減により，在院日数が短縮され，早期退院

を迫られたり，外来リハビリが制限されるなど，行き

場を失っている脳卒中等の患者さんのため，納得のい

くまで指導を受け，心身の自立を促す場としてのリハ

ビリ重視型のデイが求められている。しかし，現在の

デイの多くは，お世話中心のおもてなしモデルにとど

まっており，彼らのニーズに必ずしも応えられていな

い。本来，自立を目指すはずの介護保険制度であった

にもかかわらず，介護を助長してしまいかねない状況
図１　「デイ・サービスじりつ」の全景
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（過剰介護）すらある。そのため，リハビリテーショ

ンの専門職が事業主として運営できれば，彼らにも，

また介護保険制度の推進にも多大の貢献ができる。

5.3.2 Company 分析あるいは Strengths と Weaknesses

について

Strengths については，リハビリ・作業療法における

長年の臨床経験の蓄積がある。九州労災病院をはじめ

リハビリ機能を有している病院の理学療法士，作業療

法士，言語聴覚士とのネットワークがある。私の教え

子も多い。新規性は介護に目標と根拠のあるリハビリ

を導入すること。独創性として作業療法によるエンパ

ワーメント（自己の能力に気づく）の支援，思わず利

用者の動きを誘う環境（アフォーダンス）の活用であ

る。Weaknesses は，ビジネスについては未経験である

ことである。

5.3.3 Competitor 分析あるいは Threats について

小倉南区のデイは 82 事業所，オープン予定地の小

倉南区 4 で 18 事業所，最も近接したデイまでの距離

は数百メートルである。デイは利益率が良いとされて

いるため，さらなる事業所の参入が予想される。一般

向けのデイ開設用の書籍が出版されている位である。

Threats は，今後，消費税 8% の増税が予想されてい

ること，また要支援が市町の事業に移行するかもしれ

ないことである。

結果は，個人的な預金をしていることもあり，福

岡銀行と取り引きすることになった。融資額は希望通

りの 2,700 万円（半分は信用保証協会が保証）であっ

た。今改めて振り返ると，デイをつくるにあたっては，

5,000 万円の融資が必要であったと思っている。収益

の見込めない最初の6ヶ月から1年間は，給料，賃貸料，

光熱水道費といった運転資金のやりくりに苦悩した。

500 万円の追加融資をしてもらうことになった。確実

に返済しこれから先も信用してもらうためには，利用

者を増やすことしかなかった。お金はすべてではない

が，極めて重要である。江戸時代後期の農政家，二宮

尊徳は「道徳なき経済は罪悪であり，経済なき道徳は

寝言である」と言っているが，起業を思い立って以降，

切実に響く指摘である。

5.4 職員の雇用について

デイの開設において必要な職員は管理者，生活相談

員（精神保健福祉士，社会福祉士又は任用資格等が必

要），看護職員（看護師又は准看護師），介護職員（資

格は必要なし），機能訓練指導員（理学・作業療法士，

言語聴覚士，看護師・准看護師，柔道整復師等）であ

る。会社役員と管理者は，反社会的団体の構成員でな

いこと，あるいは密接な関係をもたないという誓約書

を提出しなければならない。求人は，ハローワークと

地元求人情報誌を活用した。求人情報誌はわざわざハ

ローワークに行かなくても多くの人の目に留まるため

か問い合わせが結構来た。運転手 1 名を求人したとこ

ろ 10 人位の応募があり，その多くが年金受給者であっ

た。運転手採用の面接の折には，知らないふりして乗っ

て来られた車の傷をチェックさせてもらった。ハロー

ワークの職員から，求人の半数は医療・介護職であり，

介護職の確保は困難であると聞いた。そこで本学キャ

リアセンターの方の助言を頂きながら，リハビリ重視

型の新しい施設でありスタッフみんなでつくっていき

ましょう，介護福祉士の資格は問いません，むろん社

会保険もあります，など丁寧に求人票に記載したこと

もあってか，すぐ応募があり苦労はしなかった。各種

助成金を申請する上では，ハローワークを通じての求

人であることが条件となっていることや身内の雇用で

は適応されないことも注意しなくてはならない。社労

士からの情報で，私のデイで可能な助成金は「地域再

生中小企業創業助成（210 万円）」で，この申請には 2
名以上の雇用が条件となっていた。この助成金獲得に

ついては成功報酬 10% で社労士に依頼した。

5.5 賃貸物件のリフォームと備品について

デイの指定基準では，機能訓練室，食堂，静養室，

相談室，事務室のほか浴室，キッチン，トイレ，倉庫

が必要である。利用者１日の定員数の算定は，「機能

訓練室と食堂の合計面積÷利用者一人あたり 3 ㎡以

上」となっていて，私の施設では，最大 37 名定員と

することが可能であった。ただ，自由に活動してもら

うためには広いスペースを確保したいと思い，25 名

以上に増やさない方針である。岩盤浴室の解体とリ

フォームに 2200 万円を要したが，建築士と打ち合わ

せを繰り返し行い自分としては満足できるリフォーム

ができたと思っている（図 2）。私がこれまで長崎労

災病院や福岡赤十字病院，三原市医師会病院等の作業

療法部門の開設に携わった経験が生かされたと思う。

備品として購入したものは，平行棒等の練習器具，

平衡機能測定等の検査機器，各種テーブルおよび椅子，

ビジネスホーン，耐火金庫，システム収納庫，パソコ

ン，事務机，カラー複合機，多機能電話機等で約 1,000

図２　岩盤浴室を解体しリフォーム
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万円かかった。介護用会計ソフトはリースとした。指

定申請の際，備品リストの提出を求められたが，後で

北九州市より固定資産税（償却資産）の対象となった

のにはびっくりした。いろいろと税金が掛けられてい

るものだとため息が出た。浴室は脱衣室を広めにした

個浴とし機械浴を必要とする人は「じりつ」の対象外

とした。送迎用車両については，開設時は軽自動車 1
台であったが，現在は，購入 1 台（トヨタ VOXY），リー

ス 2 台（ダイハツ TANTO），借り上げ 2 台（マツダ

FLAIR WAGON，ホンダ CAPA）の計 5 台である。車

体には会社や事業所名を入れず，職員の通勤にも使っ

てもらっている。

5.6 規則や記録等書類の準備について

指定申請に必要な主なものは，運営規定，備品一覧

表，事業計画書，収支予算書，個別機能訓練実施計画

書および実施記録，組織体制図，送迎記録簿，老人居

宅生活支援事業開始届・老人福祉施設の設置届であっ

た。現地調査までに準備すべき主な書類としては，利

用契約書，通所介護事業所利用料金表，重要事項説明

書，運営規定の概要，介護サービス計画書，介護サー

ビス提供記録，苦情・要望対応記録，事故報告書，就

業規則，雇用契約書，従業者の勤務の体制及び勤務形

態一覧表，研修計画，災害警戒・災害対策体制，地元

自治会との非常災害時等に関する覚書等であった。ま

た，株式会社フロー・ライフとデイ・サービスじりつ

（以下，「じりつ」）のロゴを業者に依頼した（図 3）。

図３　会社と事業所のロゴ

６　「じりつ」のオープン

介護保険課に 2013 年 2 月 19 日付けで指定申請を

行った。4 月 21 日に備品を搬入，23 日に介護保険課

の現地確認が行われ，予定より 1 ヶ月遅れの 2013 年

5 月 1 日付けで通所介護および介護予防通所介護施設

として認可された。起業を思い立って 1 年，会社を起

こしてから半年の道程だった。社員 6 名は，4 月 1 日

付けで採用しオープンまでの間，先進のデイで研修し

たり，居宅介護支援事業所に挨拶に行ったり，認知症

や接遇等の研修を行った。また，ピーアールを兼ねて

地元住民を対象とした講演会を開催した。オープン前

後には内覧会も実施した。営業日は月～金の 5 日間

（1 ヶ月後，月～土の 6 日間とした），サービス提供時

間は 9:00 ～ 16:00，利用料は予防給付・介護給付の基

本単位の１割，加算として個別機能訓練Ⅱおよび入浴

介助をとった。昼食については，おかずは外注，ご飯

と汁は「じりつ」でつくり食事代を 550 円とした。

6.1 営業活動

6.1.1 居宅介護支援事業所への挨拶まわり

代表取締役と生活相談員，機能訓練指導員で挨拶に

出かけた。何と言ってもケアマネージャーはケアプラ

ンの司令塔である。利用者の 9 割は系列の事業所に紹

介できるためほとんどのデイでは居宅介護支援事業所

をもっている。ただ，私は当初から居宅介護支援事業

所は持たない方針をとった。それは多くのケアマネー

ジャーとネットワークを持つことを重視したからであ

る。居宅介護支援事業所は，大きな施設（会社）の居

宅介護支援事業所であったり，自宅の 1 室でやってい

らっしゃる事業所があったり様々であった。

6.1.2 広報について

口コミや噂を活用することにした。もっぱら手作り

のパンフレットで対応した。チラシでいくら良いこと

ばかり書いても所詮，自画自賛であり，また，チラシ

のバラ撒きは利用者が少ない施設という印象すら与え

かねない。それよりお金のかからない口コミや噂を信

じてもらうことにした。有り難いことに，体験利用者

がやってくると利用者から「ここはいいですよ。是非

いらっしゃい」と言って下さっている。当事者の感想

こそ説得力があるはずである。一方，友人の某市議会

議員からは，大学教授がつくったということをもっと

知ってもらうべし，と言われた。一般の市民に信頼し

てもらえるためには，大学教授がつくったデイという

のが一番の近道であるということで，手作りのパンフ

レットに「私が長年のリハビリと作業療法の経験をも

とに，みずからが利用したいと思って，つくったデイ

です。安心してご利用ください」の文言を顔写付きで

入れている。これもビジネスとして効果的であったと

実感している。現在，デイの様子や一口知識を交えた

「じりつ新聞」を隔月に発行している。

6.2 オープンに至るまでの振り返りについて

（１）物件の用途変更の負担が大きかった。賃貸物件

探しは法律や条例をもとに慎重に行う必要があっ

た。

（２）社労士（助成金）や司法書士（会社設立），会計

事務所に委託することで労力を減らすことができ

た。

（３）銀行は人脈を評価してくれた。希望どおりの融

資があったが，運転資金の見通しが甘く，追加融

資が必要となった。
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（４）看護協会，柔道整復師会は政治的に強い，機能

訓練指導員等になれる。

（５）困難といわれる介護職の求人に苦労しなかった。

（６）要支援対象者の運動器機能向上加算の申請を見

落としていた。

（７）よそ者を排除しようとする地域？であったが，

お互い災害に備えるためにも，なんとか町内会と

非常災害時等に関する覚書を締結した。

７　「じりつ」の実際について

「じりつ」のサービスの特徴は，利用者の人として

の誇りを大切にしながら，①「できる」を探す，生かす，

増やす取り組みを行う，②地域の人とのつながりを取

り戻す支援を行う，ことである。具体的な取り組みに

ついて紹介する。主体的に参加して頂くために，『お

仕事ボード』で自分のやることを決めることから 1 日

が始まる。仕事に通う感覚で，【運動リハビリ】と【作

業リハビリ】に関するメニューを選択するのである

（図 4）。席に着いて一息入れながらバイタル・サイン

の測定結果を自分でノートに記録する。

【運動リハビリ】の中心は歩行である。利用者は万

歩計をつけ１日の目標歩数を決め自分のノートに記載

するようにしている。テレビ体操や上肢に対するセ

ラバン体操，下肢筋力の維持・向上のための起立体

操，有酸素トレーニング用サイクルチェア，ゲーム感

覚で行う下肢の反射運動“ドキドキへび退治”などの

運動を行う一方，メドマーや温泉浴を併用しながら疲

れを癒している。帰りの会で一日の利用者全員の総歩

数を発表し，九州一周マップで表している。目標を立

て，歩行へのモチベーションをあげるための工夫であ

る（図 5）。施設に入所しながら通って来られている

利用者（要介護Ⅰ）がいる。妻の月命日に自宅に帰っ

て，娘と坊さんと三人で御参りされるとのこと。しか

し，自宅の玄関前には 17 段の階段が立ちはだかって

いる。介助されながらも階段昇降ができることが必須

であるため歩行リハビリに余念がない方である。自宅

から 200m 離れた娘宅に歩いて行けるよう歩行リハビ

リに励んでいる方（要介護Ⅳ）もいる。その方の目標

が明確にできれば成功したようなものであり，暮らし

に近接したデイならではの強みである。

【作業リハビリ】では，ピアノの生演奏での合唱，

おやつ造り，野菜づくり，手工芸等多種あるが，個

人にふさわしい作業の復活に力を入れている。利用者

個々人の作業の歴史を聴取しながら進めているが，長

い人生で身につけた特技をもっていて見かけだけでは

わからない。そういった特技を引き出すのは作業療法

士が得意とするところである。医療機関は問題箇所を

見つけそれを治療するところだが，「じりつ」は良い

ところ，できるところに気づいてもらい，それを生か

し，増やすところである。精神面に問題のあった元書

道の先生（要支援Ⅱ）に長巻紙を用意し筆を持たせた

ところ，忘れていた書道のスイッチが突然入った。本

人曰く，「辶：しんにゅう」が書けたことで「できる」

と思ったそうだ。その人ができるようになりたいと思

いながらもできないと思い込んでいた「作業」に再び

スイッチが入った瞬間はドラマであり作業療法の醍醐

味だと思う。合唱の後，散らばった歌詞カードの整理

をして下さる認知症の利用者（要介護Ⅰ）もいる。感

謝の念を伝えるのはもちろんであるが，役割をもって

もらうことで居場所になっていると考えている。

特殊な芸や働いていた頃の技を持ち続ける利用者も

いる。某プロ級のマジシャン（要介護Ⅰ）は折ある事図４　お仕事ボード

図５　九州一周ウオーキング・マップ
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にその腕を披露してもらっている。元薬剤師の知識を

生かして利用者さん達にお薬の講義をやって下さる人

（要介護Ⅰ）もいる。彼らは 2，3 日前から準備をして

いてデイに来ない日を活発にしている。正月用の門松

づくりの名人（要介護Ⅰ）もいて，昼食もそこそこに

作業に熱中している。知り合いに門松を造ってさしあ

げ感謝されたことが忘れられないそうで，既に来年用

の「じりつ」の門松づくりも始まっている。その人ら

しい作業の復活は，リハビリを苦難の訓練から解放し，

自立・自律を支援する力強い手段となっている。誰も

がおそらく，デイに通うことは不本意なはずである。

少しでも誰かの役に立てるような機会をつくり元気に

なってもらっている。地元の名士で「じりつ」のご意

見番的存在の利用者（要介護Ⅱ）もいる。この方は，

竜巻と下降噴流の研究で世界的に知られている北九州

市出身の気象学者の藤田哲也博士に傾倒しており，こ

の郷土の偉人を多くの人に知ってもらいたい，そして

「ドクター・トルネイドー記念館」を創りたいと意気

込んでおられる。博士の功績や今は亡き博士とのつな

がりを壁に貼り，関心ある人に説明しておられる。利

用者は高齢者ばかりではない。壮年の脳卒中者で再就

職を望んでいる利用者（要介護Ⅱ）がおられたので，

就活の一環として脳卒中体験者の就労体験発表会が開

催されると聞き一緒に参加した。今後，就労について

も考えなくてはと思っている。 
外からやってきて「じりつ」を盛り上げてくださ

る人達もいる。古典落語や南京玉すだれを披露してく

ださるボランティア，また有料の移動美容室がトラッ

クでやってくる。実は私の孫も生後 6 ヶ月からやって

きており利用者さんから可愛がってもらっている。高

齢者はこどもと触れあうことで元気になり笑顔が増え

る。デイの利用者がこどもの見守りをやっているとい

う実践報告もあると聞く。昨年より県立広島大学の作

業療法学科の実習生も来ている。利用者は若い人達が

くると大変喜ばれる。若い人との触れ合いだけでなく，

しつけてあげたいという気持ちもあるようだ。

利用者のケアにあたっては，職員一人一人からの情

報は重要である。利用者の送迎における車中での一見

たわいもない会話やホット一息つける個浴は利用者の

本音がでる時間であり，そこから貴重な情報がもたら

されることも少なくない。送迎に行った時，玄関前や

勝手口に段差があることが分かり，手すりと段差解消

につないだ例がある。早朝，勝手口からゴミステーショ

ンまで家庭ゴミを出しに行くのも大切な作業なのであ

る。

８　「じりつ」の現状について

8.1  職員数

2015 年 10 月現在 17 名（正規 5，パート 12）で，

内訳は，施設長 1 名，管理者 1 名，生活相談員 1 名，

介護職員 6 名（正規 2, パート 4），看護師 4 名（パー

ト），機能訓練指導員 4 名（正規 2, パート 2），運転手

2 名（パート）である。過去，パート職員のなかには，

国家試験に失敗した卒業生や休学中の学生もいてとて

も役立った。 
8.2  利用者

1 日の定員 25 人に対して 15 ～ 23 人である。契約

者はこれまで 101 名，内終了・中止者 33 名である。

要支援者と要介護者の割合は 4 対 6 である。要支援は

女性，要介護は男性が多い。脳卒中よりも運動器疾患

が多い。出席率は 80 ～ 90％といったところである。

利用者は，一般家庭だけでなく，老人福祉施設やケア

付きマンション，高級マンションの入居者等様々であ

る。一人暮らしや高齢者夫婦の所帯も多く，訪問介護

を利用しながらギリギリの生活を維持している人もい

る。利用者からの「じりつ」に対する感想としては，

職員の雰囲気が良い，自由で良い，よく説明してくれ

る，活動スペースが充分確保されている，器具が豊富

である，ピアノの生演奏で歌える，時間がたつのが早

い，単価が高く（小規模型事業所のため）利用回数が

制限される，食事に工夫がほしいなどである。また，

ケアマネージャーからは食事代 550 円は高いという意

見もあった。「じりつ」を終了・中止となった理由と

しては，病状悪化や転倒骨折後入院，老人福祉施設や

ケアハウス入所，短時間デイを希望，他県に移動，死

去，合わない，おっくう，拒否，利用回数に不満（少

ない），個人的な活動で忙しくなった，「じりつ」側が

家族の要望に応えられない等であった。

8.3  実地指導

「じりつ」がオープンして 1 年 4 ヶ月後，実地指導

があった。同業者からは監査ではないのであまり心配

しないでよいと言われたものの初めてということもあ

り不安はあった。ただ，これまでやって来たことを振

り返る機会と捉えて準備した。監査指導課の実施指導

で是正改善 2 件があった。その 1 つに，個人情報提供

について本人だけでなく家族の同意書もとるようにと

の指摘であった。確かに，「じりつ」を法的に守るた

めにも必要なのだが，こどもは外国に住んでいたり，

こどもとは疎遠で知らせたくないなど，是正改善への

対応が切っ掛けで利用者との信頼関係を損ねることに

もなりかねない。そのため，「家族の同意書のないも

のについては，利用者本人の協力の得られる限り，早

急に同意書を得るよう改善致します」と現実的に対応

可能な回答をした。是正改善ではないが，疑問ある指

摘として，個別機能訓練の解釈についてであるが，例

として「1 ㎞歩けるようになる」，「10 ㎏の物を持てる

ようになる」など数値で記録すべしという指導課のお

考えであった。しかし，本来は「シルバーカーを使

用して近くのスーパーで買い物が出来るようになる」，
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「決められた日にゴミステーションにゴミを出すこと

ができるようになる」といったものでなくてはならな

いはずである。個別機能訓練算定においても，「身体

機能の回復を目的とする訓練ではなく，生活機能の維

持・向上を図る」と明記されており，黙って引き下が

る問題ではないので，別ルートで報告した。

8.4  現状のまとめとして

起業以来，不安と安堵の繰り返しである。送迎時の

交通事故や「じりつ」での転倒事故の心配は，「じり

つ」が存続する限り消えることはないのである。国の

政策にも敏感になるし，自然災害やインフルエンザの

流行など考えたらきりがない。台風が発生する度に「来

ないでくれ！」と祈りたくなる。今年 1 日だけ台風の

ためやむなく休業した。当然，1 日の収益がなかった。

雪の多い地方のデイ・サービスは大変であろう。以下

は私なりに実感したことを述べる。

8.4.1 利用者について

体験利用者の 7 割位は当デイの利用を決める。建

物や「じりつ」のネーミングに惹かれて来た人もい

る。自分の意志で利用を決めた人が多い。大学教授が

つくったデイという信頼もある。セレブな方や地位の

高い方も多い。米国の作業療法の歴史を省みると，作

業療法は中産階級の人々を対象として栄えた歴史があ

り，その後，平等意識の流れや適応困難な移民の急増，

南北戦争後の大量の貧困層が精神病院に送り込まれた

結果，一時期は廃れていたが，人間の尊厳を取り戻そ

うとする運動（アーツアンドクラフツ運動）で復活し

た経緯がある。アートやクラフトを重んじるのはそう

いった上位中流階級の人達で，生きることで精一杯と

いう人々には縁がなかったようである。「じりつ」の

利用者を思う際，作業療法を基盤としていることから，

そういったことも否定できないように思える。

8.4.2 職員について

介護士の資格を問わなかったとはいえ，介護職の確

保が困難な状況でよく介護スタッフが得られていると

思う。しかも正職員であれパートであれ良い人材が集

まってくれている。新しいデイなので，職員みんなで

創って行きましょう，と呼びかけたのが良かったのか

も知れない。デイは女性の職場である。女性スタッフ

専用のトイレと化粧室を設けている。家庭を大切にし，

職員同士助け合って働きやすい職場にしてほしいと伝

えている。国家試験不合格者や休学中の学生のパート

採用は貴重な戦力である。彼らにとっても取りあえず

最適の仕事のはずであり，養成校の先生にも安心して

もらっている。今後も大学と連携しながら活用したい

と思っている。課題は，介護職の教育である。なかな

か時間が取れない。理学・作業療法士のように週末に

組織的な研修の機会があるというわけでもない。まず

は，インカムを導入し申し送りの時間を短縮すること

で，1 日 15 分程度でもよいのでディスカッションの

時間や代表で参加した講習会の伝達時間を取るように

している。介護の質を向上させるためにも今後の課題

である。

8.4.3 経営について

平成 27 年度は経営が好転すると期待していたが，

今回の介護報酬の引き下げ，特にデイは 10％減で

ショッキングであった。それまで申請して来なかった

介護職に対する処遇改善加算と個別機能訓練加算Ⅰを

とったことでなんとかカバーしている。利用者の立場

からすれば，「じりつ」は単価の高い小規模デイであ

る上に，個別機能訓練加算ⅠとⅡの両方をとっており，

食事代も安くはないことから費用負担は他のデイより

大きいことになる。また，今年の 8 月から利用者は所

得に応じて 2 割負担を求められている。来年の 4 月

からは，小規模型（1 月当たりの平均利用延人員数が

300 人以内）から通常規模型（同，300 ～ 750 人）に

なり単価が下がることが目に見えている（その分，利

用しやすくなることもあるが）。さらに要支援が自治

体移行となり，介護保険から離れてしまうことからさ

らに厳しい経営となることが予想される。会計事務所

からは 10 名利用者をさらに獲得しないとこれまでの

経営を維持できないと言われている。一方，この 10
月から居宅介護支援事業所が系列の介護事業所に紹介

できる割合が 9 割から 8 割となったことは，居宅介護

支援事業所をもたない「じりつ」のようなデイには追

い風になっていると思われる。その影響からか 9 月か

ら急に体験や契約が増えている。目下の目標は定員一

杯の利用者の確保である。

９　今後の課題

要支援について北九州市は，28 年度から自治体の

事業に移行する。その受け皿について介護保険課から

相談があった。かなり設置基準の緩和されたミニデイ

を考えているようであるが，「じりつ」で可能かどう

か判断しなくてはならない。「地域ケア会議」につい

ても先導するくらいの気持ちで参加し，「じりつ」の

存在を認めてもらう必要がある。「じりつ」の 2 号店

や新規事業についても近い将来，検討する必要があり，

職員の待遇改善とも関係してくる。最後に，この稿を

終えるにあたり，引き受けてよかったと思っている。

起業の経緯は私の脳裏に刻まれているとは言え，やは

り振り返り，記録に残せることは有り難いと感じてい

る。

最後に二人の娘は，安い給料でやっていて楽しい

かどうか，私の思いを押し付けたのではないかと気に

なっていたが，社長の次女は行動力がありこの仕事は

自分に合っているという，子育て中の三女は作業が早

く仕事が好きなようである。いくらかホットしている。
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My experience founding a corporation and managing
a day center for seniors

Satoshi KONDO

Department of Rehabilitation, Faculty of Health Sciences, Hiroshima Cosmopolitan University

Abstract

The nursing-care insurance system started in 2000, giving occupational therapists the chance to start new businesses. So, 
I built an incorporated company named Flow Life in Kitakyushu city in 2012. Mainly my two daughters have managed a 
day center for seniors called Jiritsu, which has a capacity of 25, for 2 years and 6 months. Recently, we have at last reached 
fi nancial stability by differentiating ourselves from other day centers with the help of my long years of network building 
and my career in occupational therapy. Through that time, we counted on a good reputation spread by word of mouth about 
Jiritsu, and we developed a day center for seniors focused on physical independence support using occupational therapy. 
Though I had every confi dence that we could provide high-quality services, I felt much anxiety about whether people in 
the community would accept Jiritsu and users would increase. Gradually, we gained the trust of care managers and we 
were confi dent of making a success of our job. Our staff also recognized that our job was challenging. But we are still only 
halfway there. We have problems regarding users' return to work and education for staff. Also our job is easily infl uenced 
by national policy. It means we must be aware of other businesses, and we have to maintain our staff’s livelihood. Though I 
do think that we are prepared for the worst about the start of new business, I feel a different kind of joy that I didn’t feel as a 
salaried worker.

Key words: founding a corporation, a day center for seniors, the nursing-care insurance system, occupational therapy
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