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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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TEL：078-792-7555
FAX：078-795-4511
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ともに生きる

開所しました！第２和生園・平生園居宅介護支援事業所

画家Arbrecht Dure（アルブレヒト・デューラー）の作品「いのりの手」の逸話を通して考える

年齢の枠を超えて地域の方と一つのフレームへ

「第２和生園」・「平生園居宅介護支援事業所」
兵庫県朝来市和田山町竹田102
TEL（079）-666-8886 FAX（079）-666-8887

これからの「第２和生園」について紹介
させていただきました。

「第２和生園」 就労継続支援Ｂ型（定員：10名）
就労移行支援（定員：６名）
「平生園居宅介護支援事業所」
TEL（079）-674-0300 FAX（079）-666-8882

地域交流会♪第２和生園オープンニングイベント
天気にも恵まれ多くの方に来園いた
だきました。

地域の話題に盛り上がります

地域の皆様、ご高齢の方、お子さん、若い方にとっ
て身近な場所です。

理事長！

施設長！

第２和生園開設にあたり

アイスクリームお子さんに大好評

第２和生園

久木田

憲彦施設長

９月１日朝、一昨日まで和生園を利用されていた10名と、新たなメンバー１名が記念式典のための一張羅を身にまとい、第
２和生園の玄関をうれしさと不安と両方の表情で入ってこられました。早速、建物内の配置や自分たちの利用する設備を確認
され、これからの健闘をお互いに確かめ合っていました。
さて、1982年に和田山町秋葉台に開設した和生園ですが、身体障害者の方の福祉的就労の場として20名定員で運営してき
ました。2006年施行の障害者自立支援法により、2008年には障害の区別なく利用いただける就労継続支援Ｂ型事業として、
定員を30名に増やし再スタートしました。
ここ数年は35名以上の方が利用されており、20名定員規模の施設は手狭になっていることに加え、利用される方の目指す
ゴールが多岐にわたっており、これに対応するための新たな事業展開を模索していたところ、昨年度、朝来市シルバー人材セ
ンターの移転に伴い、この地を福祉的用途として活用させていただくこととなり、今年度に入り内装改修工事に着手し今日に
至りました。
開所式へは、朝来市長はじめ地域の代表の皆様に出席いただき、和田山地の塩伝道所内山強牧師の司式による記念礼拝の後、記念式典では数々の励まし
の言葉をいただき、紹介のために利用者、職員は来賓の皆様の前に整列し、心新たにそれぞれの目指すものをイメージされていたように見えました。閉式
後には玄関前で記念撮影を行い、利用者のみなさんは緊張感から解放され笑顔でフレームに収まりました。
今後は、秋葉台の和生園ではランドセルのパーツ加工を中心とした高工賃を目指す就労継続支援Ｂ型事業とし、第２和生園では、一般就労を目指す「就
労移行支援事業」の新設と、働く楽しみ、生活習慣を確立するために、クッキー等の自主製品の生産や創作活動を行う「就労継続支援Ｂ型事業」を実施す
ることにより、利用される方々のニーズに応じたサービス提供を行うことが可能となってきます。
また、第２和生園内には平生園居宅介護支援事業所も移転し、地域の皆様がいつでもお越しいただける場にしたいと思っております。
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「わかまつ分場」から
「ワークセンターわかまつ」までのあゆみ

有川洋司施設長

ワークセンター

従たる事業所せきもり

わかまつ

ワークセンターわかまつは1995年に神戸聖生園、神戸光生園、せいれいサービスを利用してい
た15名の人たちで神戸聖生園の「わかまつ分場」としてスタートしました。
1995年と言えば１月にあの阪神・淡路大震災のあった年で、わかまつのある新長田地域は特に
被害が甚大で、実際に今のジョイプラザの４階が使えるようになり全員が顔をあわせて作業がで
きるようになったのは５月になってからのことでした。
作業はマーシー・ニノミヤさんからクッキーづくりを指導して頂き、いろいろと試行錯誤を繰り返しながらオリジナ
ルの「ホーリー・フレンズ」クッキーに辿りつきました。また、同じ場所を高齢者のデイサービスとシェアしていたた
めデイサービスの利用者の食事をわかまつの人たちが配膳することで高齢者と障害のある人たちとの間に自然なふれあ
いが生まれていました。このようなひとつひとつの場面のなかに利用者がそれぞれ自分の役割を見つけ、活き活きと働
いている様子には小さなグループならではの良さがありました。
このような良さを大切にしながら、2004年には定員を15名から20名に拡大（翌2005年にはさらに定員30名に増員）し、
神戸聖生園の分場から独立して「ワークセンターわかまつ」として新たなスタートをきることとなりました。

しっかり箱を折って…
ぎゅっ！ぎゅっ！
せきもりは1988年に小規
模作業所「自立の家せきもり」
として開所し、1994年に神戸聖生園
の分場「せきもり分場」となりました。
1995年、震災により建物が全壊しました
が、多くの方々のお支えにより翌年再建
することができました。利用者10名の
家庭的な雰囲気のなかでそれぞれの
ペースに合ったプログラムで過
ごしています。

ベーカリー班（クッキー、パン生産）

ひとつひとつていねいに
作業してます

こだわりの食材を使っていろいろな味のクッキー、マドレーヌ、パン
作っています。

ワークセンターわかまつの基本方針（めざすもの）
一つひとつが手作りです。

お茶の袋入れもかんばってま―す！

１本１本心をこめて入れています

タオル折り、のし巻き、テープどめ、帯どめ
一人ひとりが職人

日帰り旅行

年に一度のお楽しみ！ハイ

包丁使うの上手でしょ(^_^)v

まっすぐ、そして、しわが入らないように !!

わかまつ魂
木南

昼の集い・昼休み・社会活動
こんなところにも行きました !?
(兵庫県立美術館)

♬われらの主に向かって～～

「今日

は何の
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話です

か―」

ついつい本気で
盛り上がってしまいます

チーズ！

調理の日

靴箱・紙袋加工班（コムパックグループ）

タオル加工班

みんなでゲームをしたり
ケーキを食べました

クッキー、マドレーヌ １つ １１０円(税込)
ご注文の際は下記までご連絡ください
TEL ０78（646）988０ ／FAX ０78（6１１）8539
メール holyfriends@tenor.ocn.ne.jp

１．法人の基本理念に基づき、利用者のニーズに即した支援を行い
ます
２．個別支援計画に基づき、人権を尊重し支援を行います
３．就労継続支援施設として、働く喜び社会人としての役割などを
伝えていきます
４．“人間力づくり”“こころづくり”
“ものづくり”ができるよう
支援します

クリスマス会

藍染め体験！うまく染まるかな ?
(奈良・大和郡山)

仁

支援課長

「おはようございまーす」と８時45分になれば利用者さんは待ってましたと
ばかりにわかまつに入ってこられます。９時になると朝礼が始まり、１日の予
定などをお伝えします。朝礼の最後に職員が「今日も１日よろしくお願いしま
す。」と言うと、もう一度全員で「今日も１日よろしくお願いします！」と大
きな声で各作業グループに分かれます。毎日何気なくしていることなのです
が、このひと声が利用者さんの作業開始のスイッチになっています。
作業が始まりしばらくすると、利用者さんはどんどん作業に集中していきます。作業室では報告の声くらいしか聞こえなくなり、来
訪者からは作業室があまりに静かなので「作業しているの？」と質問を受けることもありました。この集中力こそがわかまつの作業レ
ベルを現しているのではないかと思います。ところが、この作業スイッチがOFF（休憩時間）になると先ほどまでの静寂は一転します。
人が変わったのではないかと思うくらい利用者さん同士が、ワイワイと話をされています。
このように作業をするときはきっちりと作業する。メリハリをつけてONとOFFの切り替えが当たり前にできることが、わかまつの
すばらしいところです。だから、「より高い工賃」にこだわり、「働きがい」を感じてもらえる場でありたいと思っています。そのため
にもしっかりと作業を確保し、作業環境を整え、利用者さんに寄り添った支援でなければなりません。そのことは、わかまつの基本方
針の三本柱「人間力づくり」「こころづくり」「ものづくり」にも示されており、ブレないものとして利用者支援に活かしていきたいと
思います。そして、わかまつ＝「作業する施設」というイメージをこれからも持ってもらえるようにしたいと思っています。
最後に、自主生産品であるクッキーやマドレーヌは、おかげさまでたくさんのお客様に購入いただいております。ありがとうござい
ます。ただ、現状に満足せず、もうひとつ上のレベルに行くことができるようにみんなで頑張っていきますので、今後ともよろしくお
願いいたします。
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貸借対照表
（自）平成25年 4 月 1 日

トモに生きる
【2013年度事業報告】

社会福祉法人

神戸聖隷福祉事業団

理事長

越智

１．利用者支援について ―
社会福祉法人の責務を果たすべく個別化により多様化する福祉ニーズに対して法人各施設が事業枠を超えて支援サービス（プラットホームシステム）を展
開し、相互協力で利用者の方々の人格を尊重した支援を以て地域社会での共生を目標として努力してきました。
ところが、年度末近く職員の内部告発で施設内虐待が関係機関に通報される真に遺憾な事件が発生しました。直ちに利用者、保護者家族への説明とお詫び
を行い、職員、関係機関への報告等必要とする対応はして参りました。しかしながらこの問題のより重大な点は、当法人が創業時より大切にしてきた「キリ
スト教精神による隣人愛と人格尊厳」の法人基本理念に基づいての日々の支援のあり方についての、法人、管理者による指導が不十分であったと気づかされ
たことです。加えてコンプライアンス事案に対する認識と対応に未熟さがあったこと、早期発見、早期対応、規程に基づく早期適切な処理が実施されなかっ
たこと、さらにお互いの情報の交換、コミュニケーションの大切さを改めて感じました。
大いに反省し、今後こうしたことが起きないように真摯に日々の取組みをしていく覚悟です。
２．第２期中期計画の実施について ―
【修繕、改修計画と実施】専門家を投入し計画、着手しました。施設老朽化による大規模改修見積もりが完了しました。
【各地区事業の取り組み】―［神戸地区］― 神戸愛生園の短期入所２ベッドを増床しました。神戸光生園の県営住宅利用によるグループホーム開設、前年
度より懸案であった「すま障害者地域生活支援センター」の受託開始が決定しました。残念ながらひょうご高齢デイサービスセンター事業、ケアホームしん
りょうだいは諸都合で閉鎖しました。―［但馬地区］―第二和生園の開設に向けての改修工事開始準備。平生園の29床完全個室特養ホーム建設に向けた土
地取得の準備を開始しました。
３．新人事制度の導入 ―
職員育成を前提に等級、評価、育成、処遇制度を再構築し、人事考課による能力評価に基づく新しい給与制度を次年度より実施する段取りができました。

（至）平成26年 3 月31日

資産の部

靖

Ⅰ．法人基本方針総括

資金収支計算書
（自）平成25年 4 月 1 日

（単位：千円）

負債の部

勘定科目

当年度末
流動資産

1,710,914

現金預金

当年度末
流動負債

1,210,068

固定資産

5,033,300

積立資産

331,846

短期運営資金借入金

0

固定負債

2,617,515

設備資金借入金

43,530
0

1,141,536

次期繰越活動増減差額

1,302,118

（うち当期活動増減差額）
6,744,215

6,035,760

負債及び純資産の部合計

6,744,215

2,922,711

2,897,598

206,193

231,452

施設整備等収入計（4）

18,255

18,255

施設整備等支出計（5）

82,097

81,516

－63,842

－63,261

124,266

134,864

その他の活動資金収支差額（9）=（7）－（8）

（自）平成25年 4 月 1 日
科

目

0

0

7,216

43,053

前期末支払資金残高（12）

1,437,990

1,443,960

当期末支払資金残高（11）+（12）

1,445,207

1,487,013

当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）－（10）

（至）平成26年 3 月31日

単位：千円

当年度決算（A）

前年度決算（B）

3,106,106

3,040,659

65,447

－75,275

－68,703

－6,572

19,150

20,894

－1,743

サービス活動費用（2）

2,986,434

2,926,327

60,107

人件費

2,125,648

2,215,154

－89,505

サービス活動収益（1）
国庫補助金等特別積立金取崩額

５．法人役員改選と役員組織について ―
理事長他理事、監事、顧問は全員留任し、評議員が２名交代しました。感謝し併せて引き続き変わらないご支援、ご指導を願うところです。

事務費

経常経費寄附金収益

福利厚生費

8,267

8

140,090

118,660

21,430

事業費支出

340,667

317,846

22,821

１．法人の設立理念（キリスト教精神）の継承、内面化
利用者、家族、地域、行政、社会全体等の信頼を得られるような法人及び事業のありかたが厳しく問われている中で、各種研修の場や施設の要請により職
員会議で設立理念の学び、基本理念と行動規範の考え方、必要性について勉強し共有できる機会を持ちました。
概念的、形式的なものに陥りやすい状況を打破し、支援内容を通して具体化していけるようになればとの思いで取り組んだところですが、理解され、浸透
し、日々の業務に生かす原動力に成り得るにはさらに積極的な取り組み努力が必要です。
聖隷クリストファー大学の聖隷歴史資料館がリニューアルされ当法人の資料も刷新、追加しました。資料館の見学を実施し、信徒交流会に参加しました。
神戸地区「讃美歌を学び歌う会」を開催しました。

減価償却費

145,333

136,202

9,131

サービス活動増減差額（3）=（1）－（2）

119,671

114,331

5,340

サービス活動外収益（4）

27,843

38,066

－10,222

サービス活動外費用（5）

12,632

30,111

－17,479

特別収益計（8）

17,321

18,231

－909

２．実践上における職員の意識への深めとして
⑴ 職員の研究発表と交流の場づくり総合職員研修―中期計画の指針「共生―共に生きる」を踏まえて「支援の工夫」研究発表会を実施しました。利用者支
援の前進、充実を図り、支援への前向きな取り組みを見ることもできました。参会いただいた方々からも好評を博し、金、銀、銅、特別の各賞が選ばれま
した。
⑵ 理事長が施設の要請に応じ職員会議に参加し、当法人の歴史認識等質疑応答の場を持ち、また各種研修会にて理念の大切さを常に再確認しました。
⑶ 法人広報紙『洗足』７号、８号を発行しました。

特別費用計（9）

27,739

172,882

－145,143

－10,417

－154,651

144,234

124,465

－32,365

156,830

1,302,118

1,293,788

8,329

業務委託費（保守料除く）

４．施設長、課長、中間管理職の自己改革の実現
・次年度取り組み開始予定の新人事制度の学習―制度内容の認識と導入の必要性理解のため、以下の点を踏まえた学習をしました。
〇事業全体、組織全体とのバランス、運営と経営との相関関係について考え方をもつ。
〇現状を認識し、社会状況を踏まえた複数年に亘る経営との接点をしっかり捉える。
〇専門的業務の在り方と職員配置（業務の効率化）、利用者サービス・支援のあり方を考えながら職員育成を図る。
・2012年度事業収支のアンバランスから予測される法人経営の危機感を認識し、適正な予算に基づく確実な収入実現のため。施設長・課長に向けた予算学
習会、個別ヒアリングを実施しました。
・各役職層の研修において法人将来、事業内容、職員確保の取り組み方等について学習しました。
５．理事、評議員の協議を活性化するための方策
2014年１月に役員改選を行いました。理事、監事、顧問は全員留任、２名の評議員が交代となりました。役員の方々の時間と機会が許される中で研修会
講師、発表会審査員、研究発表会や音楽会等のお誘い等、多くの方々の協力をいただきました。理事懇談会を開催し、事業・人事・経営等広く意見交換でき
ました。監事による本部全体に関する意味あるご意見がいただけました。
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サービス活動外増減差額（6）=（4）－（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）

特別増減差額（10）=（8）－（9）
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）
次期繰越活動増減差額

参考資料

増減（A）－（B）

8,274

３．法人機能の強化
常任理事会の構成は理事長、副理事長、各地区正・副本部長、事務長の７名とし、以下の３部を創設し機能強化を図る努力をしてきました。全体として目
的に沿った十分な活用の段階にはまだまだ至っておりません。法人機能強化については法人監事監査でも対応の急務を指摘されておりますが、人材の適材配
置を含め課題を残しており、ハード面（事務所の場の拡充）、ソフト面（人材の強化）共に継続検討課題です。今後さらに検討を加え充実を図ります。
・［総務・財務部］―法人経営、各施設の経営状況の監理、資金運用、修繕・改修等の計画と実施等
［事業計画・推進部］―各施設の運営状況の把握、事業のスクラップ&ビルド計画と実施、加算等を含めた適正な処置のチェック、コンプライアンス等
「人材育成・研修部］―人材確保、育成、系統だった研修計画、利用者支援の吟味、
第三評価導入等
・常任理事会として虐待、パワハラ、苦情等の対応をしました。
・地区本部長・副本部長として各地域の独自性に深く関わりながら、組織的、総合的な対応併せて自施設の運営、経営責任に取り組みました。

260,002
－125,137

事業活動計算書

４．経営問題への取り組みについて ―
2012年に収支バランスが崩れ、人件費増の中で収入が前年度比マイナスの結果となり法人財務に危機感が走りました。2014年度に向けて警鐘を鳴らす
と同時に施設長・課長を対象に財務内容の学習、予算レクチャー、施設長・課長に対する予算ヒアリングを行い、次年度の経営目標を鋭意協議、検討する機
会を持ちました。

Ⅱ．法人本部の基本方針への取り組みについて

259,400
－135,133

予備費支出（10）

124,465

純資産の部合計

事業活動支出計（2）

その他の活動支出計（8）

974,589

国庫補助金等特別積立金

3,129,051

その他の活動収入計（7）

純資産の部
基本金

決算（B）

3,128,905

施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）

708,454

負債の部合計

当初予算（A）

（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）

376,608

長期運営資金借入金

資産の部合計

（至）平成26年 3 月31日

15,210

7,954

7,256

134,882

122,285

12,597

2013年度財務雑記

流動比率

516%

純資産比率

89%

人件費率

69%

委託比率

5%

人件費率+委託比率

74%

固定長期適合率

78%

経常活動収支差額率

4%

サービス活動収益対借入金比率

0%

労働分配率

法人本部

87%

事務長

吉田

和夫

日本ロングライフの桜井社長がお書きになった『船上のダンスパーティー』を読みました。同社のホームで暮らしておられる89歳の女性が、体調不調を押して
クルージング旅行に参加され、見るだけのつもりのダンスパーティーで、ある男性が車いすのその方を誘われると「はい、喜んで」と、付添いのホーム・スタッ
フが驚くのをしり目に立ち上がり、ゆったりと楽しそうに踊られたという話です。
完璧な人生は難しいですが、人には年齢や障害などに関わらず大きな役割と感動が準備されていると感じます。対人サービスとして介護や福祉に従事する私た
ちは、そんな率直な思いをもつのですが、実は、それらは、高齢の方々や障害をもつ方たちとの日々のかかわりの中で教えてもらったものです。そして、そう思
えるのは、それを許す仕組みを社会が準備してくださったからです。心から感謝いたします。
ところが、その基盤が崩れそうです。福祉経営で、いまもっとも困っていることは、福祉人材の採用の異常な困難さです。介護保険制度の創設が目指された
1990年代後半には、「介護の社会化」を支える「マンパワーの確保」が広く議論されましたが、今やこの問題は、介護・福祉事業者だけで取り組まなければなら
ない課題になった感があります。また、昨年度からは、社会福祉法人に対する税制優遇を批判する「イコール・フッティング」議論と、社会福祉法人の留保金（積
立金）がなんでこんなに多いのかということが政府の会議などで厳しく議論されています。
私は今になって、戦後日本の社会福祉の歴史をひっくり返す社会福祉基礎構造改革の厳しい意味を痛感しています。私たちが大事にしてきた使命感や誇りは、
「非生産的」「不効率」などの言葉で一刀両断。人に欠かせない愛や思いやりや優しさやこころといった価値は、「機能」として提供されるモノで置き換えられる
といわれているようで、悩みます。
かつて、
「愛なき国」というNHKスペシャルがありました。介護現場の3Kを報じたものとしてもエポック・メーキングなものですが、そこで本当に伝えようと
されたことは、題名からもわかります。当法人のみんなは、地域社会のひと隅に自分たちの支援が生かされるときに、もっとも大きな成就感を覚えます。新たな
社会事業に挑戦できるのも、私たちなりの使命感とともに、計画的に残した財源があればこそなのです。このことをご理解いただければ幸いです。
神戸聖隷の経営は、既に今もそうですが、今後ますます、個々の施設単位ではやって行けず、オール神戸聖隷の総力でしのいでいくようになると思います。
どうぞ、変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。

Vol.9 洗足 7

内山牧師メッセージ 「信仰の力とキリストの救い」
日本キリスト教団

和田山地の塩伝道所牧師

内山 強

『疲れた者、重荷を負う者は、
だれでもわたしのもとに来なさい。休ませてあげよう。』
マタイによる福音書11章28節
神戸聖隷福祉事業団が創立し、来年で 40 周年を迎えようとしております。先日、新しく運営されます、第 2 和生園開所式の礼拝を司式しました。
今日までキリスト教精神に基
づく愛と奉仕の実践を通して、社会福祉に貢献するという、基本理念を守り歩まれてきた歴史を感じ、改めて信仰の力の大きさを感じています。
和田山地の塩伝道所は、但馬地区にあります各施設での働きの場を与えられており、毎週日曜日に真生園で礼拝を行っております
（月に一度、恵生園、平生園、わらしべで交
代実施）。
また、読書会や、祈祷会、キリスト教講座等を実施しており、先月から折り紙教室も始めました。
クリスチャンだけでなく、多くの方にも楽しんでいただける内容にものを
用意し、皆さんと有意義なひと時を過ごしております。
宗教というと、自分は無宗教だから関係ないとか、逆に、
「あなたは神を信じますか？」
と、声をかけられると、
「私は仏教徒ですから」
と、断る理由のために、その瞬間だけ仏教
徒になる人もいるかもしれません。
しかし、日本では多くの人々がお正月に初詣に行き、赤ちゃんが生まれたらお宮参りや、七五三で神社に行き、神主さんにお祓いをしてもら
う。
クリスマスにはパーティーやデートをして、結婚式ではウエディングドレスを着て、キリスト教式で牧師が司式をする。
お盆に休みを取って墓参り、お葬式はお寺から坊さんを
呼んで来たりしたりします。
結構、年間の宗教行事が多く、人生の節目で宗教を大切にしています。世界では、宗教による戦争、内戦が多い今日にあって、様々な宗教に対して寛
容であります。
これが現在の日本の宗教事情、八百万の神々を大切にしてきた日本独特の宗教観です。その宗教観を皆さんが持っているわけですから、
無関係ではないのです。
神戸聖隷福祉事業団の名称に、奴隷の「隷」
の字が使われています。
この意味は、
「僕（しもべ）」、
「仕える者」
という意味です。
「聖隷」
とは、英語では
「ホーリー・サーヴァント」
といい、聖なるものに仕える、主イエスキリストに仕えるという意味を持ちます。
イエスは、つらい人、悲しい人のそばに寄り添った生き方をされました。
病気や、障害などで差別
され、虐げられた人と共に生きました。他の人から非難されても、そばに居続けました。そして、自ら弟子の足を洗い、自分が行っているように他に人にも行うようにと、弟子たち
に伝えました。
主イエスキリストに仕えるということは、主イエスキリストの歩みに習うということです。
しかし、このイエスの歩みに習うということは、非常に苦しく厳しい歩み
です。
自分ひとりで歩み続けることはで、到底できません。
イエスは、私たちに語り掛けます。
『疲れた者、重荷を負う者は、だれでもわたしのもとに来なさい。休ませてあげよう。
』
私たち主イエスキリストを信じる者は、時代を超えて空
間を超えて、イエスが私たちに語り掛け、共にその歩みを助けて下さると信じています。その思いを、信仰の力を共有した仲間とのつながりが、私たちの福祉施設、いや福祉の
世界そのものを今日まで作り上げ、支えてきました。私たちは一人ではありません、職員や、利用者さん、さらにキリスト教の教会関係者も仲間です。
自分がつらい時、苦しい時
に、助け合う。そして、何より道を踏み外しそうになった時にこそ、主イエスキリストが支えて下さると信じる心を持つこと。
その信仰を拠り所とするところに、救いの道がありま
す。
イエスは、全ての人に救いの手を差し伸べておられます。私たちはいつでもその手をつかむことが出来ます。職員が神に望まれる豊かな奉仕に用いられるように、そして、利
用者の皆さんが各施設で心豊かな生活ができるように、和田山地の塩伝道所の牧師として、
これからも祈り続けたいと思います。

シリーズ

神戸聖隷における成年後見活用の活用シリーズ６
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〜成年後見制度活用推進委員会の役割〜

成年後見制度活用推進委員

髙瀬

菜穂

少子高齢化の進行や、世帯構成の多様化、深刻化する生活困窮者の増加や社会的孤立の進行等もあって、地域社会の福祉や生活ニーズはこれまで以上に複雑で深刻化して
います。
このような背景から、社会福祉法人の果たす役割と使命は、益々大きくなってきています。当法人の福祉サービスをご利用いただいている利用者さんやご家族の方々の
支援はもとより、地域社会の生活ニーズに対応する取り組みが社会貢献事業として求められる時代が到来しています。
当法人では、2012 年 4 月、
「成年後見制度活用推進委員会」
が設置されました。当時の法人本部の参与がこの活動の中心的存在として牽引し 2 年半の取り組みを通じて、ご
利用者 79 名の成年後見制度の利用につなげることができました。
また、成年後見制度に関する学習会の開催にも積極的に取り組み、８６５名の利用者さん・ご家族・職員が受
講し理解を深めました。中でも、地域の高齢者を対象とした学習会を開催し
「難しい話を分かりやすく説明してくれてありがたかった。
こんな人が地域にいてくれたら安心や」
と
の感想が寄せられました。持てる専門性を地域に還元する取り組みとなりました。
「成年後見制度活用推進委員」
も更なる取り組みを進めるために、今年度１５名（但馬地区 5 名、神戸地区 10 名）
と増員しました。
また、発行以来 10 号を数える
「見守り通信」
も
引き続き発行し、利用者さん・ご家族・職員への情報発信を通じて成年後見制度理解を更に深めること。申立て事務に関する手引書を作成し、複雑な事務手続きの支援に取り
組むこと。
また、推進状況を調査し進捗状況を確認すること。利用者さん・ご家族・職員への制度理解を深めるための研修活動にも取り組んで行きたいと考えています。
利用者の方々が、
住み慣れた地域で安心して生活することができるよう権利擁護事業の重要な働きとして成年後見制度活用を位置づけ、
制度の活用推進に取り組みます。
「無縁社会」
と称される現代社会にあって、
「地域社会における絆づくり」の観点からこの取り組みを捉え、支援の必要な高齢者・知的・精神障害を有する方々など判断能力に
弱さを抱える方々の生活を支えるしくみ作りに取り組んでいきたいと思います。
社会福祉法人の役割は、利用者さんの利益保護と、もう一つの大きな役割である地域における福祉の増進です。社会福祉法人のあり方が厳しく社会から問われる今、地域の
セーフティーネットとしての使命を果たしていく為、
成年後見制度の活用を通じて、地域社会における
『つながり』
を再構築するための働きを担っていきたいと思います。

︵敬称略・順不同︶

理香

皆様のご支援に感謝申し上げます︒

福田

家庭倫理の会神戸市北須磨支部

長治郎
健一

米田 成己
秋山 裕喜子
濱田 裕子
書川 誠
大谷 節子
金附 洋一郎
小西 和子
野口 和泉
水野 雄二
安井 正喜
中 朱実
吉田 和夫

神戸聖隷に
ご寄付をいただきました︒

月

月

和田山地の塩伝道所

永島
山形

川口 卓也
杉本 稔
植戸 貴子
森本 礼奈
松本 光惠
岡田 安津子
小島 恵美子
田島 康啓
藤井 正雄
美濃部 多果子
藤田 洋子
平位 幸枝

みゆき

千種の苑

太田

洋一郎

春秋会

敏男

金附

紘正

啓一

北條

辰也

石原

社会福祉法人

藤本

佳伸

山本

月

津幡
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綾子

家庭倫理の会神戸市北須磨支部

大谷

５

月
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