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日本聖書協会発行『アートバイブル』
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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施設長に聞く！

～ 新 た な 共 生 社会を実現するた
社会を実現するた めに神戸聖隷は働きます～
めに神戸聖隷は働きます ～

①好きなアーティストは誰ですか？
④あなたの「今でしょ！」は何でしょう？

①カーペンターズ
②特 定の個人というのはありませんが、自分
の信念をしっかりと持ちながらも周りの人
を受け止めることのできる柔らかい心を
持っている人は尊敬します。
③い ろいろと気にしないといけないとは思い
つつも、何もしていません。
④自 己啓発。より良い人生を生きるために自
神戸明生園
分を変えることです。
有川施設長
⑤人 との関係のなかで、できるだけ相手の思
いがどこにあるのかを探りつつ調和を図る
ことでしょうか。
⑥とにかく利用者の方たちが「生まれてきて良かったな」と思え
るような時間を過ごしていただけるような仕事をしていきたい
と思います。その意味で自分の使命というものを見つけられた
ら嬉しいです。

エスポワールこじか
伊﨑施設長

①ご く普通に人間らしく生きている人々。ジ
ブリの曲は心が落ち着きます。
②君原健二さん。「人生はマラソンというより
駅伝。前から後ろへつなぐ事」
③よ く寝ること以外、ここ何十年 何もして
いません。
④人に感謝すること。
⑤普通でいること。感性。聖書の言葉。
⑥愛 があるかを自分に問いながら、愛を未来
へつなぐ事。

神戸友生園
井上施設長

①湘南乃風・浜田省吾
②普通ですが父です
③よく笑う！
④当たり前のことがきちんと出来るような「体
制を作ること」でしょうか
⑤人との繫がり
⑥長 らく神戸友生園を利用してくださってい
る方が、安心して日常生活を送れるようなし
くみが作れるように頑張りたいと思います。

高齢者グループ
ホームわらしべ
太田施設長

①松岡修三
②母親
③何 もなく、症状が出て慌てて病院へ参りま
す。ただ寝れる時に寝て、食べれる時に食
べて、身体が欲するように自然に。
④課題をこなす事！
⑤反省し感謝すること。
⑥色々な場面を踏むごとに自分の無力さを痛感
します。学ぶ事は得意ではありませんが、少し
ずつでも前進し仕事に活かせればと思います。

①鈴木英人（イラストレーター） 山下達郎（シ
ンガーソングライター） 久石譲（作曲家）
歌川広重（浮世絵師） 運慶（仏師） 大瀧
詠一（シンガーソングライター） 新田二郎
（小説家） 村上康成（イラストレーター・
絵本作家）
②カ ール ロジャース（心理学者） 親鸞（日
本の僧） 加藤文太郎（登山家） 宮崎駿（ア
神戸聖生園
ニメーター）
加藤施設長
③身体を動かすこと（汗をかくこと）
④素直になること
⑤私がわかっていないことを自覚し、そこに迫ることのできるよう
に努力する事。
目に見えない、
見えていない何かを感じ取ること。
⑥自分の周り半径３メートルで起こっていることを感じ取りなが
ら、宇宙の果てを想像、創造すること
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②尊敬する人は誰ですか？
⑤あなたが大切にしている事は？

③健康管
⑥これか

①SMAP
②両親
③よ く食べてよく寝ること、そして、笑うこ
とです
④職 員の信頼を得ることと働きやすい職場づ
くりを目指すことです。
⑤日々心がけていることは、「笑顔」です。
平生園
達成感に満ちた笑顔、不安が解消し解消後
掃部施設長
の喜びの笑顔等、私も他人の笑顔で暖かい
気持ちになり笑顔の素晴らしさや大切さを
実感します。ひとりひとりの笑顔を大切にし、皆を大きく取り
囲む笑顔の輪を大切にしたいです。
⑥何がなんでも稼ぎますと言いたいところですが、これからの社
会に役立ち、貢献できる神戸聖隷福祉事業団としての事業を作
りたいです。

和生園
久木田施設長

ワークセンター
わかまつ
西郷施設長

せいれいやさかだい
高瀬施設長

①ミ ュージシャンなら谷村新司（カラオケで
お世話になりました）、これからは東日出夫
さん（漆芸家）かな？
②歴代の施設長
③毎日の飲酒と喫煙。後はスポーツを少々
④雨で倒れた田んぼの稲刈り
⑤利用者の可能性と無限性
⑥発想の転換（かなり衰えてきたが）

①さだまさし
②両親。
③野 菜から食べる事。間食をできるだけ避け
る。
④やせること。
⑤基本に立ち返り、忠実な仕事を行っていく。
⑥世 界の流れを見据えて、多様な利用者支援
を探し、実現したい。

①チック・コリアです。
②金附洋一郎氏です。
③非日常の創出・演出
④率直で対等なコミュニケーションの習得
⑤気づき
⑥共生の場〈出逢い・共感・癒し〉の創出
自閉症スペクトラム障害者のコミュニケー
ション支援

①印象派「光の画家」クロード・モネ
②坂本龍馬
「人の世に道は一つということはない。道は
百も千も万もある」
③食 べ過ぎない！飲み過ぎない！しっかり睡
眠！ストレスを溜めない！
④今年こそ、嫁にセカンドプロポーズ ?!（笑）
⑤卑屈にならず、尊大にならず、「ありのまま
ひょうごデイサービス
の自分」を認め、受け入れること。
センター
⑥
（これまでも、
これからも）
「喜・怒・哀・楽」
谷施設長
の分かち合い。
そこから生まれてくるものの追求。

理で何か気を付けている事は？
ら、仕事を通してやりたい事、やってみたい事

自立センターひょうご
谷施設長

①今 は亡きカラヤンと現存するベルリンフィ
ル
②織田信長
③休肝日の遵守と十分な睡眠
④こ の世に生を受けたことへの感謝をどんな
瞬間も忘れず今の自分の役割を果たすこと。
⑤出合いと絆
⑥自 身の職業観である「calling」と福祉観で
ある「normalization」を産学協同、地域共
生という形で具体化していきたい。

ワークセンター
ひょうご
谷上所長

①最 近は佐々木嬢の本を読んでいます。画家
は兵庫区居住の石井一男の作品が好きです。
②特にいませんが、あえて言うなら両親。
③スローフードと適度なお酒
④ぐっすりと寝ること
⑤福祉に携わる多くの方々との交流を楽しむ
⑥一 所懸命勉强をして、センターの円滑な事
業運営に努めていきたい

真生園
種谷施設長

①v an morison, eric anderson, leonard
cohen,友部正人,etc.（少しマイナーです。
すみません）
②現在不在です。
③食べ過ぎ、飲み過ぎは厳禁
④このアンケートにいかに応えるか。
⑤今でしょ
⑥関 わらせていただいた仕事を通じて、誰か
が幸せを感じてくれればと思います。

①すぐに変わるんですが、今はマイケル・ジャ
クソン、エリック・クラプトン、コブクロ。
クリス・ハートが気になっています。
②市 川房江。日野原重明。アントニー・ガウ
ディ。
③家 族そろって朝しっかり食べることです。
スムージーしてます。
北但広域療育センター ④「半沢直樹」にはまってます！
⑤人 の想いをよく聴くことと、人の意見を取
中江施設長
り入れて考えていくことです。出来ている
かな…。
⑥但馬地域で、療育センターを根付かせること。楽しく働きやす
い職場環境を整えていくこと。次世代の職員の育成。
①加山雄三
②長嶋茂雄
③一 に睡眠、二に栄養、三四がなくて、五に
焼酎？
④初孫（生後三ヶ月）との喃語での語らい
⑤出 来ない理由を言うよりも、出来る方法を
考える。
恵生園
⑥ご利用者の笑顔が一つでも多く見られる仕
西山施設長
事。入所施設のご利用者が、「地域に出て暮
らしてみよう、暮らしてみたい」と思って
いただけるような働きかけと、そのために必要な「働く場所」と「住
いの場所」等の環境整備。

①最 近のお気に入りは「FUNKY MONKEY
BABYS」
です。
解散してしまって大変残念です。
②月並みですが、
学生時代から
「坂本竜馬」
です。
③ダ イエットに名を借りた飢餓状態にならな
いことです。食べたい物を食べたい時に食べ
て、ストレスを溜めないようにしています。
平生園・さくらの苑 ④う ーん。今でなければと思うことは心に浮
松本副施設長
かんできません。ただ、「今でしょ！」が見
つかれば、いつでも対応するだけの心の準
備はしているつもりです。
⑤人間関係です。上司、同僚、部下、施設の利用者、家族、親戚、
友人、知人、全て人ですよね。自分の周りの人たちと強力なネッ
トワークを構築して、お互いを高めあうような関係作りをした
いと、日々心がけています。
⑥神戸聖隷福祉事業団に入職当時、「福祉とは共に生きる」ことだ
と教えられました。当然といえば当然過ぎるような福祉の原点
になる言葉なのですが、これを常に考えながら業務に当たって
きたつもりです。これから、この言葉を部下や後輩たちに引き
継いでいきたいと思っています。言葉だけでなく、それを如何
に具現化して、仕事に生かしていけばよいのかを、ゆっくり時
間をかけて話し合うことが出来ればと考えます。

①Lars Jansson（ジャズピアニスト）、小沼
ようすけ（ジャズギタリスト）
②父、母
③なし
④健康管理
⑤好きなことを大切にしようとすること
神戸愛生園
⑥利用者様が豊かな時を過ごすことができ、
村山施設長
職員がプライドを持って支援に入ることが
できるものなら何でもやってみたいという
よりも、やらなければと思っています。「やりたいこと」よりも、
仕事に対する姿勢にこだわっていきたいと思っています。

本部
吉田事務長

①
（作家）井上靖 （画家）平山郁夫 （映画監
督）張・芸謀（チャン・イーモウ）（チェ
リスト）馬友友（ヨーヨー・マ）
②鈴 木敏夫氏 森定弘次氏（二人とも真生園
の元園長、故人）
③仕事をカットオフする時を持ってます
④頭のなかの交通整理
⑤早朝学習
⑥改革の継続

①ノ ラ・ジョーンズ、クリスティーナ・アギ
レラ（まったくジャンルが違いますが）
②私を導いて下さったすべての人です。
③日 付が変わる前に眠るように心がけていま
すが、なかなか…
あと、健康のために毎日欠かさず「アレ」を
神戸光生園
飲んでます。
吉本施設長
④昨 年いろいろな事に手を出しすぎて、今年
は「今でしょ！」は、考えられません。す
みません。
あっ、ありました。腰痛体操 !!
⑤
「これは正しいことか？」と自分自身に問うこと。
⑥今は与えられた課題を一所懸命やるだけです。でも余裕が出来
たら、今自分が日常生活で困っていること・悩んでいることが
ヒントになって、人の役に立てることが出来たらいいな、と思
います。定年になって、元気が残ってたら考えます。（漠然とし
ていますね。）
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神戸友生園
コ ウ



神戸友生園の交わり
神戸友生園

利用者

柏原さん

私たち友生園の園生は、一人ひとり年齢、性
別、障害の種類、程度がことなります。それら
が集まって交わることによって、相乗効果が生
まれ、現在まで取引企業の皆様に信頼され、こ
こまで発展して来られたのだと思います。
またその発展していく過程で欠かせないの
が地域との関係で、毎年来てくださる周囲の諸
学校の実習生の皆様との交流、毎年9月に開催
する「おいでやすカーニバル」に代表される地
域との絆を大切にすることによって、そこで認
めてもらえるようにすれば友生園もより良く
なっていく存在になります。
私はこの友生園をもっと元気にしたいので
す。その為にできる限りの方にこれからも声掛
け・挨拶をしていきたいと思います。みんなの
笑顔がみたいから…

ベ

ユ

ウ

セ イ

エ ン

ホロ酔い気分♪
名所をバックにハイポーズ！
丁寧にチェック

1984年4月に身体障害者通所授産施設として開園。2008年4月1日
障害者自立支援法の体制に事業移行。就労移行支援B型事業を行っ
ています。

利用者

星島さん

それぞれの場所で作業が決まってます

び

私は通園して30年になるが、
「与えられた仕事（作業）に対し
てスピーディーに、品質の良いものを作り出す。
」それに対して
「具体的にどうやっていくのか」というのを私は考え、行動して
きた。それはどこで働こう（作業しよう）と不変である。
「勝手
なことをしている」と誤解されることもあるけれど、試行錯誤
中でやっていることが納得いかないこともあるし、決して「こ
れがベストだ」とも思っていない。でも、障害者が働く（作業
する）には、社会で通用すると思えるものを障害者自身が見い
だすことも必要ではないかと思う。障害者は一人ひとり違うの
だから…

び
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神戸友生園

露店飲茶に舌鼓

き

根気と丁寧さ

神戸友生園で働くということ

と



データー打ち込み

働学遊食

分業でチェック！

集中力が必要

見るのもやるのもいいもんです

べる


チャペルアワー♪

味もー入！！

決めのポーズ

トモと生きる

神戸友生園

井上

施設長

施設長として神戸友生園に帰ってまいりました。13年ぶりの友生園は、懐かしく、利用者の方
にも温かく迎えて頂きました。
昨年度までは、障害のある方の一般就労を支援する施設に勤務しており、職業準備性を高める
訓練や、障害者雇用を勧めようとしている企業の支援等を行っておりました。就労支援を行いな
がら思っていたことは、友生園の利用者の方のことでした。と言いますのも以前、友生園に勤め
ていた際、利用者の方の長期目標として「就労」と上げながらも、実は具体的に何をしていいの
か解からず、ただ日々の作業を真摯に取り組むことや、納期や品質を守ることの重要性をご理解
頂く支援に終始していたと思います。
「就労」する為の基本的な「求職登録」や、職業安定所との連携など必要な事がた
くさんあることを知らずに過ごしてきたことを悔いていました。
10年間の就労支援の経験を、これから友生園で活かせることが出来るように励んで行きたいと思っております。
さて、今後の友生園の取り組みですが、今年度下半期から、利用者の方のケース担当を決め、より細やかな支援が出
来るような体制を作ります。今まで以上に、作業面、生活面での支援に力を入れて行きたいと思います。
また、
「親亡き後の生活」について検討をしていきたいと考えています。今年度の家族会総会では、大阪のＮＰＯ法人
アビリティおおさかの理事で、淀川栄光教会の牧師でもある山中先生をお迎えして、ケアホームの内容についてお話をし
て頂き、
「親亡き後の生活」と考えて行くきっかけづくりとしました。
利用者の方へは、ニード調査を実施し、将来への不安や、給食に関する要望、送迎の希望などを調査して、今後の取
り組むべき課題を整理して行きたいと思います。
利用者の皆さんに「友生園を利用して良かった」と思って頂ける施設になるよう努力して行きたいと思います。
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2012年度事業報告 

2012年度事業報告

2012年度事業報告

（自）平成24年 4 月 １ 日

①施設長・副施設長研修（２泊３日－20名）。

「我々はいかなる団体であるべきか」「法人全体の事業の融合性」「人材確保、

・
「福祉労働者の置かれている状況－事業内労使の関係と社会、制度との

体現の大切さを伝え続けました。同時に研修機会を通じて参加者の交流を深めま

関係（UIゼンセン同盟介護クラフトユニオン組織部長染川氏）

した。また、本年度目標の一つである「利用者の方、ご家族の方々のご要望を良

・「実践力を高める、使える人材育成」
（対人援助研究所主宰稲松真人理事）

く聞くとともに、職員の働きやすい職場つくり」については、職員には研修以外

・「事業計画とマネジメントについて」（神戸YMCA総主事水野雄二理事）

の機会も活用して働きやすい職場つくりへの協力を伝えてきました。

②課長研修（１泊２日－16名）

特に、家族会・保護者会へも積極参加し、親御さんの高齢化に伴う法人の対応

・「課長に期待するもの」（理事長）

どについても意見交換ができました。二つ目の目標「地域福祉の充実を目指す若

・「意見発表とグループ討議、個人レポート作成」

いリーダーを育成し、法人の新体制を早急に構築する」については、法人機能強

③主任・副主任研修（１泊２日－対象46名－15名ずつ３回）

化と事業実行力の強化の具体化につながるように問題提起と話し合いを重ねてき

・「法人が職員に期待すること－求める主任・副主任像」（理事長）

ました。その結果、法人機能強化に関しては人材確保の問題に加えて事務所に関

・「キリスト教と社会福祉」（多聞福音教会吉川牧師）

わる物理的な事情や、地域の特性をふまえた本部所在地の決定の必要性などの諸

・「組織と基本理念について」（副理事長）

課題が明確化しました。そこで将来の「事業部」制を想定しつつ、当面は、常任

・自分たちの業務の振り返り－業務をどのようにとらえ、行動していくか

理事に担当業務を位置づけ、経営戦略会議を定例化することにするとともに、手

⑵ 一般職員の各種研修の実施を通して（内容はサービス事業担当者会報告

2,709,29１

国庫補助金等特別積立金取崩額

３44,622

３52,788

施設整備等収入計（4）

6,84３

20,１5３

サービス活動費用（2）

2,927,0１6

施設整備等支出計（5）

8１,90３

84,１27

人件費

2,2１5,１54

－75,060

－6３,974

2１4,828

2３,544

施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）
その他の活動収入計（7）
その他の活動支出計（8）

残念なことにこの１年に、複数の施設で運営管理不行届き、利用者虐待や、介

サービス活動増減差額（3）=（1）－（2）

１１３,742

１,4１0,805

サービス活動外費用（5）

３0,１１１

１,496,490

１,44３,960

サービス活動外増減差額（6）=（4）－（5）

7,954

経常増減差額（7）=（3）+（6）

●参考資料
流動比率

9１.１%

人件費率

7３.6%

委託比率

３.9%

人件費率+委託比率

77.6%

固定長期適合率

79.0%

１2１,696

特別収益計（8）

6３6.３%

純資産比率

１8,2３１

特別費用計（9）

１72,882

特別増減差額（１0）=（8）－（9）

－１54,65１

当期活動増減差額（１１）=（7）+（１0）

－３2,954

次期繰越活動増減差額

１,29３,１99

4.0%
0.0%
90.9%

2012年度決算について

竹内牧師）
②讃美歌誕生の物語を知り讃美歌を歌おう（神戸地区40名竹内牧師指導）

の対応や責任者の処分、業務の正常化を進めました。また年度の後半には２つの

③クリスマスにまつわる話しエトセトラ（神戸地区25名講師竹内牧師）
⑷

成年後見制度の普及を通して（田口参与）

受けました。これを受けて、法人全事業所の実態調査を経て、全職員に３ヶ月間

・制度理解による障害者支援の拡大。権利擁護の在り方を知る

の未払い超過勤務手当を支払うとともに、社会保険労務士と弁護士の指導を得な

・制度活用推進委員会（主に施設長、課長）による理解と普及

がら「超過勤務に関する手引書」を作成し、全職員に対してこの問題に対する考

・利用者、家族、職員への説明と制度利用の拡大

え方と日常労務管理方法を周知しました。

・「みまもり通信」の発行及びなんでも相談と対応
⑸

サービス管理責任者会議を通して（サービス・事業担当者会のサポート）

（法人事業内サービス管理責任者（25名）による）

サービス）するための準備が完了しました。北但広域療育センターならびにエス

・業務の明確化と・言語化業務への専念のため環境改善

ポワールこじかの児童分野事業は、障害者自立支援法改正に基づいて生活介護事

・個別支援計画書式統一・法人内サビ管責任者間のネットワーク化等を議

業、児童発達支援事業、放課後等デイサービス事業に移行しました。また、グルー

論、検討。その役割意識の高揚
⑹

法人広報誌「洗足vol.6」発行を通して
・課長特集（次代を担う課長の横顔）

●決算資料

支援サービス推進の基盤整備として法令遵守規程、虐待防止規程、苦情解決規

貸借対照表

程を制定し、また、事業の法人一体運営のために、資金運用規程を制定、施設建

（自）平成24年 4 月 １ 日

物の一元管理と改修等の推進のために顧問建築設計事務所を選定しました。
資

２．具体的な取り組み

産

の

（至）平成25年 ３ 月３１日

部

負

債

の

（単位：千円）
部

当年度末

和夫

月

月

３

森山

髙橋

山本

山本

植田

山形

森定

岩木

安津子

礼奈

洋子

啓一

亜佐子

真司

朋樹

喜久子

明

小西

金附

大谷

秋山

和田

鎌田

杉本

上垣

米田

和泉

和子

洋一郎

節子

裕貴子

たねよ

晶子

稔

貴美

成己

（敬称略・順不同）

岡田

恵美子

野口

皆様のご支援に感謝申し上げます。

小島

康啓

家庭倫理の会神戸市北須磨支部

田島

雄二

芳寛

水野

岡本

綾子

正雄

大谷

藤井

勝敏

多果子

伊藤

俊明

しづ子

美濃部

羽渕

下岡

6,550,678

佐和子

負債及び純資産の部合計

小林

5,964,5１7

神戸聖隷に
ご寄付をいただきました。

５月

－３2,954

純資産の部合計

由起雄

6,550,678

（うち当期活動増減差額）

有

資産の部合計

１,29３,１99

浩二

２．実践上における職員の意識への深め

１,１94,758

次期繰越活動増減差額

恵津子

期中期計画の推進力となることを確認してきた。

国庫補助金等特別積立金

別所

理念に根ざす人と人とのつながりが大切であること、そしてそのことが第２

974,589

洋一郎

基本金

さらにお互いが考え、学び、共有しつつ実践していく必要があり、特に基本

部

森山

586,１60
の

敏彦

産

金附

た。同時に、神戸聖隷福祉事業団として大切にする役割、存在価値について

資

紘正

純

和夫

負債の部合計

英樹

0

加輪上

48,660

長期運営資金借入金

通して法人職員としての価値観の一貫性や相互の融合性を見出す努力をし

４

３３9,622

設備資金借入金

営、経営、理念、支援実践のあり方等実に多岐にわたりながらも、それらを

石原

0

６月

2,497,5１4

短期運営資金借入金
固定負債

原

4,98１,952

246,5３8

７月

積立資産

１,070,624

吉田

当年度末
流動負債

吉田

現金預金
固定資産

１,568,725

法人本部 事務長

40年近い事業史のその時々に、たくさんの方々のお支えをいただいてきました。心から感謝申し上げます。今日は、編集者から「どうしても書け」と、決算
に対するコメントの指示を受けましたので、少し書いてみます。
初めに、神戸聖隷福祉事業団の財務状況の特徴として、現金預金や積立資産の額が示すように、短期と長期の安定性がたいへん高いということが言えます。一
方で収入に対する人件費の割合（人件費率）も業界では比較的高い水準にあります。積立金などが多いことから、たまに社外の方から「片手に聖書、片手にソロ
バンですか」と冷やかされますが、神戸聖隷はただ真面目にやってきただけです。現在の財務の状況は、創業者たちがそうあったように、いまも、職員一人ひと
りが真面目に取り組んでいる結果だと思います。
これまで、特に大切にしてきた指標は「利用率」です。私たちは、施設などの資産や人材などの資源を、社会からお預かりしているものと考えます。このお預
かりしているものをできるだけ高度に活用するということを使命と考え、使命の達成度合いを「利用率」というモノサシで測ってきました。それで、多くの皆様
にご利用いただくためには、社会から評価されるような良い福祉・介護サービスを提供しなければなりません。ですから神戸聖隷はいつも、キリスト教精神に基
づいた愛・奉仕というテーマを心において活動してきました。またその意味で、対人サービスの担い手となる職員を大切にしてきたと思います。このような取り
組み方は、これからも変わらないと思っています。
ただ、2012年度に限っては、予算を達成できない施設が増えてしまい、それ以前と比べて厳しい決算になりました。ひょっとすると、別な時代の幕が開いた
のかもしれません。いよいよ、神戸聖隷の本質が問われるという、急かされるような気分を抱いています。それが、どういう時代なのか、これからはどうしたら？
というと、決まった仕組みや制度にきちんと対応するという姿勢だけでは、役割が果たせないということでしょうか。いま行われている社会保障、生活保障の論
議でも、福祉事業者の挑戦的な取り組みを強く期待し、どんなことができるかが試されています。事業者側から社会のニーズを発見して、いかに「合理的」
、
「効
率的」に、地域社会に役立つ事業に育てるか問われるようになりました。例として低所得者への支援やセーフティーネット機能の構築などが上がります。正直な
ところ、こういう取り組み方が私たちにはできていません。地域貢献の面も不十分です。
こうした問題意識に対して、法人は2012年度に、「共生社会の実現」をテーマとして第２期中期事業計画をスタートさせました。まさに本番はこれからだと感
じます。40年前からは大きく変貌した地域社会や人々の生活のあり方の中に、私たちの新しい役割を見出して、
「質の高いライフサービス」の提供に努力します。
また、そのために、神戸聖隷らしい進取の精神に満ちた職員像を再び掲げ、すべての職員が共に成長することを目指す計画です。私は、法人の強い財務をこの新
たなチャレンジにこそ生かしたいと思っています。
皆様には、どうぞ、忌憚のないご指導とご叱咤をお願いいたします。併せて倍旧のご利用とご支援もよろしくお願いします。
お読みいただきありがとうございました。

８月

流動資産

た。視点は個人、組織、事業、法人、利用者、家族、職員、社会、制度、運
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１３6,202

１,３70,１6１

①但馬、神戸地区キリスト教福祉講座継続開講（但馬－沖田牧師、神戸－

いった問題が頻出しました。そのため、常任理事会は多くの時間を費やして、そ

⑴ 役職者全員を対象にした研修を通して（施設長、課長、中間管理職の自

３１7,845

減価償却費

特別講座（自由参加）を通して

護報酬過誤返戻、利用者支援関係帳票の不備、国基準誤読による定員是正指摘と

的なあり方（実践）について各種の研修会等可能な場を通して学ぶ機会を持っ

事業費支出

当期末支払資金残高（１１）+（１2）

④総合職員研修（42名）

法人として基本理念と行動規範の考え方とその重要性を確認し、その具体

279,204
－255,659

前期末支払資金残高（１2）

労働分配率

１．法人の設立理念（キリスト教精神）の継承、内面化

３58,06１

３8,066

サービス活動収益対借入金比率

法人本部の基本方針への取り組みについて

１１8,660

サービス活動外収益（4）

③フォローアップ研修（22名）

している隣地所有者への土地賃貸を決定しました。

8,267

業務委託費（保守料除く）

0

画的に諸課題に取り組まなければ、中期計画を通して法人が果すべき役割を実現

で、権利侵害に対処しました。さらに、有効利用の目的で太陽光発電事業を予定

福利厚生費

３３,１54

経常活動収支差額率

あった伊川谷所有地については仮設進入路を埋め戻したうえで境界を柵で囲ん

20,894

0

②新採用職員研修（１泊２日－22名）

プホームかしの木の拡充のために、同土地ならびに建物を買収しました。懸案で

－68,70３

経常経費寄附金収益

１26,３28

る手立ても探っております。しかし基本的には、法人の総合力を強化してより計

中部在宅障害者支援センターでの種々の相談支援事業を一体化（ワンストップ

３,040,759

－１4３,2３2

当期資金収支差額合計（１１）＝（3）+（6）+（9）－（１0）

①新採職員入団前研修（西神戸教会にて－22名）

新事業としては、神戸市の基幹相談支援センター事業を受託。これを契機に、

額

2,769,922

口として、行政が民間移譲を考えている事業と法人現行事業とを統合的に展開す

施設に労働基準監督署の立ち入り調査があり、超過勤務手当の追支払是正勧告を

金

事業活動支出計（2）

にて）

⑶

目

サービス活動収益（1）

薄になる「事業現場」を守る副施設長を配置しました。また、事業活性化の突破

確保・育成を迅速に進めることが求められています。

科

単位：千円

３,062,079

予備費支出（１0）

の充実を求める声を聞かせていただくと共に、成年後見制度やケアホーム新設な

決算（B）

（至）平成25年 ３ 月31日

３,１１4,544

その他の活動資金収支差額（9）=（7）－（8）

・「キリスト教と社会福祉」（多聞福音教会吉川牧師）。

していくという目標が実現できません。そのため、何より「あとに続く人材」の

当初予算（A）

（自）平成24年 4 月 １ 日

（単位：千円）

事業活動収入計（1）
事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）

・「キリスト教と社会福祉」（多聞福音教会吉川牧師）

育成」を共通テーマにした各職層研修を通して、役職員全員へ法人理念の理解と

事業活動計算書

（至）平成25年 ３ 月31日

勘定科目

己改革の実現に向けて）

１．法人基本方針総括

資金収支計算書

●財務諸表
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「赦しは癒し、健康」 「第１回神戸聖隷杯
牧師 鈴木 眞
グラウンドゴルフ大会」

鈴木牧師メッセージ
明石ベテル教会

ヤコブが目を上げると、エサウが四百人の者を引き連れて来るのが見
えた。
ヤコブは子供たちをそれぞれ、レアとラケルと二人の側女とに分
け、２側女とその子供たちを前に、レアとその子供たちをその後に、ラケ
３
ルとヨセフを最後に置いた。
ヤコブはそれから、先頭に進み出て、兄の
４
もとに着くまでに七度地にひれ伏した。
エサウは走って来てヤコブを
迎え、抱き締め、首を抱えて口づけし、共に泣いた。
【創世記３３章 1 節〜
4 節】

１

八重が会津から京都に移って新しい明治時代になったが、幕末にあった果てしない憎しみや、恨み
つらみが残っていた。そんな中、彼女は兄・覚馬から耶蘇教の聖書を学ぶように指示された。それは
聖書が
「敵を愛せ」等、戦いではなく、赦し合うことが説いているからだ。そうでなければ新しい時代
が築かれないことを悟っていたからだ。
（『八重の桜』
より）
＊
さて祖父アブラハム、父イサクの子ヤコブは兄弟との相続争奪戦で逃避行し、長い歳月が経った。
し
かし相続財産への良心の呵責があって、心の溝は埋まっていない。それで家族を連れ、沢山の土産を
持ち、兄の前に七度地に平伏して、あいさつ。涙の再会、和解の瞬間だった。二度あることは三度ある。
後にヤコブの末っ子ヨセフは兄弟達とのもめ事があって、エジプトへ奴隷に売られた。その後カナンに
大飢饉があって、ヤコブ一家はエジプトに穀物を買いに走る。そこで総理になっていたヨセフと再会。
彼は家族を救う為に先に遣わされたと告白し、最も大切な兄弟の赦し合い、心底和解となった。
明石ベテル教会の誕生には、筆者の１９８７年 F 教会での牧師解任があった。残念無念な思いを抱
き、帰郷がひらめいた。
しかし、教派・教団の鞍替え、T 教会への転任で決着が着いた。
だが内心では
明石で再出発、教会の開拓を決意していた。その機会を待って、新しい教会造りを志した。
ミレニアム
に教会堂が与えられ、１５周年頃から F 教会との和解、赦しが頭をもたげる様になっていた。不思議な
もので牧師や教会員の交流、葬儀など幾つかの要素で赦せる心境に至り、創立記念など案内状を送っ
たりした。
一人の遊女が主イエスの足許にひざまずき、涙で足を洗い髪で拭き、香油を塗った。弟子たちは非
難の眼で呟いた。主は彼らの心を見抜かれて、一つの例を上げられた。一人は五百デナリ、もう一人は
五十を借りたが、返せなかったので金貸しは赦してやった。
どちらが有難く思うか？当然多く赦しても
らった方。
「だから私は『この女の多くの罪は赦されている』
と言います。それは彼女がよけい愛したか
らです。
しかし少ししか赦されない者は、少ししか愛しません。」
（ルカ 7 の４７）と主は結ばれた。主イ
エスが死刑囚とならされて十字架にかけられたのに、呪いでも悪口憎悪でもなく
「父よ。彼らをお赦し
下さい。彼らは、何をしているのか自分でわからないのです。」
（ルカ２３の３４）と、赦しを宣言、実行さ
れた。一方、十字架の下にいた兵士たちはクジを引いて、イエスの着物を分けていた?! ユダヤ人、兵
士や皇帝、弟子や信者達そして私達も含め人は一体何をしているのだろうか。皆自分だけは正しい、
ましだと言い、行なっている。それこそ陳腐、ピンボケ、どこかずれている、誤っている。人の罪や過ち
を指摘し、暴き合っても何の解決がないばかりか、対立や抗争が果てしなく続く。十字架による和解・
赦しは心身や人間関係の癒し、更に愛は赦し、癒し。赦しと心身の健康は直結している。裏返せば赦さ
なければ不健康、病気につながる。
だからお互いに赦し、愛しなさい。赦し合うなら、個人も社会も教
会も健康になれる。主の祈りにある「我らに罪を犯す者を我らが赦すごとく、我らの罪をも赦し給え」
の赦しには、心身を健康にする鍵がある。夫婦や親子、家族、人間関係、対社会が
「忘れる、そんなもん
だろう」
とうなずけるなら、
「赦せる」
〈原語；アフェミー〉
かもしれない。
アァメン

契約不在のままでいいのでしょうか…

朝来市和田山町殿「山城の郷公園」にて
「ピー！スタートします。」

竹田城の後姿に腰をかがめた
フォームも決まっています。

「ナイスショット！」

準備、段取りも地域の皆さんの
ご協力のおかげです。

但馬地区の地域交流企画・展開担当部会では、「地域に根ざした積極的
な地域との交流」を進めています。
「神戸聖隷を知ってもらうために何を」と考えた時、地域の皆様のご意見
等をお聞きし、一緒に楽しむ「グラウンドゴルフ」を開催することで地域の
皆様との交流や神戸聖隷を知っていただくよい機会となるのではとの意見
を頂き、5 月２０日
（月）竹田校区の皆様の多大なるご協力を頂きながら「第
1 回神戸聖隷杯グラウンドゴルフ大会」を開催致しました。当日は、交流会
を後押ししてくれるような晴天となり、総勢１０９名という大変喜ばしい参加
者で楽しむ事が出来ました。神戸聖隷からも利用者さん、職員が地区の皆
様合同のチームで参加し、ご指導を頂きながら活気あるプレーを楽しませ
て頂きました。賞品には、欲を出してしまいましたが、皆さんがまた足を運
んでくださる事を願い「あったかプラザ」の但馬牛定食ペア券等を贈呈致
しました。今回の交流はスタートであり、皆様の支援を受ける一方通行の
交流ではなく、地域の皆様と行き来の出来る地域に根ざした関係が構築で
きるよう努力して行きたいと思います。
シリーズ

〜神戸聖隷における成年後見制度の活用〜

知的障害者という表現はブラック・ユーモアを感じさせます。知的を辞書で引くと「知性に富むさま」とあり、障害は「さまたげとなるもの」とあります。この二つの単
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語を組み合わせますと「知性に富むのを妨げられている人」と読めるのです。知性のバロメーターは、いったい何なのでしょう。知性の中に感性は含まれないのでしょうか。そんなは
ずはないと思います。どんな人間にも感性はあるのですから・・。知的障害者が芸術の分野などで感性に満ち溢れた作品を発表しているのはご存じとおりです。だからというのではあ
りませんが、やはり知的障害者というレッテルには違和感を覚えます。マイナス思考でレッテルを貼るから、そのレッテルに惑わされて、障害者問題の本質を見失うことになるのではな
いでしょうか。「感動体現者」とでも新しい呼び方にすれば言葉の持つ力によって随分と変わると思います。こうしたプラス思考で呼び方を変える勇気を持とうとしないのは誠に残念と
いう他ありません。何故なら、感動が呼び水となって世の中が変わったこと変えられたことは数えきれないのですから・・。
知的障害を持つ子ども（と言っても成人ですが）
と一緒に暮らしている親たちが必ずと言っていいほど口にする言葉に「この子が死ぬのを見届け、
この子より一日だけでも長生きしたい」
があります。この、言葉の裏には共生社会（ノーマライゼーション）が中々実現しない社会に対する不安と不満があるように思われます。障害が生活を妨げているのではなく障害に対
する偏見が生きにくくさせているのだとよく言われます。理不尽な対応で苦い思いを体験してきた親たちにとって、「障害者福祉の理念が家族責任から社会責任に変わったのですよ」
と言われても、額面どおり受けとめる親は少くないのではないでしょうか。現に、高度経済成長路線を突っ走っていた頃、子育てや介護などは国が面倒を見ますから、安心して仕事に
励んで下さいと言っていた政府が、財政赤字が膨らむと手のひらを返したように、福祉施策を後退させるようでは、さもありなんと思わざるを得ません。
ところで、介護保険制度が施行されてから１３年、社会福祉サービスの提供の在り方が様変わり、福祉サービスを利用するに
は本人が契約しなければならないとされました。契約が困難な障害者や認知症の方に代わって契約行為など支援するために成
年後見制度が出来たのですが、成年後見制度の主旨が周知・徹底されないため、余り普及していません。コンプライアンス（有
効な契約）をいつも口にする行政が、こと成年後見制度に関しては、真剣に取り組もうとしないで、契約不在（無効の契約）
の実態があっても、見て見ぬふりをしていることも、その主な原因だと思います。非常に穿った見方ですが、契約能力に難の
ある認知症や知的障害者の方に対し成年後見人の選任が進まない結果として、「福祉サービスの利用が抑制され、支出が抑え
られると考えているのではないか」と思いたくなります。
契約の意思表示が出来ない多くの契約難民（契約の意思決定が出来ない方）の方達にとっては、福祉サービスを受ける権利
が阻害されていることになります。行政が利用者の立場に立ってコンプライアンス（有効な契約にする）を徹底しないかぎり後
見制度の利用が進まないのは明らかです。先の被後見人の選挙権を巡る訴訟においても行政の不作為責任が問われました。成
年後見人を選任しやすい環境をつくらないのは、福祉サービスを利用する権利の侵害だと国を訴えるようなことが起きるかも
しれません。そうなれば、利用者の意思を尊重するとしたノーマライゼーションの基本理念はどうなるのでしょう。障害者権利
条約の批准に向けて、取り組んできた社会福祉基礎構造改革は一体何だったのかということになります。「障害を持ったこの子
を一人残して死ねないという思い」「親なきあとも住み慣れた地域でこの子が安心して暮らせる社会を実現して欲しい」という
親たちの真摯な思いにこたえるため、神戸聖隷福祉事業団は成年後見制度の活用に取り組んでいます。
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