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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。

CONTENTS

1 グループホームふくだオープン
2 成年後見制度の活用
3 ヒガミ常務の「社会福祉法人改革の、
これだけは言わせて」 第 1 回

3 施設紹介 さくらの苑
4 事業計画
5 決算報告
6 吉川牧師 メッセージ（シリーズ）
「モデルを見つめて」

社会福祉法人

神戸聖隷福祉事業団

〒654-0142
兵庫県神戸市須磨区友が丘1-1
TEL：078-792-7555
FAX：078-795-4511

http://www.kobeseirei.or.jp

神戸市垂水区

グループホームふくだオープン！

法人後見５年の歩み

～成年後見制度の活用～（シリーズ13）

特定非営利活動法人成年後見・こうべかぞくねっと・きずな

理事長

髙野

國昭

私の成年後見制度との係りは、10数年前に神戸聖隷福祉事業団で成年後見の取り組みを研究するチームができ、既に成年後見の取り組みを進めていた
神戸聖隷で初めての「建て貸し方式」を採用したグループホームです。
土地のオーナーが自己資金でグループホーム仕様の家を建築し、神戸聖隷と30年間の賃貸借契約を締結して神戸聖隷がグループホームとして運営を行
います。10名というこれまでに比べ多人数なホームですが 2 階建で、 1 階はバリアフリー仕様となっており車椅子をご利用になっても生活ができます。
様々な人が使いやすい設備となっており、1 階・ 2 階共にスタッフルームを設け、夜間支援員 2 名配置体制で支援を行います。この度専任のコーディネー
ターとしてサービス管理責任者を配置し、 3 ヶ所のグループホームを担当します。
長年の懸案事項となっているバックアップセンター設置の準備段階として、入居者が利用されている日中活動事業所と連携を取りながら、個別支援計
画の策定、家族との連絡・調整、ガイドヘルパー利用の調整、職員の勤務管理等を行います。

神戸市西区の施設を訪問したのが最初でした。
そこで田口博彦さんと出会いました。この施設の成年後見の組織に、神戸聖隷の利用者の後見人をお願いしたところ、施設外の人の後見を受けることは
考えていないと断られました。
神戸聖隷を退職し、社会に貢献できる活動を何かしたいと考えている時に田口博彦さんから、神戸市内の知的障がい者の成年後見を受けられるNPO法
人を立ち上げたいので、準備会に出ないかとのお誘いがあり、理事長を引き受ける事になってしまいました。
私たちの法人は2012年 5 月31日に設立され、現在43名（成年後見27名・保佐 9 名・補助 1 名・任意後見 6 名）の方々の後見を引き受けております。

また、徒歩 5 分程の距離に神戸光生園の従たる事業所「生活介護おおまち」があります。「グループホームふくだ」が、 1 日も早く利用者の皆様がお

ご本人の方々のご親族は高齢の方が多く、今までに 7 人の方々が亡くなられました。お葬式をして下さる親族が無く、ご本人に代わって私たちがお葬式

互いに出来る範囲で協力しながら、時には自分の好きなように「我が家」としてくつろげる生活の場となり、地域社会の一員として暮らして行けるよう

をさせていただいた方が3ケースありました。そのうちのお一人のご遺骨を今も法人の事務所でお預かりしています。成年後見人を付けていなかったら、

にサポートします。

葬儀もできなかったのではないかと思います。遺品の整理や、住居の売却もさせていただきました。
また、悲しいことですが、ご本人が亡くなられた方が 2 人おられ、一人の方の葬儀をさせていただきました。ご遺骨を引き取り、私たちの法人の事務所
でしばらくお預かりしました。火葬場から事務所に向かってご遺骨を持って歩いている時、突然私の頭の上を風がサーッと吹きました。きっと「ありがとう」
の挨拶をしてくれたのではないかと思っています。後日ご遺骨は私の属している教会の墓地に納骨させていただきました。ご本人の残された財産を親族に
お渡しして後見業務を終了いたしました。
成年後見の説明とお勧めを、施設の家族会等でさせていただいていますが、必要性を感じていない方々が多くおられます。人の命はいつどうなるか分か
りません。親亡き後を誰に託すのか、ご兄弟や頼りになる親族の方がおられれば、その人に後見人になっていただく事をお勧めいたします。誰もいなけれ
ば、第三者にお願いする事になります。
私たちは法人でお受けしていますが、法人後見の利点は多くの人がご本人に係る事で、透明性があり、柔軟性があり、継続性がある事です。
知的障がい者の場合は、財産管理より、身上監護が重要だと考えています。ご本人が持っている財産を、本人の生活が豊かになるように有効に活用する
事が大切だと思っています。入所施設からグループホームに移った人が 2 名おられます。もう施設には戻りたくないと言っています。

落ち着いた色調の外観で近隣によく馴染んでいます。陽当たり良好で、専用駐車スペー

キッチンはコンパクトですがIHコンロに食洗機も完備。写真

ス（ 2 台）があり、進入路もゆったりと確保されています。

手前側にはパントリーもあります。

また、グループホームを出て地域で生活している方が 3 名おられ、そのうちの 2 人は結婚され赤ちゃんが生まれました。二人の結婚式に招待されて出
席させていただきましたが、式の中で花嫁が「私を生んでくれてありがとう」と母親に挨拶され大変感動しました。
今後もご本人の幸せを実現する為、法人のスタッフと力を合わせて後見活動に励んで行きたいと思う日々です。

業界の不祥事も、みんな「丸ごとわがこと」？
ヒガミ常務の「社会福祉法人改革の、これだけは言わせて」 第１回

常務理事

吉田

和夫

「非営利」
「公益」という気持ちをもって働いているつもりの私たちが、
「社会福祉法人は『蓄財』をしている」という社会の批判を受けました。折しも当
兵庫県下で、
「社会福祉法人を隠れ蓑にして公金を私物化している」と言わざるをえない事例も、発覚しました。
社会福祉法人改革が本格化して、全ての社会福祉法人は慌ただしく日々を過ごしています。幸い当法人は、これまでも評議員会を設置していましたし、
玄関にはお一人ずつの靴箱。 2 階への階段横は階段下を利用した物置スペース。何で

会計監査法人にもお世話になって来ていましたので、操作の複雑な電子開示システムの登録では手間ひまがかかりましたけれど、比較的スムーズに対応す

も放り込めます。右側はスタッフルーム。

ることができました。また今回、役員の報酬を公開することになりましたが、ホームページでご覧いただければ、
「まあこんなものかな」という水準かと思っ
ています。制度改革の大波を乗り越えて、これまで通り、ご利用者の安心と安全に心がけていくつもりです。
皆さんが食事をしたり、くつろいでテレビをみたりするリビン
グです。窓が多く明るい素敵なスペースです。

それにしても、経営者一族が職員から搾取するような「なんちゃって社会福祉法人」の悪行を、丸ごとわがごとと捉えて深く反省して心を入れ替えて、
「こ
れからは悪いことはしません」と一筆を入れて、フトコロをさらけ出して「これだけ溜め込んでいました。これはちゃんと福祉と地域のために使いますので、
どうかお目こぼしを」と、なにか頭を低くしなければならないような流れを、私個人は余り釈然としない気持ちで受け止めています。
公金を使わせていただく意味はよくわかります。でも、言葉わるいですけれど「味噌△一緒」とはこのことではありませんか。唯々諾々と、こんな集団
懺悔をしていてよいのかなと思います。私のヒガミに違いないですが、なにかが働いて、野草のごとく真面目に法人経営を続けている私たちを、どんどん
無力化して行っているように感じてしまいます。
読者の皆さん、もし機会があれば、
「国のガイドライン」といわれる法人指導監査基準をご覧頂けたらうれしいです。それは、遵法精神に飼いならされた
私達にはすごく効く「警告」だと思いますが、でも、そうしたからといっても、得られそうな「展望」は何も読み取れません。まして、この基準を基準と
思わない人たちがいたとしたら、間に入ってご苦労されている行政の人たちは、どうやって実力行使をするのでしょうか。また、社会福祉充実計画に掲げ
た地域公益取り組みを真面目にやって行く福祉マンは、せめてもの今の待遇を今後も続けられるように「救って」もらえるのでしょうか。甘えないでやっ

１ 階には介護浴室があり、介助が必要な方もゆったり利用できるスペース。

2 洗足 Vol.16

ていこうと思ってはおりますが、むしろ、規制改革プランに沿って『そして、さらに厳しくなる』のでしょうか。
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さくらの苑

さくらの苑
介護課長
小山 哲也

さくらの苑は、2017年 5 月 1 日 朝来市和田山町竹田の地に新規施設と
してオープンいたしました。2017年 4 月までさくらの苑は、通所介護、予
防通所介護施設として営業していましたが、この度5つの事業を「さくらの苑」
で運営することとなりました。地域密着型特別養護老人ホーム（定員29名）
と総合相談窓口が新規事業として開設し、短期入所生活介護（定員10名）
、
地域密着型通所介護（定員18名）、居宅介護支援事業所がさくらの苑へ移転
しました。
認知症や一人暮らしの高齢者が要介護状態になっても住み慣れた地域で生
活するための朝来市民だけが利用できる小規模特養として、ご自宅から遠く離れるのではなく、ご家族や親しい
友人、ご近所の皆様との繋がりを大切にしながら不安のない生活ができるよう支援いたします。
各事業では、「あったか介護」を提供できる支援体制を構築し、ご利用者様・ご家族様に喜んでいただける施設
を目指します。
そして、さくらの苑は、地域の拠点となるように地域の方と連携し地域に根差した施設を目指していきます。

地域密着型
特別養護老人ホーム
地域密着型特別養護老人ホームは、入所定員が29名の小規模な施設で、原則として施設がある市町村に居住する方だけに利用が限定さ
れています。入居できる方は、要介護 3 以上の方で、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び、
療養上の世話を提供させて頂いています。ご利用者は、10人以下の少人数で日常生活を送る「ユニットケア」介護で家庭的な雰囲気を大
切にし、お一人お一人の希望に沿った過ごし方ができるように支援させて頂いています。
もちろん、お部屋は個室で、お気に入りの家具や飾りを自由にレイアウトして、お部屋を自分の家として快適に過ごして頂いています。
家族のご来訪も多くなりました。
ご利用者からも「景色もお部屋もきれいやし、ご飯もおいしいし、よーしてもらって、安心して過ごせる」と喜んでいただいています。

居宅介護支援事業
私たち 5 名のケアマネージャーは、介
護保険業務と地域の方の身近な相談窓口
としての高齢者相談センター業務を行っ
ています。
地域の方々は今までこの土地で力強く
生活され、歴史を築いて来られました。
その地域の方々が守って来られた大切な
ものを一緒に共有できるような、そんな事業所でありたいと思っています。一人でも多くの方が住み慣れた地域で最期までその人らしく
生活を送れるように支援していく事が私たちの使命です。

地域密着型通所介護
利用の皆様は、以前の施設から利用されていた方々です。施設は新しいのに、職員の顔ぶれは変わらないので、安心してご利用いただ
けているかと思います。
新しい施設になって、一つの建物にデイサービスとショートステイが同居することができたので、 2 つのサービスを必要に応じて使い
分けることができるようになりました。ショートステイ利用中にデイサービスに遊びに来られたり、デイサービスの利用者の方がショー
トステイを利用されている方を訪ねたりされて、その結果、ここが、近所の方と再会できる地域交流の場所になっています。

短期入所生活介護
短期入所＝ホテルでの宿泊をコンセプトに、再び泊まりに来たいと思えるサービスの提供に努めています。居室は、個室でテレビ、冷暖
房完備、希望に沿った機能訓練とレクレーションの提供等その方に合った過ごし方をしていただいています。
ご利用者からも「優しくて、若い職員さんばかりでご飯もおいしい」と喜んでいただいています。

平生園も負けてはいません
地域密着型特養さくらの苑が開設いたしました。開設に向けて、ご入居いただく皆様がご自宅で生活していた
時と変わらない家庭的な、安全で安心して穏やかに過ごせる施設作りを目指し準備してまいりました。
ハード面では、多くの先進施設を見学し、入居者の皆様が生活しやすい空間作り、要望に素早く対応出来る介
護動線の工夫などあらゆるアイデアを随所に取り入れました。支援面では、介護保険法の職員配置基準以上の職
員を雇用。介護の仕事は初めてという職員も多い中、各委員会による対人援助の基礎や医療に関する基礎知識の
習得、介護福祉士や作業療法士など専門職による介護技術講習会などあらゆる学習会を開催。学んだ事を日々の
支援の中で反復する事により技術の向上を目指しました。
昨年末からユニットリーダー研修にも職員 2 名を派遣。研修受講者 2 名が講師となって勉強会を毎日開催。よ
り良いユニットケアの実践を目指して熱く意見をかわしたのを思い出します。
建物ではさくらの苑には及びませんが、支援面では開設26年間で培ってきた平生園も負けてはいません。今後
も同じ高齢者支援施設として切磋琢磨していきましょう。
新規開設に夢膨らむ熱い思いを抱いた職員の今後の活躍に期待しています。
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平生園
介護課長
奥田
勝
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2016年度事業報告 

「立って、真ん中に出なさい」（ルカによる福音書
2016年度がスタートして間もない 4 月14日と16日に震度 7 の大きな地震が熊本を襲
いました。その後も余震が長く続く中で、災害時における障害者支援の課題を考える機
会となりました。また、 7 月26日には神奈川県相模原市の知的障害者施設で障害者殺傷
事件が発生し、施設の防犯対策のみならず、子どもや高齢者、障害者を真ん中にした安
全な地域づくりの課題を再認識する衝撃的な出来事となりました。
このような不安な出来事が続く中でも、神戸聖隷福祉事業団では、 9 月22日に開催さ
れた「第36回おいでやすカーニバル」に象徴されるように、多くのご利用者が真ん中に
出て歌い、踊り、笑顔が輝く時を持つことができました。神戸地区、但馬地区の各施設
で開催された各種の活動も、ご利用者とご家族、また地域の方々の笑顔が交差する場と
なりました。
この2016年度、社会福祉を取り巻く大きな時代の変化に対応して、次の 4 つの柱を
掲げて歩みました。
1 ．法人基本理念の一層の周知と理解の深化
2 ．支援職員の確保と質的向上
3 ．第 2 期中期計画の完遂と第 3 期中期計画策定を通しての事業価値の向上
4 ．社会福祉制度改革に即した新時代への対応
その結果、それぞれに着実な計画執行を進めつつ、課題を再確認し、新しい時代へと
繋げることができました。更に次の第 3 期中期計画の実現を通して、ご利用者を真ん中
に、ご家族、地域の皆様と共に歩みを進めていきます。
1 ．推進体制の状況（抜粋）
ⅰ）プロジェクト推進
①計画：地域密着型特養開設委員会を設置し、西山理事を長として推進します。
実績：朝来市竹田に地域密着型特養「さくらの苑」を新築する計画をし、今年 4 ／
15に竣工式を挙行することができました。
②計画：神戸聖隷歴史資料館兼但馬総合事務所創設のために委員会を設置し、吉田常
務理事を長として推進します。
実績：予定通り11／23に開所式を挙行することができ、新DVDをその場で上映し
ました。また本部から登記権利証書や創業時からの理事会議事録を搬入し但
馬総合事務所としての機能を果たし始めました。
ⅱ）キャリアパスに連動した職員育成・教育研修体系の再構築
①計画：職員育成担当理事として加藤理事を配置し推進します。
実績：加藤理事の下で研修体系の再構築を見据えた研修の拡大（新副主任研修・中
級一般職研修Ⅱ・Ⅲを開催）を実施しました。
②計画：キャリアパスの効率的運用のために人事・総務・財務担当者会議が制度の定
着を推進します。
実績：人事評価の実施について評価結果のバラ付き、評価者が忙しすぎること、育
成面接が不完全になること等の不都合を解消するため、コンサルタント任せ
から法人自体で制度運営を行う方向で、施設長自らが運用を担うように仕向
けました。
ⅲ）法人の福祉サービスの質の向上
①計画：支援サービス向上担当理事として種谷理事を配置し、サービス・事業担当者
会議がサービスの質向上の方策策定に取り組みます。
実績：虐待防止判定基準表運用の勉強会の企画と実施。事故・ヒヤリハット報告の
分析と修正指導について検討しました。
②計画：成年後見制度活用推進の努力をします。
実績：成年後見制度活用推進委員会の活動
基礎研修と実務研修を合計 3 回実施し見守り通信を 2 回発行しました。制度
活用推進状況は新たに、後見11名、保佐 3 名、補助 2 名、任意後見 2 名、
合計18名の方々の制度活用をサポートしました。
ⅳ）第 2 期中期計画の完遂と評価
計画：必達事項を絞り込み地区本部長の指揮のもとに担当チーム主導で完遂します。
但馬地区
ア）取組事項：総合相談窓口開設
実績：さくらの苑に居宅介護支援事業と障害者相談支援事業を併設した総合相談窓
口を 5 月に開設し、障害者・高齢者の各種相談にワンストップで幅広く対応
します。
神戸地区
ア）取組事項：事業再編
実績：神戸友生園を中心として就労継続B型事業所の請負作業の共同受注体制を確
立し、全体的な受注量の増加が図れました。
イ）取組事項：グループホーム増設
実績：法人として初の土地活用による建て貸し方式のGHふくだについてオー
ナー、業者と入念なやり取りを重ね、 3 月末に完成引き渡しを受けました。
ⅴ）第 3 期中期計画の策定
①計画：常任理事会が中心になって、第 3 期中期計画の基本方針を策定します。
実績：常務理事が策定推進担当となり、2015年度に受講した経営計画策定演習の
方法に沿って計画策定を推進しました。
②計画：2015年度の予備的な取組成果を活用し、骨格たる基幹的計画、地域課題に
対応する地区計画、さらに支援分野と各施設が目指すべき分野計画を、全員
参加で策定します。
実績：概要
2025年の姿として
①「全ての人が支え合い、安心して働き暮らせるコミュニティの実現」
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②「地域で一番高い評価を受けられるいのち輝く夢のカンパニーの実現」
2020年中期ビジョンとして
「地域と連携した支援体制づくりと魅力的な職場環境の実現」
中期事業目標として
①「社会福祉法人の使命を果たすため、堅く理念に立ちます」
②「福祉人材の確保と育成に努め、やりがいをもてる職場をつくります」
③「ひとり一人のQOLを生涯にわたって（一貫して）支えます」
④「社会的使命を果たすために安定的で規律のある経営を続けます」
⑤「安心して暮らせる地域の実現に尽くします」
ⅵ）イメージアップ並びに先進性の追求
①計画：常任理事の担当分野を支えるために広い職員層から委員会を構成します。
実績：主任・副主任、課長層ともに非常に多忙で、委員会設置は困難でした。
②計画：法人本部チームによるSNSの運用を進めます。
実績： 4 ／ 6 を初回に法人フェイスブックをアップして以来、各週金曜日更新を実
行し、79回タイムライン投稿しました。
③計画：『洗足』編集会を強化し、その内容を吟味し、更に有効な活用を進めます。
実績：『洗足』を、 7 ／23に第13号、11／23に第14号、 3 ／15に第15号を予定
通り発行しました。
④計画：「ICT・介護ロボット導入委員会」を設置します。
実績：「ICT・介護ロボット導入委員会」は未着手ですが、日本ロボットリハビリテー
ション・ケア研究大会に本部職員が参加。また真生園で 2 度の機会に関連展
示会等に参加しました。
2 ．基本理念を基盤にした活動（抜粋）
①辞令交付式
2016年 4 月 1 日（水）新採用職員17名、昇任者 8 名、異動（課長以上）10名
に辞令を交付しました。開会礼拝では、神戸愛生伝道所竹内富久恵牧師のメッセー
ジ、お祈り、祝祷をいただきました。
②創業41年記念式典
2016年 6 月22日（水）10：00から神戸地区各施設から多くのご利用者にも参
加いただいて元気で明るい記念式典を開催することができました。
3 ．新規事業の順調なスタート（抜粋）
①グループホームたいのはた東
利用率85%で稼働しており、11月からは体験利用サービスもスタートしました。
夜間対応の出来るパート職員の確保が困難な状況です。
②アクシスひょうご
利用率は自立センターひょうごのご利用者を中心に高率で推移しましたが、日中
もご利用になる方の少なさ、支援区分の比較的低い方のご利用が多いこと、また夜
間の支援体制を厚くして安心安全を確保していることから、経営は楽ではありませ
ん。
③神戸聖隷総合相談センター
法人内ご利用者の計画相談支援で契約数が239件となりました。事業の形態から
赤字経営となりますが、神戸地区全体でカバーしています。
4 ．社会福祉法人制度改革対応（抜粋）
①組織体制関係
新定款と新定款施行細則を定めました。
評議員選任解任委員会を構成し、 3 ／18理事会で2017年度以降の評議員を選任
しました。
②会計監理関係
理事長、常務理事、監事団でプロポーザルを通じて会計監査人を選定しました。
③社会福祉充実関係
社会福祉充実残額の試算（2015年度基準・全国経営協方式）では11億円と算出
されました。

第 2 期中期計画（地区計画）報告
2012年度から2016年度の 5 か年にかけて取り組んだ第 2 期中期計画（地区計画）の
成果について、以下のとおり報告します。
1 . 総括
計画ごとに担当部会・担当施設と年度目標を決め推進しました。尚、未達成の計画に
ついては第 3 期中期計画に引き継ぎます。
2 . 達成した主な内容
（ 1 ）但馬地区
①積極的な地域との交流（2012年～）
②第 2 和生園の開設（2014年 9 月）
③地域密着型特別養護老人ホームさくらの苑の開設（2017年 5 月）
④総合相談窓口の開設（2017年 5 月）
（ 2 ）神戸地区
①グループホームの展開（2014年～）
②相談支援事業の積極的展開（2012年～）
③重症心身障害者支援の拡充（2014年～）

2016年度決算報告
貸借対照表

資金収支計算書

2017年３月31日現在

（単位：千円）

資産の部

負債の部

当年度末
流動資産
現金預金
固定資産
積立資産

（自）2016年４月１日

前年度末

勘定科目

当年度末

前年度末

904,087

270,155

0

0

478,432

419,687

70,640

33,270

0

0

1,382,519

689,842

2,081,002 1,666,148 流動負債
1,353,218 1,121,474

短期運営資金借入金

5,989,022 5,428,513 固定負債
2,452,645 2,823,608

設備資金借入金
長期運営資金借入金
負債の部合計
純

資

産

の

基本金

部
974,589

974,589

国庫補助金等特別積立金

1,150,264 1,042,991

次期繰越活動増減差額

2,110,005 1,563,629

（うち当期活動増減差額）

175,413

270,586

6,687,505 6,404,819

純資産の部合計
資産の部合計 8,070,025 7,094,661 負債及び純資産の部合計

（至）2017年３月31日

8,070,025 7,094,662

（単位：千円）

当初予算（A）

決算（B）

事業活動収入計（1）

3,330,143

3,343,973

事業活動支出計（2）

3,085,262

3,055,858

244,881

288,114

事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）
施設整備等収入計（4）

369,244

375,512

施設整備等支出計（5）

1,075,413

1,092,335

施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）

－706,169

－716,823

615,404

617,536

その他の活動収入計（7）
その他の活動支出計（8）

249,032

248,780

その他の活動資金収支差額（9）=（7）－（8）

366,371

368,755

予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）＝（3）+（6）+（9）－（10）

0

0

－94,916

－59,952

前期末支払資金残高（12）

1,496,974

1,497,333

当期末支払資金残高（11）+（12）

1,402,057

1,437,380

事業活動計算書

（自）2016年４月１日
科

目

（至）2017年３月31日

単位：千円

当年度決算（A）

前年度決算（B）

増減（A）－（B）

3,315,969

3,236,961

79,007

－68,852

－70,655

1,803

27,000

28,998

－1,997

サービス活動費用（2）

3,161,408

2,988,329

173,078

人件費

2,302,290

2,148,422

153,867

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

8,871

8,322

549

業務委託費（保守料除く）

156,478

153,940

2,538

事業費支出

323,521

325,521

－2,000

減価償却費

160,045

145,831

14,213

サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）

154,561

248,632

－94,071

サービス活動外収益（4）

36,310

31,503

4,807

サービス活動外費用（5）

11,792

12,013

－220

サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）

24,517

19,489

5,027

経常増減差額（7）＝（3）+（6）

179,078

268,122

－89,043

特別収益計（8）

175,570

9,062

166,507

特別費用計（9）

179,235

6,598

172,637

特別増減差額（10）＝（8）－（9）

－3,665

2,464

－6,129

当期活動増減差額（11）＝（7）+（10）

175,413

270,586

－95,173

2,110,005

1,563,629

546,376

次期繰越活動増減差額

2016年度決算報告

法人本部

参考資料

2016年度

2015年度

230.2%

616.7%

純資産比率

82.9%

90.3%

人件費率

70.3%

67.2%

委託比率

4.8%

4.8%

人件費率+委託比率

75.0%

72.0%

固定長期適合率

83.6%

79.5%

流動比率

経常活動収支差額率
労働分配率

総務課長

小紫

5.3%

8.2%

87.2%

85.4%

義也

2016年度におけるサービス活動収益は前年度に比べ2.4％増加し、33億1,596万円となりました。介護保険事業
においては前年度実績をわずかに上回る0.4％増加となり、障害福祉サービス事業では3.1％増加となりました。特
に障害福祉サービス事業においては「グループホームたいのはた東」と単独型短期入所サービス「アクシスひょう
ご」、相談支援事業「神戸聖隷総合相談センター」を新たに開設しました。
施設整備面に関しては、 5 事業所において法人長期修繕計画に基いた修繕工事を実施し、また但馬地域において
は神戸聖隷歴史資料館兼但馬総合事務所の開設及び地域密着型特別養護老人ホームの建築工事を行ないました。
2016年度は法人第 2 期中期計画の最終年度であり、確実な計画推進に資する健全で強力な財務体質のための取り組みとして①事業収入目標
の設定（2016年度末において2010年度（30億円）比110％以上）、②事業活動利益率目標の設定（平均事業活動利益率 8 ％）、の 2 つの目標
を掲げていました。①については第２期中期計画最終年度において目標を達成しましたが、②については第 2 期の平均事業活動利益率は4.5％
で目標には到達しませんでした。給付費抑制と人材確保の命題の影響が表れています。
2017年度からスタートした法人第3期中期計画においても「社会的使命を果たすための安定的で規律のある経営」に取り組んでまいります。
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喜久子

（敬称略・順不同）

森定

昌吾

皆様のご支援に感謝申し上げます。

貴子

堀江

朱実

植戸

紘正

中

石原

義正

白川台キリスト教会

金原

義弘

智恵

成己

小紫

正喜

森崎

米田

安井

稔

裕貴子

杉本

秋山

安津子

英子

岡田

恵美子

澤

節子

小島

康啓

友紀

大谷

洋一郎

田島

正雄

林

金附

和子

藤井

敏彦

小西

和泉

加輪上

野口

雄二

剛志

水野

伊藤

多果子

清明

美濃部

重光

充

克彦

水足

小西

啓子

裕子

佐喜子

奈良

藤井

藤岡

秀和

一恵

南

井上

松井

敏男
恵子

北條

差智子

松本

敦子

卓也

越中

川口

みきゑ

みどり

奥

藤原

啓一

邦香

和香

山本

濱

勝村

和雄

恵生園家族会

神戸聖隷に
ご寄付をいただきました。

２月
３月

４月

５月

６月
小谷

洋一郎

厚子

金附

米田

神戸光生園家族会

長治郎

真生園家族会

永島

「モデルを見つめて」
多聞福音教会

牧師

吉川

潤

「雨ニモマケズ…」は宮沢賢治の作った有名な詩 ( 没後発見されたメモ書き ) で、孫の通っていた幼稚園では、これを園
児に暗唱させているものですから、驚くほどの速さと、回らぬ舌のかわいらしさで唱えてくれます。内容は、いまはわか
らないにしても、暗唱すること、口に出すことはこどもの成長にはとても重要で、いつの日かこの詩に心を留めるようになっ
てくれるのではないでしょうか。
「東に病気のこどもあれば行って看病してやり、西に疲れた母あれば行ってその稲の束を負い、南に死にそうな人あれば、行ってこわがらなく
てもいいといい、北にけんかや訴訟があれば つまらないからやめろといい、みんなにデクノボーとよばれ、ほめられもせず、苦にもされず…
そういうものに わたしはなりたい。」私もこういう者にと願うのです。
この詩のモデルが、斉藤宗次郎という人で、花巻（岩手県）に 1887 年に寺の三男として生まれ、小学校の教師になります。そして聖書に出
会い信仰を持つようになります。ところがその時からまわりの人から迫害され、親にも勘当され、石を投げられ、教師も辞めさせられてしまい
ます。嫌がらせも多く、家のガラスを何度も割られることもあったというのです。そして、さらに９歳になる長女の愛子ちゃんは「ヤソの子供」
と言われてお腹を蹴られ、腹膜炎で亡くなってしまいます。
彼はそのような中でも祈り、人々に愛を持って仕えることを選び取りました。新聞や牛乳配達のため一日数十キロの道のりを走りながら、キ
リストを紹介し、10 メートル走っては祈り、10 メートル歩いては感謝をささげた話は今も語り伝えられています。
彼はどんな日も休むことなく町の人達のために働き続け、
「でくのぼう」と言われながらも祈り続けていたそうです。そして、39 歳の時、
東京に引っ
越すことになります。出発の日、だれも来るはずがない駅には、町長をはじめ、町の有力者、教師、生徒、神主、僧侶、一般人や物乞いまで来て見送っ
たというのです。そして、その群衆の中に宮沢賢治がいたのです。
賢治は「こういう人にわたしはなりたい」と告白していますが、宗次郎もそう願い続けた人ではないでしょうか。賢治にモデルがあったように、
宗次郎にもモデルがいたのです。それは、イエス・キリストです。彼は自分を変えたものが、何であったかを良く知っていたはずです。人は残
念ながら教えではなかなか変われないものです。ある人格に触れてこそ、変わろうと願い始めるのです。
彼には、いつも苦しみとともに迷いや悩み、葛藤があったと思います。「何のために生きるのか」「どのように生きるのか」そして「誰ととも
に生きるのか」
「どこに向かっているのか」これが人生の価値観だと言えます。
そしてそれを、発見しながらもいつも迷うのが真実な生き方だと思います。傷つき、悩み、迷い、
自分と戦う。だからこそ、自分を見つめ、そして絶対的な神を求めようとします。この、弱いように
思える生き方こそが、確かな生き方を残すことになります。宗次郎も迷い、自分と戦い、そしてイエス・
キリストも戦われた。だから、この方は度々祈られていたのだと私は思います。人となられたからこ
その弱さや葛藤があり、人々に寄り添うことをされるから戦いがあった。だから自分を見つめ、道を
見つけ、神を求めるために度々ひざまずかれたのです。
私たちは、どう生きるのかを決めなければなりません。それが出来ないからこそ、「そういうもの
になりたい。」という願いが起こり続け、この心の中での戦いこそが私たちを価値ある生き方へと導
くのです。人に寄り添い、ともに生きたいと思うほど、犠牲を伴い、自分の中に戦いが始まる。そん
なときは、いつも、私たちのモデルを仰いで生きたいものです。
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