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より

ヨハネによる福音書１３章

◆イエス弟子の足を洗う

１３章 ８節 ペトロが、
「わたしの足など、決して洗わないでください」と言うと、
イエスは、
「もしわたしがあなたを洗わないなら 、あなたはわたしと
何のかかわりもないことになる」と答えられた。
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2015年6月20日
【第１部

社会福祉法人神戸

記念礼拝並びに記念式典】

西神戸教会の尾堂牧師に「喜びの源」という題で説教をしていただき、記念礼拝をもって幕を開けた。
続いて、永眠者記念礼拝、永年勤続者表彰、各施設家族会と協力牧師の皆さんへ感謝状贈呈をおこなった。

【第２部

二ノ宮アキイエ氏記念講演】
インクルーシブなバリアのないコミュニティ形成を目指して
～預言者イザヤから学ぶ将来～

私とAPCD
この度、神戸聖隷福祉事業団40年記念にお呼びいただき感謝です。私は日本政府からJICA（日本国際協力機構）のチー
フアドバイザーとして2002年にタイに派遣され、タイ政府と連携して同年８月にアジア太平洋障害者センター（APCD）
を立ち上げました。アジア太平洋障害者センターは国連の経済社会委員会（ESCAP）の要請によって日本政府とタイ政
府が設立した国際機関です。最初２年の契約で行ったのですけれども、国際協力というのは人と人とのネットで形成され
ていまして、代表でタイ王室枢密院元首相の閣下の指名で2009年に所長に就任して、もう６年経ちます。
いま世界には３つの大きな課題があります。一つは人口の爆発です。世界人口が70億人を越えたこの地上で、貧困、紛
争にどう対応していくのかが国際機関に与えられている課題です。２番目の大きな課題は世界の温暖化。これも私たちの
福祉医療の大きな課題です。今のままで行くと今世紀末に摂氏4.8度上昇し、海面は最高82センチ上昇するということで 二ノ宮 アキイエ氏
す。３番目の課題は地球規模の高齢化です。現在、全世界の人口の7.7％が65歳以上。これが2060年に17.6％になるとい アジア太平洋障害者センター
（APCD）所長
う統計推定が出ています。
APCDはこの課題に対して２つの政策を実行してきました。一つは地域のヒト・モノ・カネ・情報を再活用して、地域
ぐるみで地域の住民、高齢者、障がい者、子ども、いろんな人たちのインクルーシブな開発を進めることです。二つ目は企業と連携して、Disability
Inclusive Business、障がいのインクルーシブな企業経営を企業と連携して進めるモデルを作っています。もう福祉は政府だけに頼らないで、むしろ、
一番大きな経済セクターである企業が、障がい者や高齢者や子どもといった従来福祉の対象だった人たちを巻き込んで、利益を出しながら会社を発展さ
せていくという構想です。
世界人口の60％がアジア太平洋に住んでいます。そしてアジア太平洋だけが自分たちの言語を持っています。日本は日本語、中国は中国語、韓国は韓
国語、タイはタイ語、カンボジアはクメール語、ミャンマーはビルマ語。ヨーロッパ人が分からない言語であるゆえ、国際的な開発組織はアジア太平洋
に入りにくいのです。そこでAPCDはずっとアジア型の開発手法を創ってきました。人口の70％が農村地区にいるので農村のアイデンティティを創ろう
と、農村の障がい者、農村の地域開発、農村の企業と一緒に、どうやってインクルーシブするか。この課題に取り組み、国連のFAO国連食糧農業機関、
あるいはWHO国際保健機構と連携しながらモデル事例をたくさん作ってきました。
荒野で福祉を行え
バンコクに住んでおりますと、IS（イスラミックステート）がイラク、シリアなどで住民を殺害し奴隷化し、人々が苦しんでいるというニュースが毎
日のように流れます。預言者イザヤの時代を振り返ると、同じところで同じことがまさに2600年前にも起きています。その当時、今でいうイラクはアッ
シリアと呼ばれていました。旧約聖書ヨナ書によると、もうアッシリアと聞いただけでヨナは「あんな所には行かない。殺される」と逃げてしまうので
すね。同じことが、このいま2015年に起きているということを私たちは想起しなければなりません。これは、人類の歴史は権力者が弱者を虐げる繰り返
しをずっとしてきたということです。人間が犯す罪は金と力と名誉を欲するところから始まります。力と効率の原理が支配する社会は、名前は神であろ
うと金であろうと宗派であろうと、障がい者など弱いとされている人たちを否定してきました。
福祉国家は社会的弱者を保護の対象としてきました。神戸聖隷もその一員としてそうしてきました。イエス様の宣教を社会福祉から見てきますと神戸
聖隷の40年の、
「40」にはたいへん意味深長なことがあります。聖書の中では、40年というのは一つの歴史の区切りです。モーセの最初の40年はエジプ
トの生活。エジプトの国の法律、生活制度で守られた生活です。その後の40年は荒野でさまよい、そして神から約束の地を与えられた40年でした。いま
までの神戸聖隷の40年は、
国家政策の中の措置費の中で守られてきた40年です。
これからは荒野に出ていかないとと思って、
私は今日ここに来ております。
まず、私たちはお金で福祉をするのではありません。神の御言葉、すなわち自分を愛するように隣人を愛するという言葉でするのがキリスト教福祉です。
２番目には、主なるあなたの神を試みてはいけない。神のみに仕えなければならない。イエス様は、
「二つの主人に兼ね
仕えることはできない。一つはお金の神様、一つは神様の言葉、どちらかを選びなさい」と言われます。一方を尊び、
一方を疎んじる。これからの神戸聖隷はお金を中心に行くのか、神の御言葉で行くか、この選択をしなければいけません。
３番目にはこの世の栄華を得るのではなく神に仕える。神戸聖隷はこんなに大きな財産と職員と知識を持ったと誇るの
でなく、長谷川保先生の聖なる僕という「聖隷」の基本理念に沿って、神が愛する小さきものに仕える姿が大切です。
お金があるから福祉をするという考えは捨てなければなりません。神戸聖隷の基本は神様の言葉、これら小さきものに
したのは私にしたのであるというイエス様の言葉を信じて、それら必要な人の足を洗うということです。この精神がな
ければ神戸聖隷福祉事業団は今日を以て閉じたらよろしいと思っております。
弱さを恵みに変えるキリスト教福祉
イエス様の宣教は、その弱者を恵みに変える業です。弱さを恵みに変えるのがキリスト教社会福祉です。障がいは罪
ではありません。障がいは弱さ、恵みです。それをはじき出す社会は弱く、人間を破壊する社会になります。目が見える、
目が見えない、手がある、足がない、それは問題ではなく個性で、それらの個性を持った人たちが生活できるような社
会経済文化環境があれば障がいが無くなるはずなのです。
イエス様は同じような状況の中で、神から遣わされて人間としてこの地上に来た時にどうしたでしょうか。まず弟子
を選ぶときに牧師ではなく教育者でもない、社会的に教育のない漁師を選んでいます。社会的弱者をまず弟子にしまし
た。２番目にシリア中を歩いて病のある人を癒し、ハンセン病の人を癒しそして全地を巡り歩いてきた。聖書を読んで
も一つも施設を作っていません。そうではなく地域開発をしてきた。コミュニティに出かけて行って癒しの業をして、
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聖隷福祉事業団創業40年式典
地域をインクルーシブにしてきたのです。
神戸聖隷福祉事業団第２期中期計画にも、
「共生、共に生きる社会の実現に向かって」と記してあります。これからの
神戸聖隷福祉事業団はコミュニティの社会の一員として共生していくと方針を掲げた。
「共に働く協働は、コミュニティ、
地域社会をプラットホームに見立てて地域包括ケアの推進」と。包括というのはInclusiveという意味です。地域
Inclusive Careの推進。その通りで素晴らしいです。ですから、神戸聖隷福祉事業団は、今日を以て閉鎖をしないと理
解をして、講演を引き受けました。
実践キーワード
キリスト教社会福祉実践のキーワードには、いくつかございます。まずは国連の人権条約の基本になったNothing
about us without us.「私たち抜きで私たちのことを決めないでください」
。当事者が中心なのです。それにしても、なんで今日は障がい者が来ていない
のかな？ 神戸聖隷福祉事業団で一番大事なのは利用者。それにも関わらず利用者が来ていない。私は次の50年記念には、この会場の半分が利用者さん
で埋まることを信じます。我々「聖なる僕」は中心ではないのです。中心にあるのは私たちが呼んでいる「利用者」さん。それを抜きにこの40年をする
というのはちょっと心が痛む。けれど、きっと神戸聖隷福祉事業団は地域包括的な取組みを、そして利用者の全人格的なケアを目指すところから、きっ
とそうなってくれると信じています
「インクルーシブ」
、これが２番目の言葉。日本では包括的と訳されていますけれども、コミュニティに関係するすべての人々を含む住民、利用者、職員、
障がい者、年齢・性別・宗教・言語等で差別しないすべての住民、ビジネスセクター、地方行政、地域の専門家を含むそういうようなインクルーシブな
基本で、これからの神戸聖隷は進めていかれると良いです。
３番目は「バリアフリー」
。環境バリアとコミュニケーションバリア、これはもう日本はよくできております。３つ目の人々の態度のバリアはどうでしょ
うか。我々は障がい者をどう見ているか、これが一番大きな壁です。障がいを持つ彼らは、
「私たちは建物、歩けます。私たちは話せます。でも、人々の
態度、家族や地域や社会の態度が私たちをダメにしています」
。このバリアをどうやって取り除くか、大きな課題が私たちを待っています。
実践のポイント
実践の秘訣は、聖書にあるように弱さを恵みにする業です。アジア太平洋障害者センターを設立したときの基本に、
「障がい者が障がい者をエンパワー
メントする」ことを理念にあてました。今まではお医者さんやソーシャルワーカーや学校の先生が障がい者をエンパワーメントすると考えてきましたが、
そうではなく障がい者が障がい者をエンパワーメントすることが一番素晴らしいのです。私自身、神戸聖隷福祉事業団で神戸聖生園、神戸友生園、神戸
明生園、神戸光生園、しもはた、わかまつ、で社会福祉の実践をやってきたわけですが、知的障がい者はできないと思っていた私たちが間違いでした。
できるんです。学校の先生も親も私たちも、できないと思っているからチャンスを与えてこなかった。大きな間違いをしてきたなと思っています。
２番目は、改革のエージェントAgent of change と言って、APCDの理念です。エンパワーメントされた障がい者が、社会変革のエージェントになる。
みんなが住みよい社会をつくるための変革のエージェントになる。障がい者が中心になってチームを形成して、みんなが住みよい社会をつくる。
３番目にはCBID（Community Based Inclusive Development）
、地域に根ざしたインクルーシブな開発という理
念。APCDのこれを３番目の理念に掲げました。地域にある婦人団体、青年団体、あるいは市場、協同組合、企業の方
がいる、いろいろな方々のネットを組み合わせて、その人たちと一緒に、その人たちのすみよい村づくりを始めました。
そして４番目はSustainable Development、残存可能な開発。これがとても大事です。APCDでは貧しい人に絶対
にお金をあげない。魚をあげてはいけない、魚の釣り方を教えなければいけない。そうすれば彼らは自分たちの川で魚
を釣っていつでも食料が得られるのです。
５番目は医療モデルから環境モデルへの転換です。医療モデルというのは障がいに焦点を当てて、障がいが悪いと言っ
ているのです。そうじゃないのです。社会にアクセスがないから、社会が障がいなのです。社会モデルからエンパワー
メントモデル、エンパワーメントモデルから環境モデル。環境が全部です。APCDの職員の70％が障がい者です。でき
るのです。できると信じたらできる、そういうのが環境です。環境が整えば障がいは全然問題ではないです。
社会変革のエージェントへ
障がい当事者は生活体験から住みにくいコミュニティを知っていますから、障がい当事者は隠れた専門家なのです。障がい当事者がエンパワーメント
され、隠れた専門性の表出化、地域創造のマネジメント、これを神戸聖隷にやってほしいです。そして、仲間の形成です。障がい者のチーム、小さくて
もいいのです、小さなところから形成する。そして職員は支援者、足を洗う者だという位置づけをより強く聖隷の根幹に行って、障がい者と共に歩む業、
「共生」をしてほしい。さらに障がい者が社会変革の担い手になる支援をしていく。
そしてバリアのないコミュニティの形成、地域の中にバリアが無くなったら障がいが無くなる。バリアの存在を障がい者が指摘するモニタリング、た
とえば愛生園の方が、地域で「ここをこう変えたらいいのではないですか」というだけでも、とても大事な貢献なのです。そして地域住民と共にバリア
をなくする計画と実施をしていく、そしてインクルーシブなコミュニティ形成として、高齢者、子ども、障がい者、少数者、外国人のすべての人が平等
に住めるコミュニティを神戸聖隷が小さいところからリーダーシップをとって作って行ってほしいです。
最後に、私は神戸聖隷の和田山に目を付けました。これからの日本の良さは農村から発信してほしい。和田山には山あり川あり、人がいて文化がある。
和田山のエコロジー、地域創生です。それで１～２年やったものを神戸に持ってくる。今までは神戸中心だったけれども、次の40年は和田山のモデルが
神戸のモデルを作っていく。高齢化社会で若者がいなくて祭りができない、高齢化人口が30％。だからこそ将来がある。弱さを恵みにする。神戸聖隷が
これからの40年めざすところは、弱さを恵みに変える業を実践し、天国をこの地に形成すること。よろしくお願いします。感謝です。

【第３部祝賀会】

北須磨団地自
治会会長
西内勝太郎様
から祝辞の
挨拶をいただき
ました。

金附顧問の乾杯の挨拶で
祝賀会がはじめられた。

各施 設の 家族 会や 関係 施
越智靖理事長の挨
設の 方々 と法 人職 員が 一
この 日の 為の 結成 した、「神
戸 拶をもって閉会と
同に会しての祝賀会。
聖隷合唱団」
“いざたて戦人よ” しました。
や讃美歌を披露しました
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トモに生きる

施設紹介

グループホームわらしべ

感動をトモに
【施設を快適に】

認知症対応型共同生活介護
グループホームわらしべについて
「高齢者グループホームわらしべ」は
2004年4月朝来市最初の認知症対応型共同
生活介護施設として開所しました。法人の
基本理念に基づいた「基本方針」を掲げ、
集団生活を通じ日常生活での役割や余暇活
動等の支援を行うことで残存機能の活性化
を促し、生活リズムの確立を図ることによ
り認知症の進行を遅らせ、より充実した余
生を送る援助をしています。

但馬地区施設の改修工事

法人が進める長期保全計画に基づき、但馬地区の改修工事を、2014年５月から７ヶ月をかけておこないました。ご利用
者の安心も含めて快適な環境の提供のためにメンテナンスをやってはいるのですが、４半世紀を超えて時が流れますと老
エアコンのリモコン

朽化による修理費用の嵩みだけでなく修理部品の供給が受けられないなど、日常の建物管理には結構苦労があります。
トップバッターの平生園の改修内容は、「空調」「給湯」「LED照明」のオール電化としました。その結果、「空調」は全
館一斉起動の灯油炊きから個々の部屋対応のものとなりました。「給湯」は電気料金の安い夜間電力を使用する省エネ対策
に加え、残湯を自動で計算し無駄なお湯を作らない省エネ型にしました。「LED照明」改修では全館のすべての照明設備を
見直しました。そのおかげで居室・共用部分はやさしい明るさ、玄関や事務所などにはそれにふさわしい明るさを実現し
ました。
引き続いて、真生園の改修工事では新築から14年を経た新館の外壁の塗替えを行い、ユニークな外観がきれいによみが

基本方針
１．常に利用者に寄り添い、心の安心を提供します。
２．私たちは、利用者が安心した日常生活を送るこ
とが出来るよう、支援を行います。
３．私たちは、利用者に役割を持っていただき、家
庭的な環境の下で生活を送っていただける様に
支援を行います。
４．私たちは、利用者の身体拘束及び、行動の制限
に繋がる行為（言動）は行いません。
５．私たちは、個人情報に関する守秘義務を遵守し
ます。

えりました。また創設40年をむかえた恵生園では、玄関ホールをより明るく開放的に改築するとともに、一部ですが個室
を作りました。真生園・恵生園の空調設備の改修は2015年度事業として進めます。
ご利用者やご家族の皆様には、工事中ご不便とご迷惑をおかけましたが、事故なく終了したことを感謝いたします。ご
協力ありがとうございました。ご利用者のため、また働く者たちにもより良い環境を整え、サービスの質の向上につなが
るように努力していきます。今後とも宜しくお願い致します。
平生園

白井大町藤公園に出かけました。

恵生園玄関

夕食の準備です。決して手は切りません。

ビルトインの空調機も新調です

とっても明るくなった
玄関ホール

施設長

トイレも明るく使いや
すく！

掃部

久美代

利用者にも職員にも快適さを

今回の改築で個室も整
備されました♪

シリーズ

「成年後見制度活用の取り組み」

わらしべベランダでお花見会です。
今年は第３位でした。来年は優勝します。

9

～神戸聖隷福祉事業団における成年後見制度の活用～

「住み慣れたところで安心して暮らしたい」
成年後見制度活用推進委員会

神戸地区 研修担当

三木

卓也

成年後見制度が誕生して、15年目を迎えました。着実に申立件数も増加し、認知症や知的障害、精神障害等で判断能力が不十分になった方々の日常生活、社
会生活を支援する仕組みの一つとして一般に周知されてきました。しかし、
「なんとなく『成年後見制度』という言葉は聞いたことはあるけどよく分からない」
「大
事なことはわかるけど特に不都合を感じていない」「難しくて分かりにくい」といった声を、私の日々の相談支援においても、お聞きすることが多いように思い
ます。
月に一度の雅・泰合同レクレーション
“魚釣りゲーム”釣れました!!

たしかに、「後見人」「保佐人」などの法律用語や「家庭裁判所」「公証役場」といった制度に関連する機関も、普段なじみがないだけに敷居が高く近寄りがた
山東町よふど温泉

こいのぼり見物。

い印象を与えているかもしれません。それでも、障害のあるなしにかかわらず、誰もが住み慣れた地域でその人らしい生活を送られていることを望んでおり、必

得意料理のポテトサラダ作り。

要な意思決定支援を受けつつ適切な自己決定を行ないます。そして、それらと権利擁護との調和を実現していくための制度として活用することが、我々に求めら
れた役割であると考えます。

「わらしべ全体が」

その役割を自覚し、成年後見制度活用推進委員会では、調査、広報、推進、研修と、全事業所が定期的に集い、制度の活用、推進を図るための取り組みを進め

私達はご利用者の傍で、色々な話を聴かせていただく機会が多くあります。楽しかったこと、辛かったこと、嬉しかったことなど話題は豊富
です。真剣な表情で怒りを込めた時もあれば、急にユーモラスな話しになり、ケラケラと笑いながら何度も何度も繰り返し話してくださいます。
時には、私達の身上調査をしているかのように詳しく尋ねられ、何処までお伝えしなければならないかと戸惑う事もあります。先日のこと、
「帰
りたいんや。家に帰って何をするって事もないけど帰りたいんやぁ

どうしてやろ」と話されます。わらしべではこのような場面は少なくあり

ません。言葉よりも先に行動を開始。鞄がないとゴミ箱に紐をつけバック代わりに荷造りし、挨拶もきちんとされて生まれ故郷へ出発です。
いくら私達が快適な環境や美味しい食事、気持ちの良い入浴とありったけのサービスを提供しても、生まれ育った家、一緒に生活した家族が
いる家が一番なのだと痛感するときです。現実的には“ご家族のもとへ”といったことは難しい場合が殆どですが、ご利用者の皆さんそして私
達一人ひとりが娘、嫁、孫となり、わらしべ全体が家族となり、温もりのある故郷となれるよう努めていきたいと思います。
グループホームわらしべ

4 洗足 Vol.11

管理者

太田

敦子

ています。委員会の研修担当としては、成年後見制度の正しい理解を目的に、外部講師を招き、家族・職員向けの研修会を実施しました。制度の特徴はもちろん
抱える課題、問題点と向き合いながら理解を深めています。また研修を通じて様々な貴重な意見を頂き、具体的な意見として「どのタイミングで制度を活用すれ
ばいいのか」「誰に頼んだらいいのかわからない」といった質問も多くありました。
実際に、私の日々の相談支援においても、経済的な権利侵害や消費者被害に合っているという内容から制度活用に結びつく場合が多くあります。このような場
合は、弁護士、司法書士、行政書士等、法律の専門家が適しています。逆に、福祉サービス等の各種契約手続きを含む日常生活に関する支援の部分では、ご本人
との関わり方や福祉制度に精通している社会福祉士等、福祉の専門職が適しています。
ただし、これもあくまで一つの目安です。大切なことは一つ一つの素朴な疑問や意見に真摯に向き合い考え、制度理念にある権利擁護に加えて、自分らしい生
活を自分で選択し、安心して暮らしていけるようにするための一つのツールとしての制度を正しく理解することが大切であると思います。さらに、支援者の価値
観の押し付けとならないように細心の配慮を行いつつ、ご本人に寄り添いながら、標題にある思いに応えることが出来るようありたいと考えております。
今後も、地道であっても着実な取り組みに努めていきたいと思いますので、成年後見制度活用推進委員会の取り組みにご協力をよろしくお願い申し上げます。
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2014年度事業報告 

2014年度事業報告

2014年度

事業報告
区分

１．法人基本方針総括

題

具

体

策

職務環境
職務環境 施設整備関係

6 洗足 Vol.11

人事制度

本部機能
強化

⑴【総務・財務部】①新賃金体系への正確な移行を進めた。②試算表の定時提
出の励行を進め、事業収入実績集計結果を即時フィードバックする体制を整
備した。③総務課長の使命感と財務関係能力高度化の取組みを行った。④資
金運用委員会を通じて資金運用を実行した。⑤第２平生園建設用地の買収を
実行した。
【事業計画・推進部】①第２期中期計画の中間確認（振返りと見直し）を実
施した。②施設長研修会で中期計画進捗のための検討会を持った。
【人材育成・研修部】①喀痰吸引等研修受講費用の負担の在り方を整備した。
②施設長研修会の計画立案を通じて各施設の苦情解決第三者委員の参画を実
行した。
⑵法人内部監査として常任理事が分担して、①「サービス利用契約及び重要事
項説明」、②「報酬請求・加算・工賃」、③「2014年度事業計画・第２期中期
計画推進並びに会議記録」、④「リスク管理関係」、⑤「個別支援計画、ケア
会議」に関する施設の実態を監査した。

越智
具

2014年度決算報告

靖
体

貸借対照表

策

⑴全体施設長会議は原則隔月（奇数月）に定例会として開催。千葉副理事長の
主導によりポスター、標語を作成するなど、コンプライアンスに関する法人
全体の取組み、意識向上に全力を挙げた。
⑵但馬地区は施設連絡会、医務連絡会、防災委員会、研修委員会、事務連絡会
全体施設長会
を常設して、日常業務の高度化に取り組んだ。
地区施設長会
⑶第２期中期計画の推進体として、但馬地区では「就労・グループホーム部会」
「地域密着サービス部会」「地域交流部会」を設置。神戸地区も「事業再編部
会」「グループホーム部会」「相談支援事業部会」を設置して、それぞれ、課
長等も交えて、計画の実現に取り組んでいる。
【サービス・事業担当者会議】
サービス・ 「理念の実践」をテーマに実施。特に今年度は、虐待防止について、全研修
事業
で学ぶ機会を持ち、制度の学習や事例の振り返りに留まらず、法人の基本理
担当者会議
念に照らして虐待の理解を深めた。サービス管理責任者会議を継続実施。
人事・総 【人事・総務・財務担当者会議】
務・財務担
新人事制度（賃金体系の持続性確保、人事考課制など）の定着のため、主任
当者会議
級以上の職制を対象に、特に人事考課に関わる「新制度運用委員会」を５
フェーズ20回、評価試行結果による「評価審議会」を全施設別に開催した。
⑴すま障害者地域生活支援センターを、神戸市からの指定管理受託によりスタートした（４月）。
⑵兵庫県営住宅空住戸２室を活用した障害者グループホームみなみたもんを開設した（５月）。
⑶就労移行支援、就労継続Ｂ型事業「第２和生園」を竹田市街に設置し、居宅
介護支援事業窓口も併設、プラットホーム化（９月）。
⑷サテライト特養設置に向けて用地取得に取り組み、竹田市街地の旧木工団地内
新事業取組み
に８筆、約千坪の宅地を、３名の地権者から買収、又はその契約を実行した
（12月）
。
⑸神戸地区の主に知的障害者グループホ－ムの増設に向け、須磨区多井畑東町
で物件を確定し、その買収を理事会決定した（３月）。
⑹第３者評価によるサービス・事業点検の実施。
但馬地区…恵生園、平生園 神戸地区…神戸聖生園、自立センターひょうご

人材育成
研
修
広
報

⑴新人事制度の導入で、「共通要素評価表」に基づく評価（１次評価と２次評価）を９
月末から10月半ばに実施し、１次考課者によるフィードバック面接を全員実施した。
⑵副主任以上の職制者が目標管理制度を試行し、その上長による評価訓練を実行した。
⑶2015年度から「専門要素評価」を実施することを目指して、各職種・各職制別
の専門要素評価表を作成する取り組みを実行した。
⑷常任理事会の研修・人材育成部の下で、サービス・事業担当者会議が主体と
なって新採用職員研修（６月）、同フォローアップ研修（10月）、新副主任研
修（６月）、主任研修（８月）、課長研修（11月）を実施した。
⑸総合職員研修「研究発表」会（テーマ：利用者主体の支援）を、サービス事
業担当者会議を実行主体として開催し、18施設と本部（総務課長連絡会）が
19題を発表した（２月）。
⑹中部在宅障害者福祉センターがメンタルヘルス推進のための取組みを継続した。
⑺法人の広報紙『洗足』第９号（10月）、第10号（３月）を発行した。

⑴制度推進委員会に新たに４名の推進委員を迎え（但馬５名、神戸９名）総勢
14名の体制で制度活用に向け普及推進に取り組んだ。広報活動にも継続的に
取り組み「みまもり通信10号」を発行。
⑵担当課長が中心となって、申立事務手続きのマニュアル化に取り組み、それを
成年後見制
基に委員会で研修を実施。申立事務支援に関する実務者の養成に取り組んだ。
度の推進
⑶４年累積：後見54名 、補佐８名、補助３名、任意後見６名。
⑷神戸市成年後見支援センター長による職員研修を２回実施、40名が受講。但
馬地区では、公証人役場から講師を迎え利用者・職員約50名が受講。
⑸地域貢献課題の観点で申し立て支援の可能性を模索。
⑴中部在宅障害者支援センターで、虐待事案の発生に係る事実確認、法人の体
制と認識、今後の防止の取組みなどについて、虐待防止第三者委員の立場で
真摯な検討をしていただき、福祉サービスの受け手の代弁者の役割を担って
苦情解決取
いただいた。
組み推進支
⑵真生園では、第三者委員の学識経験に基づき、行為の虐待性の基準となる「虐
援
待定義」の構築を主導していただいた。
⑶恵生園では、成年後見制度の利用の意思表示の確認の際の立会いをしていただいた。
⑷施設は、年２回の第三者委員会を開催するようにした。
⑴全職員が高い人権意識を持って業務にあたることができるよう、人権擁護・障害
虐待防止の
者虐待についての認識をあらためて職員全員に至急徹底させる取組を実施した。
推進
⑵障害者虐待防止法に基づき、虐待が疑われる事案が発生した場合は速やかに
（虐待防止
適切な対応を行うよう徹底する取組を実施した。
特別報告参 ⑶虐待が疑われる事案に限らず、各事業所における支援上の様々な課題につい
照）
て、法人として情報を共有し、適切なバックアップを行うなど法人としての
サービスの質の向上に取り組んだ。

経営管理

⑴予算管理会計の実施
ア）月次試算表の期限提出が実行された。
イ）月次実績値管理も期限報告が実現したが、常任理事会主体で経営管理に
役立てる取組みは不十分である。
ウ）中間決算に基づく11月補正に係る予算ヒアリングを始めて実施した。
エ）2015年度予算ヒアリングを開催。
⑵経営環境激化に対応した財務管理
エ）計画的に資金運用を図った（2014年度分３億円）。

職員採用

⑴新大卒者５名（男２、女３）を採用できたが、大卒（卒業見込み）者応募状
況は11名と低調であった。
⑵上記の１名はPT（女）で、北但広域療育センターの念願がかなった。
⑶年度途中の臨時職員の採用は、とりわけ和田山地区で非常に困難な状況。

営

⑴歴代理事長、元厚生官僚をまじえて、神戸聖隷福祉事業団の在り方を話し合
い、基本理念を核にし、一人ひとりの生と死を見つめること、親亡き後まで
をも視野に入れた支援の継続、地域の価値観と共に歩む社会事業を推進する
常任理事会
ことを確認した。
⑵虐待、苦情、セクハラ、パワハラ、訴訟など多発するコンプライアンス事案
について、法人としての対応方針を審議、決定し、施設長を通じて全体へ注
意を喚起した。

経

法人の事業推進体制（機能とサービス）

⑴評議員会・理事会では、虐待事案の発生についてきわめて厳しいご意見とご
指導をいただいた。その後、施設長級を始めとする各層の研修会や両地区主
催、あるいは各施設独自の虐待防止の取組みにおいて、理事並びに評議員が
講師として指導に当たっていただくことができた。
⑵積極的な施設整備の関連で、基準法への整合性確保や省エネルギー化の早期
推進に向けて、補助金の活用、留保金の納得性の高い使用を以て取り掛かる
理事・監事
よう理解と支持を頂いた（「ディフェンス経営」）。
・評議員
⑶小規模な就労移行支援事業、小規模な特養、小規模なグループホームなどの
事業の意義に賛同を得るとともに、意義を果たすための社会福祉法人経営の
在り方について新展開が求められた（「オフェンス経営」）。
⑷理事会では、障害者の一般就労が進む中で、施設の最大の機能である「入所
保護」が、「施設解体・社会進出・グループホーム化」で崩れ、その結果、
社福の専門性が維持できなくなる危険性があることが議論されている。

利用者・保護者の安心

課

利用者・保護者の安心

区分

題

理事長

神戸聖隷福祉事業団

（自）平成26年 4 月 １ 日

⑴新給与体系が円滑にスタート。
キャリアパ ⑵評価制度、目標管理制度を円滑にスタートさせる準備として評価者訓練を重ねた。
ス構築
⑶新人事制度上の残った課題である職務基準書、専門要素考課表に取組み、大
方のまとめを得た。
⑴神戸明生園（８月）とひょうごデイサービスセンター（９月）で、２年前の
労基署立ち入りのフォロー（立入調査）を受けたが、時間外勤務管理におけ
る指摘はなかった。
労務管理の ⑵同立入調査で、１年単位の変形労働時間制を入所施設の勤務表作成や、通所
適正化
施設の土曜稼働がある場合には、適用することの困難なことが判明し、就業
規則を変更して対応。
⑶高年齢者雇用延長制度の終期（「満65歳」）の表現が、労使双方の解釈に混乱
をきたした事案があり、「65歳に到達した月末」と改めた。
対話の推進 ⑴施設長による個別ヒアリングを通して、個々の職員との対話を深めた。
対話の推進

⑵先述の高年齢者雇用延長制の適用職員との間で、施設長をパワハラで法人の
調査対策委員会への訴えと労働調停の申し出に至ったケースがあり、調停の
場で穏当な話し合いができたものの、職員相互の理解と認識を深める場を意
図的に設ける必要性が痛感された。

建築物マ ⑴長期修繕計画が完成。
ネージャ業 ⑵「建物保全連絡協議会」を通して2015年改修工事を審議。
務の推進 ⑶グループホーム物件（既存住宅）の適否の見立て実施。

（至）平成27年 ３ 月31日

資産の部

資金収支計算書

（自）平成26年 4 月 １ 日

（単位：千円）

負債の部

流動資産

１,３90,572

現金預金

当年度末
流動負債

847,85３

固定資産

5,482,074

積立資産

269,7３8

短期運営資金借入金

0

固定負債

2,990,１90

設備資金借入金

３8,400
0

国庫補助金等特別積立金

１,１08,6３9

次期繰越活動増減差額

１,１26,460

（うち当期活動増減差額）
6,872,646

6,１99,880

負債及び純資産の部合計

6,872,647

事業活動支出計（2）

2,92３,864

2,900,005

279,１66

３１0,１05

施設整備等収入計（4）

３4,6３6

３4,6３6

施設整備等支出計（5）

208,804

207,604

－１74,１68

－１72,968

2３4,090

2３6,004

その他の活動資金収支差額（9）=（7）－（8）

620,１87

624,497

－３86,096

－３88,49３

予備費支出（１0）

１97,0１7

純資産の部合計

３,2１0,１１１

その他の活動支出計（8）

974,589

決算（B）

３,20３,0３１

その他の活動収入計（7）

純資産の部
基本金

（単位：千円）

事業活動収入計（1）

施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）

672,766

負債の部合計

当初予算（A）

事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）

40３,028

長期運営資金借入金

資産の部合計

（至）平成27年 ３ 月31日

勘定科目

当年度末

事業編成・ ⑴神戸地区就労継続Ｂ型事業の再編成に向け、震災記念館（現プレハブ本部会
事業所移転
議室）の老朽化に伴う建て替えに合わせた新ビル建設の方向を審議。
の検討
⑵友が丘事業地
（神戸市有地）の測量を実施し、建築物マネージャによりラフ図面化。

人材育成体制

２．具体的な課題・対策

法人の事業推進体制（機能とサービス）

第２期中期計画テーマの「共生社会の実現」に向けて「法人事業所の支援充実
とそれを支える経営基盤の統合」の必要性を掲げ、2014年度事業計画の４つの
主要計画の推進を図ると共に、2013年度の終盤に発生した障害者虐待事案への
深い反省に基づいた取組みを行いました。
１つ目に、法人財務に長期的な悪化傾向がみられることに対して、施設長の係
数認識を一層強めて対応する必要がありました。そこで、各月の利用率実績報告
及び月次試算表の提出期日を管理して、またその速報値を直ちにフィードバック
する仕組みづくりを進めました。常任理事ヒアリングを経て策定した当初予算
を、それにより達成すべく努力しました。その結果、当初予算の達成はできませ
んでしたが、前年度と比べて2.5％の増収となりました。
２つ目に、各施設は法人基本理念の周知と実践を掲げて、「愛と奉仕の実践」
の理念及び行動規範に日常的に出会う機会を維持してまいりました。しかし、虐
待事案発生に対応して神戸市から指示された３つの改善取組みを速やかに実行す
ることが急務となり、より直截的で明確な虐待防止活動を実施することが急務と
なりました。特に、「その行為は、支援・介護なのか虐待なのか」という自身へ
の問いかけを「虐待防止チェックリスト」等で検証して、その結果についての施
設長による聴き取りや話し合いを推進しました。また、理事長・副理事長がすべ
ての家族会・保護者会に出席して、現状報告を行い施設の運営について理解を求
めました。この取組みに関しては別に「特別報告」としております。
事業計画の３つ目に掲げた人材育成に関しては、まず、従来の給与制度の抱え
ていた課題を修正し、併せて積極的に人事評価を取り入れた新たな人事制度に切
り替えました。この新人事制度は今後の収入の停滞に比して漸進的に高まる人件
費の圧力を緩和すること、その上で、業務努力と目標達成に対して物心両面で応
え、職員がモチベーションを高めて質の高い業務を目指せるように考えた、より
近代化した給与制度です。次に職員研修については、急きょ虐待防止を中心テー
マにおいて、施設長研修に第三者委員の皆様に参加していただくなど、各層の研
修会で徹底して虐待防止に全力で取組む法人の姿を示していきました。次にメン
タルヘルスのテーマに関しては、必ずしも全てのケースで改善を見てはおらず、
継続的な支援が必要な状態ですが、メンタルヘルスが良好な利用者支援の一つの
重要な要素であることを踏まえて、対象者へは極力丁寧な対応をしています。
４つ目の事業計画について、神戸地区目標の須磨区での障害者支援相談窓口は
2014年４月に開設しました。また、グループホーム増設についても2015年３月
の理事会で須磨区多井畑東町所在の住宅を、利用者５名のグループホーム用住戸
として取得することを承認いただき、本年４月に契約を完了しました。また但馬
地区計画の障害者就労支援事業所「第２和生園」は2014年９月に開業し順調に
業務拡大を進めています。また、竹田市街地で地域密着型特養を新たに開設する
ための用地買収に関しては、その中心部分の契約を2014年12月に済ませ、事業
の将来展望と、設計並びに補助金申請の準備を合わせて行っています。今後さら
にデイサービスセンターや地域交流の場のための追加買収を2015年に着手しま
す。また両地区の必要な施設整備・改修計画は、快適性、利便性、効率性を考え
て着実に実施しております。

課

社会福祉法人

0

0

当期資金収支差額合計（１１）＝（3）+（6）+（9）－（１0）

－28１,097

－25１,３55

前期末支払資金残高（１2）

１,50１,１３8

１,486,１69

当期末支払資金残高（１１）+（１2）

１,220,040

１,2３4,8１３

事業活動計算書

（自）平成26年 4 月 １ 日
科

目

（至）平成27年 ３ 月31日

単位：千円
参考資料

当年度決算（A）

前年度決算（B）

増減（A）－（B）

３,１84,668

３,１06,１06

78,56１

－72,770

－75,275

2,505

純資産比率

90.2%

１9,0３4

１9,１50

－１１6

サービス活動費用（2）

2,9３4,496

2,924,745

１5,472

人件費率

67.6%

人件費

2,１３2,１３３

2,１25,648

6,485

サービス活動収益（1）
国庫補助金等特別積立金取崩額
経常経費寄附金収益

福利厚生費

8,279

7,89３

３85

業務委託費（保守料除く）

１１7,7１8

１08,08１

9,6３7

事業費支出

３３0,5１5

３３7,08１

－6,３65

減価償却費

１46,47１

１45,３３３

１,１３8

サービス活動増減差額（3）=（1）－（2）

１82,05３

１１4,995

6３,088

サービス活動外収益（4）

29,995

27,84３

2,１52

サービス活動外費用（5）

１4,049

１３,775

27３

サービス活動外増減差額（6）=（4）－（5）

１5,946

１4,067

１,878

経常増減差額（7）=（3）+（6）

１99,850

１３4,882

64,967

特別収益計（8）

46,１67

１7,３2１

28,845

特別費用計（9）

48,999

27,7３8

2１,260

特別増減差額（１0）=（8）－（9）

－2,8３2

－１0,4１7

7,584

当期活動増減差額（１１）=（7）+（１0）

１97,0１7

１24,465

72,552

１,１26,460

１,３02,１１8

－１75,657

次期繰越活動増減差額

決算について

流動比率

5１5.5%

委託比率

３.7%

人件費率+委託比率

7１.３%

固定長期適合率

8３.0%

経常活動収支差額率

6.2%

サービス活動収益対借入金比率
労働分配率

常務理事

0.0%
8３.３%

吉田

和夫

2014年度の法人の経営の様子をかいつまんでお伝えします。
当年中には３つの新規事業を起こしました。「第２和生園」、「グループホームみなみたもん」、そして、「すま障害者地域生活支援センター」です。社会福祉法
人全体への批判の高まりの中でも、ちゃんと役割を与えてくださることに心が引き締まります。一方、神戸市から受託していた「ひょうご高齢者デーサービスセ
ンター」が17年の歴史の幕を閉じ、来年から重症心身障害者対応のショートステイ事業に切り替える準備をしています。
前にも書かせていただいたように、特に介護・福祉人材難の中で法人経営の将来の見通しがつけにくくなっていますが、その中でもご利用者への安定的なサー
ビス提供が継続してできるようにしなければなりません。私どもはそのため毎年２月に、適切な収入確保を目指して翌年度収入予算に関するヒアリングを開催し
て、それぞれの施設の事業活動収入の目標を立てています。また2014度から月次の実績管理を強化しました。施設長はじめとする職員もそれぞれ頑張りました。
そのおかげで、2014年度は前年度対比2.6％程度の増収を実現できました。
しかし、2014年度には深刻な職員不足の影響が出始め、真生園では６％もの収入減少が生じました。職員確保問題は、神戸地区より和田山の施設で厳しく、
また当然ですが、深夜勤務のある入所施設で厳しい状況です。まったく予断を許さない大きな課題です。また、人口減少社会が到来している中で、和田山のよう
な地方の高齢化はピークを越えたのではないかと思わせるような、ご利用者の減少が高齢者デイサービスさくらの苑と平生園の居宅介護支援事業（ケアマネージャ
業務）で発生しました。私どもだけではありませんが、このような社会の大きな構造の変化に対して、事業のスクラップ＆ビルドで適切に変容できる対応力が求
められています。
こうした状況の下2014年度には、持続的経営の確保の意味で、70％に達した人件費率（委託費除く、H25年度介護老人福祉施設等収支状況等調査では
63.7%）の適正化を狙って、長らく維持してきた賞与の支給率を0.2か月切り下げさせてもらいました。職員にとってはまことに不本意なことです。１日も早い
復元を目指して、適切な収入の確保に取り組まなければなりません。将来に向けた計画的投資の面では神戸光生園、神戸友生園、平生園の空調を中心に１億円超
の設備投資を行い、遅れていた施設建物の長期修繕計画を進めました。この取り組みは緒についてところで、安心して事業運営ができるように今後も強く進めて
まいります。
はじめに書いた事業の変化をよく見ると、求められる福祉分野やサービス提供の在り方が少しずつ変化していることがわかります。福祉サービスの受け手の皆
様の思いはどんどん高度化の方向へ変化してきていると思います。同時に働き方についても、労働者の保護施策の変化は急激に進んでいますので、雇用管理も昔
のようにはいかなくなりました。そんな中で、それでも変わらない神戸聖隷の価値、40年来のテーマである愛と奉仕の実践の息吹を守り続けなければならないと
思っています。
引き続きご支援を賜りますようお願い申し上げます。

老朽対策の ⑴老朽化が進んだ平生園、
神戸友生園、
神戸光生園の空調設備を前倒しで改修した。
実行
⑵恵生園の基準法不備部分の撤去工事を実施し、
2015年度の改修工事に備えた。
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大仁田牧師メッセージ『スペシウム光線は出せなくても』
日本キリスト教団

鈴蘭台教会牧師

大仁田拓朗

「今年もこのままにしておいてください。木の周りを掘って、肥やしをやってみます。そうすれば、来年は実がなるかもしれません。
もしそれでもだめなら、切り倒してください」

（ルカによる福音書13章8、9節）

私が何歳かなど誰も興味がないと思うが、私と同じ年の人？にウルトラマンがいる。無論正確にはウルトラシリーズのテレビ放送開始と私の生まれた年が一緒というだけだ。
遠く光の国Ｍ78 星雲からやって来た彼らは特に頼まれてもいないのに地球の厄介事に介入し、30 分番組の前半は苦労も多いが、なんだかんだの末に最後の 3 分で怪獣を
倒した。解決の手段はいつも基本的にスペシウム光線なる荒業だった。私の心には今もこの影響が強く残っている。あの勇姿に憧れたものだ。彼らは強かった。仮にピンチが訪
れても兄弟か親族が助けに来て最終的には解決するという安心感で視聴出来た。
ただ
「レオ」は弱かった。そもそも光線が出せない。
弟のアストラはさらに不甲斐無く、唯一頼み
のセブンに至っては変身用メガネを壊され戦えない。
八方ふさがりだ。あまりの弱さに小学校低学年だった私は高熱を出し、
放送翌日学校を欠席したのを今も覚えている。
ウルトラマンに限らず、水戸黄門でも相棒の杉下右京でも、必ず解決してくれるという安心感が私には必要だった。
レオのように光線も出せずに苦戦する様を見続けることは
耐えられなかった。
解決出来ない現実を前にすると具合が悪くなってしまうのだ。
そんな私はウルトラマンでも右京さんでもないのに
「牧師だから解決しないといけない」
という思いを潜在的に強く持ち合わせてしまっている。
自分は解決役として期待され
ていると勝手に思い込み、解決出来ないと評価が下がるのではとの強迫観念すら抱きかねない。
だから相談を受けると解決を急ぎ、出来ないと自分の力のなさを嘆き、苦しみ、
神様なぜと問いはじめる。
逆に解決が与えられると神に感謝となるのは、私にとって神と出会う場所は解決の時だと思っているからだろう。
しかしイエスの生きている場所はそ
こじゃないよと聖書は語る。
「もしそれでもだめなら」と最初から出来ないかもしれないと園丁イエスは言い放つ。解決できない現実の中を忍耐強く一緒に汗して生きるのが神
だと言う。
私たちの生きている現実には解決出来ないことがたくさんある。それどころか現実はますます悪化の一途をたど
らざるを得ないこともある。実のならないイチジクという良い解決が見いだせない状況を前にイエスはスペシウム
光線のような力ずくの技を出しはしない。神の子なら出せるかもしれないけれど、でも出さない。それは無力なの
か。いや違う。力ずくでさっさと解決してしまおうとする方がよっぽど弱いのだと自分の心を見ればすぐわかる。強引
に解決を急ぐのは神ではなく、人間だ。力ずくの解決は神の願いではない。
「安全保障関連法案」なる武力解決法を生み出そうする安倍首相の官邸前でゴスペルを歌う群れに一夜だけ加え
てもらった。
賛美と言う名の小さなスペシウム光線では「勝てない」ように思えたが、周りを掘って肥しをやっている
たくさんのイエスたちがそこにはいた。大きな力による解決はすがすがしいかもしれないが、イエスはその道を選
ばない。解決の糸口すら見えない日々の中では、忍耐弱いがために力ずくの解決というスペシウム光線を求めがち
な私たちに、そうではなくて何年かかってもいいから一緒に汗して耕し続けて生きていこうと誘うイエスがそれぞ
れの現実の中には必ずいると信じている。

小島

岡田

立花

米田

平野

康啓

恵美子

安津子

圭二

成己

登

水野

野口

小西

金附

大谷

石原

政田

清文

雄二

和泉

和子

洋一郎

節子

紘正

貞雄

家庭倫理の会神戸市北須磨支部
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神戸聖隷に
ご寄付をいただきました︒

田島

正雄

静子

箱（竹田城・海図）プレーン / 380 円

レギュラー（プレーン）/ 150 円

︵敬称略・順不同︶

３月

藤井

菊池

ミニ（プレーン）/ 100 円
ミニ（オレンジ・レモン・チョコ）/ 150 円

皆様のご支援に感謝申し上げます︒

４月

美濃部多果子

年生

克彦

喜久子

黒田

足立

一恵

司誠

森定

紘正

井上

松井

卓也

小西

石原

美千子

朱実

川口

匿名

貴子

敏彦

中

友子

加輪上

植戸

長治郎

稲松

永島

インクルージョンひょうご家族会

和子

神戸聖隷保護者協議会

小西

恵生園家族会

陽気会

まほろば

黒田建築設計事務所

聖隷福事業団

映子

社会福祉法人

濱田

洋一郎

平生園家族会

金附

社会福祉法人

アキイエ

社会福祉法人

二ノ宮

真生園家族会

芳友

多果子

社会福祉法人

美濃部

春秋会

兵庫県社会福祉協議会

啓明学院

社会福祉法人

朝来市

みつみ福祉会

学校法人

小羊学園

兵庫県知的障害者施設協会

社会福祉法人

兵庫県老人福祉事業協会

社会福祉法人

経営開発センター

實美

北須磨団地自治会

株式会社

十字の園

聖隷学園

てい

学校法人

光広

社会福祉法人

鈴木

久

神戸明輪会

康雄

麻田

神戸ゆうせい会

畑中

柗井

辰也

二色福祉会

松下

利子

京子

桂子

藤本

伸一

充男

安津子

河嶋

喜久子

清水

久保

雅人

南本

和夫

岡﨑

岡田

眞

森定

勝彦

矢野

康啓

吉田

吉川 潤

鈴木

國昭

修

田島

豊太郎

佐古田

髙野

上垣

奥村

馬場健志税理士事務所

渡辺

５月

６月

７月
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手づくりビスコッティ（第2 和生園）

★ ご注文・ご相談はこちらまで ★
TEL 079-666-8886 FAX 079-666-8887
E-mail : dai2waseien@bz3.hi-ho.ne.jp

※宅配便をご希望の場合は送料＋箱代
を頂きます。
（小 100 円・中 140 円・大 210 円）
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