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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。
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社会福祉法人

神戸聖隷福祉事業団
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兵庫県神戸市須磨区友が丘1-1
TEL：078-792-7555
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http://www.kobeseirei.or.jp

神戸聖隷福祉事業団

“2016年秋始動”

創立41年記念式典

神戸聖隷福祉事業団 総合事務所兼歴史資料館

2016年６月22日に創立41年記念式典を行いました。
【第１部 記念礼拝・永眠者追悼式・永年勤続者表彰】

社会福祉法人神戸聖隷福祉事業団

常務理事

吉田

和夫

神戸聖隷福祉事業団歴史資料館兼但馬総合事務所について
神戸聖隷福祉事業団創業の地の、竹田の駅前で65年以上営業してこられた但馬信金竹田支店が近くの朝来橋のたもとへ移転新築しました。法人は、事務の統
合と歴史資料の保存の面でずっと課題を抱えていたため、築40年の古い建物ではありますが、これを買収して活用する方向で計画をしてまいりました。
福祉サービスを直接提供するものではありませんが、まず、但馬地区の8拠点22事業所の総務および財務分野の管理機能を持つ事務所として本年11月から稼
働させます。そして数年後には神戸地区を含む26拠点55事業全体の財務センターの機能も果たすようにして、事務分野の高い効率性を確保してまいります。
また、40年前のこの法人の創始は、高度成長社会でありながらもいまだ社会の目が届いていなかった方々の僕（しもべ）になろうと決意した稲松、越智、瓦
田といったキリスト教会の信徒たちの手で開かれたのですが、いまの私たちもその愛と奉仕の実践の大切さを忘れることのないようにして引き継いでいくととも
に、これからの福祉のあり方を深く考えなければならないと思います。その思いを、温かく迎え入れてくださった創業の地にあるこの建物に小さな歴史資料室を
置くことで表そうと考えました。

開会礼拝は西神戸教会の尾堂牧師にメッセージを
していただきました。

【第２部

地の塩伝道所の内山牧師による永眠者追悼式

勤続10年20年30年の職員に表彰です。
今年は18名が対象です。

永年親しまれた但馬信金さん同様に、皆さんに親しくしていただければ幸いです。

感謝状】(舞子の間)
10年以上継続してボランティアを
してくださっているお二人。その
思いを語っていただきました。

利用者さんと談笑しながら
食事です。自然に笑顔が溢
れます。

ギャラリー（左奥：総合事務）
勤続20年
ぶっつけ本番
浅川副主任、福祉への熱い 施設長全員で「365日の紙飛行
思い語ってもらいました
機」を歌い幕を閉じました

いつも法人に支援・ご協力
いただいてる方に感謝状の
贈呈です。
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市民後見人の存在とその役割
成年後見制度活用推進委員

「共生社会の実現」を目指した法人第２期中期計画（2012年度～2016年度の５ヵ年）で、但馬地区が総力あげて最重点目標とした「地域密着
型特別養護老人ホーム建設」がいよいよ動き出しました。
図のように鉄骨造３階建で、１階には地域密着型高齢デイサービス（定員18名）と介護保険・障害福祉サービス等に関する相談にワンストッ
プで対応する総合相談窓口（介護支援専門員・相談支援専門員配置）
、２階に全個室ユニット型のショートステイ（定員10名）
、２階・３階に全
個室ユニット型の地域密着型特別養護老人ホーム（定員29名）というように、幅広い介護サービス機能を備えています。
開設に向け「さくらの苑運営推進会議」を立ち上げました。地域の区長様、民生・児童委員様、福祉ご経験者、平生園家族会様からご意見・
ご要望等お聴かせいただき、地域の皆様にとってなくてはならない拠点としての機能とサービスを検討しながら準備を進めてまいります。
正面に竹田城跡、背面には「但馬吉野」立雲峡を望み、清流円山川の瀬音に包まれた中で、最高の安心をお届けします。
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シリーズ

～神戸聖隷における成年後見制度の活用～

2017年春開園 （新）さくらの苑



資料展示室

担当理事 西山 充

岩井

誠一

「成年後見制度」・「成年後見人」という言葉を我々が耳に目にするようになってどれ位の月日が経つのでしょう。神戸聖隷福祉事業団も利用者
の権利擁護の観点から、この制度の活用について取り組んでまいりました。広報誌「洗足」の中で成年後見制度の活用について述べてきたシリー
ズも11回を迎えます。今回は、私が勤める事業所を利用されている利用者様の成年後見制度活用の様子についてご報告させていただきます。
対象となる方は、40代後半の知的障害をもつ男性です。独居生活をされておりコミュニケーションは良好ですが、日常的には経験を通じて理
解されていることがその生活を支えていますが、文字の読み書きが不得手なため、行政からの文書や契約手続き等に記載されている内容を理解
することは困難な状態です。この方の生い立ちは、幼少の頃に唯一の家族でもあった母親を病で亡くされ、その後、児童養護施設等で長く生活
を送ってこられましたが、あるご夫婦が境遇を不憫に思い、その後の施設生活や、就労（パン屋さん勤務）されていた時も親代わりとなり献身
的にご本人の生活を支えてこられました。
６年前このご夫婦から、「私たちも長く面倒をみてきたが、いつまでも支援はできない…」と痛めた膝を摩りながら寂しい眼差しで相談してこ
られました。ご夫婦の献身的な支援に、いつしかご本人も自分の両親として見るようになっておられましたが、老夫婦の将来への不安から成年
後見制度の活用に踏み切ることとなり、神戸市初の知的障害者の市長申し立てを行いました。
障壁となるのは、いかにしてご本人に成年後見人制度の意味と役割を理解していただくかです。支援者がご夫婦から他人に代わること、お金
が掛かるという不安、手続き等に時間を取られることなど、これまでの生活に於いて考えなくてもよかったことが一度に押し寄せたためご本人
の頭の中は混乱。ご本人をよく知る事業所が中心となり、ご本人に分かる言葉を用いながら（専門用語ではなく生活経験から理解できる言葉）
説明を行いました。
ご本人の理解はなかなか進みませんでしたが、その間にもご夫婦の膝の具合は悪くなり、家から出ることも少なくなっていく様を目の当たり
にしたことで、ようやく決心がつき、成年後見制度の活用に至ることができたのです。そして、本人が費用負担を考えずに安心して成年後見制
度を活用できるよう、裁判所により市民後見人が選任されました。
この制度は、一般的に知られている弁護士や司法書士といった専門職による成年後見人とは違い、一般市民による相互扶助（困ったときはお
互いさま）やボランティア機能（困っている人を見過ごせない）の活用により、地域ぐるみ・市民ぐるみで権利擁護を図ろうとする動きです。
他人に自身の財産・権利・将来を託すことには当然のことながら抵抗感があるというのが本音ですが、人数の少ない専門職による後見業務には
限界があり、全ての対象者を到底カバーすることはできない実態があります。
そうした状況の中で、市民後見人の活用によってもたらされる効果は、障害者や高齢者と同じ地域に住んでいることで、他人であっても同じ
地域の会話や親しみを持ちやすいことにあると言えます。また、同じ地域に住む者として得られる情報や変化についても知って頂ける機会が多
く、近隣や地域ネットワーク・関係機関との連携により、対象者がその人らしく地域で暮らす支援体制は整えられると考えます。実に、このご
夫婦の果たされた支援は市民後見人の役割そのものだったと言えます。
成年後見人の主たる役割として、「財産管理」・「身上監護」が示されています。対象者は、毎日の生活において常に生きづらさを抱えながら暮
らしている訳ですから、身近な存在としてご本人の願いや望みを肌感覚で理解し支える市民後見人の育成は急務であり、社会的関心が向けられ
るようになると思います。神戸聖隷福祉事業団は成年後見人と協力を図り、対象者と地域の間を取り持つ役割を果たし、住みやすい社会の実現
に向け、使命感を持って成年後見制度活用に取り組んでまいります。
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いつも笑顔（＾ｖ＾）本当にありが

やるときは集中して訓練しますよ！！

とうございます。

座れる入浴介護リフトもありますよ。

共感と共有（機能訓練）

そうそう、こんなふうに気をつけないとね…。勉強しないと！

涙の100点（入浴サービス）
ぶっきらぼうで、口数の少ない入浴サービスの利用者様がおられました。普段
から支援員にとても手際の良さを求められていて、ある日私は「今日は洗顔を2
回してくれなかったから30点」と採点されてしまいました。それから私も少し
ずつ手際が良くなったのか、やっと100点をもらえるようになった頃に65歳に
なられ、介護保険事業所へ移行されることとなってしまいました。最後の利用
日に「ありがとう」と涙ぐまれていたことが想い出深いです。
多機能型障がい者デイセンターひょうご 生活介護 生活支援員 冨田 信子

やっぱりおしゃべり大好き♡

ひょうごデイサービスセンター
入浴サービス

機能訓練

「楽になったわ。」「またたのんます。」「ありがとう。」など言葉を利用者様から頂くと、
リハビリテーションに関わることができて、本当に良かった～と思う瞬間です。ある時は
利用者様から「お仕事がんばれ！」という短いお便りを頂きました。名札に挟んで大切に
しています。何より利用者様から受け入れられ、必要とされること、そして私自身が励ま
されていることに気付かされます。体が思うように動かないこと、様々な葛藤があること、
心と体の痛みに共感しながら、その痛みをほんの少しでも楽に、少しでも忘れられるリハ
ビリテーションの時間を共有できるお手伝いができたらと思います。
神戸市身体障害者機能訓練事業 作業療法士 森山 幸代

心配は無用（日中活動）
両上下肢に麻痺が有り、車椅子を使用されている1人暮らしの利用者様が、
「囲碁の対局が
したい。」とのことでしたので、兵庫駅前の囲碁クラブへ出かけまし
た。碁石を指す際は囲碁を知らない私自身要領が判らずでしたが、
対局したお店に居た男性がとても親切に接してくださり、そんな心
配は無用でした。敗れはしましたが、利用者様も夢中で愉しそうに
対局されていたので良かったです。
多機能型障がい者デイセンターひょうご 生活介護 生活支援員 尾崎 淳

重心支援

短期入所

何気ない仕草（短期入所）
夕方チェックインされた利用者様が、アクシスひょ
うごまで付添って見送ってくれた日中活動事業所の
支援員の手を離し、自らアクシスひょうごの支援員
の手をとってお部屋のベットに横になり、支援員を
見て目をまんまるにして微笑まれたり、ドアに掛け
てある絵表札を見てお部屋に荷物を置き、フロアの
お気に入りのソファーでくつろぎながら、側にいる
支援員の髪の毛をかき上げてくださったりなど、利
用者様の何気ない一つ一つの仕草に心癒されます。
アクシスひょうご 生活支援員 小阪 清美

初めてのコンサート（重心支援）
音楽に興味のある利用者様と弦楽器のコンサートに行きました。コンサートは初めて
で、外出前からタブレットの動画でコンサートの雰囲気を見て頂き、情報提供に努めま
した。利用者様にとって愉しい外出になるか？発作が起きないか？いろんなことを考え
ながら当日を迎えました。コンサート会場に入り、静かな雰囲気から弦楽器の音がホー
ル内に響き渡りました。その音にパッと目を見開き、それから曲に聴き入るような穏や
かな表情をされていたのでホッとしました。
インクルージョンひょうご 看護師 江畑 麻希

自動水栓、自動石鹸です。

全室個室６室です。

ひょうごデイサービスセンターの紹介

今日は何をしようかな？
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駅前のコープさんへお買物にきました。

施設長

西郷

昌一

ひょうごデイサービスセンターは神戸市中部在宅障害者福祉センターの３階に位置します。各区の障害者地域生活支援センターや障害福祉サービス事
業所と連携しながら、重い障がいを持つ方々がご家族と共に住み慣れた地域で安心して暮らして行けるよう、さまざまなサービスを提供しています。
1996年（平成８年）に開設以来地域にお住まいの方々に利用していただいています。2000年（平成12年）からは、重症心身障害者通園事業を受託し、
また、2016年（平成28年）からは、障害者短期入所事業も開設され、３つの事業展開で多くの支援を必要な方々が利用されています。インクルージョ
ンひょうごは、旧重症心身障害者通園事業が制度が変わり、名前も新たに2012年（平成24年）に現在の名前に変更されています。この事業所は、特に
理学療法士が常駐し、皆様に計画的なリハビリテーションをお受けしていただけるようになっています。
「多機能型障がい者デイセンターひょうご」は、旧身体障害者デイサービスセンターと知的障害者デイサービスセンターが、2006年（平成18年）の自
立支援法の成立と共に、生活介護事業と就労継続支援Ｂ型事業に形を変え、現在に至っています。
生活介護では、ご希望の方に入浴サービスを提供しています。また、併設しています、「神戸市身体障害者機能訓練事業」も受けていただけます。
就労継続支援Ｂ型事業では、ご利用者一人一人のペースに合った作業提供を実施しています。また、午後のひと時は日によって、音楽セラピー等のサー
ビスも提供しています。
今年度４月に、障害者短期入所事業「アクシスひょうご」が開設されました。これは、重症心身障害者の方が利用できる短期入所事業として開設され
ました。
食事は、全て手作り、部屋は個室、など最新の設備を備えています。必要な方には、エアマット貸し出しもできます。日中は、日頃通い慣れておられ
る事業所を利用され、夜の穏やかな時間を当事業所で過ごされる姿を多く拝見できます。
このように、多種多様なサービスの提供をしているひょうごデイサービスセンターの更なるご利用をお願いします。
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2015年度事業報告 

2015年度事業報告

2015年度の歩み
事業体系の多様化・専門化

虐待防止
成年後見制度

利用者・保護者の安心

支援の質の向上
研修
研修・人事制度・労務管理

実
績
ア）友が丘市有地活用を神戸市へ諮ったが、神戸市長から「グランドデザ
就労継続Ｂ型事業再編成のた
インを提案せよ」とのアドバイス
めの本部会議室の建替えによ
イ）神戸市当局も「地域生活支援拠点」の在り方を模索中
る整備計画
ウ）重度、生活支援、医療支援等の必要に応える機能を再検討する方向
ア）2016年 2 月、グループホームたいのはた東を開所
グループホ－ムの増設と運営 イ）垂水区福田での2016年度設置計画
ウ）身体障害者の一人暮らし希望に応えるグループホームも視野に
センター設置
エ）CHきたすまとGHみなみたもんのサービス管理責任者を一本化
ア）朝来市・兵庫県協議、境界協定、敷地測量、地盤調査、基本計画、補
地域密着型特養設置
助金申請まで順調に進捗
ア）ポスター・標語掲示
防止責任者の活動
イ）虐待防止委員会開催
ウ）報道事案の検証・支援の適切性の検証
ア）サービス・事業担当者会議によるチェックリスト活用を年 2 回実施、
チェックリスト実施
適切な支援であるかを検証
虐待防止基準表作成
ア）判定基準表作成担当者会が「虐待防止の為の判定基準表」を策定
ア）「成年後見制度活用推進状況調査」を実施し、緊急度が高い方の ４ 親等
取組体制
内の親族の有無の把握
ア）利用者及びご家族向けの「成年後見制度活用推進基礎研修」実施（神
成年後見制度の理解を深める
戸地区 2 月、但馬地区 ３ 月）
ための職員研修、家族説明会
イ）サービス管理責任者等の職員向けの「実務研修」実施（本部３月）
ア）「みまもり通信」発行
成年後見制度活用を通して可
イ）すま障害者地域生活支援センター及びひょうご障害者地域生活支援セ
能な相談支援の推進
ンターで、成年後見制度利用相談に対応
ア）2015年度受審施設名
・北但広域療育センター
・エスポワールこじか
第三者評価
・神戸明生園
・デイセンターひょうご
累計1４事業所が受審済
ア）実施日：2016／1／22と2／5
イ）目的：「利用者主体の支援を継続していくために、自らの利用者支援
を振り返り、理念にある『人権尊重』を再確認する」
上級一般職研修の実施
ウ）講師：津田耕一評議員
エ）テーマ「専門性としての権利擁護の再確認」
オ）参加人数：50名。
（1）副主任・主任研修
ア）実施日：8／21
イ）講師：稲松真人理事
ウ）テーマ：「支援することを学ぶ（理念の実践）」
エ）内容：「対人援助（スーパーバイズ）応用」
オ）参加人数：2４名

2015年度決算報告

題

人事制度
労務

（2）課長研修
ア）実施日：11／27～28
職制別（副主任、主任、課長）
イ）目的：「管理職としてマネジメント力を高める」
研修会の実施
ウ）講師：
・吉田常務「課長に期待すること」
・社労士松井一恵氏「労務管理の基礎」
・法人総務課長 ３ 名「予算管理（収入）について」
・有川・西山理事「中期計画の取組み～第 ３ 期中期計画に向けて～」
・村山施設長「社会福祉法人の公益的取組みについて」
エ）グループ討議：「私が考える公益的取組について」
オ）参加課長18名
ア）2／27「利用者主体の支援」をテーマに全施設から19題の取組みを発表
総合職員研修会（研究発表会）イ）参加職員数118名
ウ）神戸市障害者就労推進センター「利用者企画から見えた利用者の主体
の開催
性」が金賞
第 ３ 期中期計画策定に向けた学習
ア）兵庫県社協実施「経営計画策定支援・指導者派遣事業」受講
イ）指導者：當間克雄兵庫県立大学経営学部教授
管理職セミナー
ウ）開催日：10／20、11／20、1／19、2／2３の４回
エ）全課長をふくめ４0名
ア）評価に携わる副主任以上の職制者による「人事制度運用委員会」を 5
次20回開催、施設毎の「評価審議会」を 8 回、「地区別審議会」を 2
評価制度の適切な運営
回開催
イ）人事考課についての職員アンケート実施、集計、公表
目標管理制度による指導職育 ア）管理職（指導側）の目標管理状況に施設及び当事者の温度差の課題が大
成
イ）2016年度からの一般職への拡大は、ア）の改善を優先し先送り
評価結果の処遇連動における ア）評価結果のばらつきは昨年度より縮小したものの施設間格差が確認さ
適正な運用
れるため、賞与並びに次年度賃金等へは不反映
マイナンバー制対応
ア）特定個人情報取扱規程及びフローマニュアルを独自に整備
職員の健康確保のための長時 ア）時間外労働実態として、全体平均、長時間労働者名をデータ化
間労働の抑制
イ）抑制方法は検討中。
働きやすい職場づくりのため
ア）全体施設長会で多離職者数施設の雇用管理・管理職の関わり方を検討
の適切な労務管理の推進
個々の職員との対話の推進

採用

大学等の実習の積極的な受入れ

予算管理会計

多様な学科学生を対象にした
求人活動
高卒生の採用
ア）予算月次管理の導入
イ）予算学習会と予算ヒアリ
ングの開催
ウ）管理会計、経営分析勉強
会の実施

財務管理の推進

ア）長期修繕計画に基づく修
繕整備の実施
イ）施設創設計画に対応した
補助金及び留保金計画策定
ウ）効率的な資金運用

経営
改修工事実施

2015年度改修工事実施

2015年度改修工事実施

広報
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具体的な課題への対応
目標
課

施設・事業所

はじめに
「わたしがあなたがたを愛したように、互いに愛し合いなさい。これがわたしの掟である。」
（ヨハネによる福音書15：12）
2015年６月20日にホテル舞子ビラで開催された創立40年記念礼拝において、この聖句が読まれました。神戸聖隷
福祉事業団を生み出した西神戸教会の尾堂拓哉牧師から、この聖句に基づいて記念の説教がなされ、40年前の始業の
原点に回帰する機会が与えられた一年でした。
時代の変化は激しく、急激な少子高齢社会の進行や乱高下の続く経済状況などを背景に、地域社会は大きく変容し
ています。社会福祉を取り巻く環境や課題も様々に変化する中、神戸聖隷福祉事業団も大きなチャレンジを受けた時
を過ごしてきました。利用者支援の根幹である法人基本理念を広く周知し定着させること。制度変更や単価見直しが
進む中で、更なる支援内容の充実と共に法人経営の安定を図ること。支援の要である職員を適正に確保し養成するこ
と。法人の歩むべき方向を定めた第２期中期計画の完遂と次期中期計画策定に向けて準備すること。これらの大きな
課題に向けて、果敢に取り組みを進めることができました。
大きな成果の一つとして、「虐待防止基準表」の作成と研修がなされ、その成果は年度末に総合職員研修の場で共有
されました。今後、これらを活かして更に利用者主体の支援の充実が期待されます。また、事業としては、新しいグルー
プホームとして「グループホームたいのはた東」が2016年２月に開所しサービスの輪が広がりました。そして、「神
戸聖隷総合相談センター」（2016年４月開所）、障害者短期入所施設「アクシスひょうご」（2016年４月開所）、地域
密着型特養「新さくらの苑」（2017年４月開所予定）のそれぞれの開設に向けて適切な準備が進められました。
大きく変化していく時代にあっても、「互いに愛し合いなさい。」と聖書に示された愛と奉仕の実践を目指す基本的
な姿勢を変えることなく、次の50年を目指した歩みをスタートすることができました。
１．法人基本理念の周知と理解に基づく事業推進
「神戸聖隷は40年－ともに生きる社会を目指して」のスローガンの下に開催された創立40年記念式典の記念講演で
は、二ノ宮アキイエ先生から「神戸聖隷が社会変革のリーダーとして、利用者中心のインクルーシブなコミュニティー
を創造してほしい」と力強いメッセージをいただきました。またこの機会に作製した記念誌『40Years’History』
と記念映像DVD『隣人愛の業』で、創始の精神を振り返るとともに共生社会実現への意思を新たにしました。
一方日々の福祉現場で、各施設は法人基本理念に沿い讃美歌、聖書に親しみ、ご利用者に寄り添う気持ちを施設基
本方針に表して実践に向かいました。特に、コンプライアンスの中心に虐待防止と成年後見制度活用推進をおいて、
安全で安心できる福祉サービスの提供を誠実に行いました。
２．時代に即した経営への取り組み
2015年度の介護報酬及び障害福祉サービス自立支援給付費は、事業者にとっていずれもマイナス改定となり、特養
の本体報酬でマイナス5.6％、障害福祉サービスでも入所施設で2.5％程度の減収を見込まざるを得ませんでした。反
面、電気料金が12％値上げされたことで水光熱費の増加を見込みました。
決算状況としては、全職員の努力で事業活動収入が52百万円増となり減収は免れました。報酬の厳しさと事業の持
続性のはざまで各施設長の経営管理意識が働いた結果です。また水光熱費も一部施設の照明LED化と早い秋の到来等
の効果で、前年度（一昨年対比1.2％アップ）並みに抑えることができました。一方、多数の施設が大規模改修工事を
行う中で、2014年４月の消費増税が、実質経費増につながり経営上の重荷となっています。
社会福祉法人経営に重大な影響を及ぼす出来事として、社会福祉法の一部改正法案が、４月３日に国会に提出され
2016年３月末に成立しました。2016年４月と2017年４月に分けて法人経営組織と財務管理の在り方の大改革が行わ
れます。これについて法人は、７月の評議員会で当法人組織の新法への対応の方向性を示し、その後も情報の収集と
理解を進めて、評議員会・理事会、施設長会等への発信に努めました。
制度改正により、社会福祉の主たる担い手として多様な福祉サービスを提供できる創意工夫と地域公益活動に取り
組むことに、私たちは一層強い使命感を持って取り組まねばなりません。幸い、地区別施設長会や課長・施設長合同
の次期経営計画策定学習を通じて多彩なアイデアが提起されています。また社会福祉法人批判の重大な要点である事
業運営の透明性の確保については従来から取り組んできたところです。
３．職員育成研修と職員確保
2014年度に発足した新人事制度に基づく「人事評価制度」の定着のために、１次考課者である副主任以上の職制者
による「人事制度運用委員会」
（５次20回）、施設毎の「評価審議会」
（８回）、
「地区別審議会」
（２回）を開催しました。
そして、評価結果に基づいて、課長・施設長が全正規職員に対して個別育成面談を実施しました。
職員研修は、恒例の「副主任・主任研修」と「課長研修」、また初の「上級一般職員研修」を開催しました。常に、
神戸聖隷福祉サービスを基本理念に立って提供する役割を追求しました。マネジメント分野の研修として、2016年度
に取り組む第３期中期計画策定に必要な実践手法を課長と施設長が合同で、兵庫県立大学経営学部の當間克雄教授か
ら学びました。
採用では、初めて高校生求人を行い３名の2016年度入職者を得ました。大学生の採用活動では法人施設での実習や
グループホームでのアルバイト経験を、人材の獲得につなぐように努めました。これらのことを含め３次の採用選考
を行って、計10名の新人を採用しました。また、非正規職員から７名を正規職員として登用しました。新人のOJTに
はメンター（エルダー）制度で取り組みました。
４．法人中期計画事業の推進
利用者の高齢化から生活支援の必要性が高まっています。一方で、障害があっても出来る限り働いて自己実現を目
指す方もあります。第２期中期計画の重要な狙いの一つとして、そのような個々のニーズに応えられる支援の提供が
あります。その一つとして、ワークセンターわかまつのせきもり事業所を生活介護事業に事業変更するとともに神戸
聖生園所属に変更しました。
これに引き続き、2015年度にせいれいやさかだいの生活介護部門の神戸聖生園への合体と、神戸友生園とせいれい
やさかだいの就労継続支援Ｂ型事業の統合を実施する予定にしていました。しかし、友が丘の事業用地（神戸市所有）
については、単に事業の再編成に止まらない活用方法を「グランドデザイン」として提案するようにとの市長助言を
受けたことにより、さらに検討することにしました。
働くニーズに応えるために、受注作業の一括受け入れと、法人内施設作業配分、利用者支援の協働と相互補完の取
組みを神戸友生園とワークセンターわかまつが主になって推進しました。利用者の地域移行（グループホーム）支援
について、６月に北須磨の住宅地で中古住宅を購入、改修工事を施したうえで2016年２月に「グループホームたいの
はた東」（定員５名）を開設しました。その入居者選考の際には法人神戸地区事業所から22名の応募者があり、今後
一層グループホームを設置する必要があることがわかりました。これに関して、2016年度に向けて、垂水区福田で土
地所有者の「建て貸し」による開設が可能か検討を進めています。
但馬地区では、2014年度から用地買収を進めてきた地域密着型特養の建設計画で、事業敷地に係る権利関係が確定
し、朝来市の協力を得て整備補助金申請も順調に進んでいます。しかしながら、建築物価の高まりが資金計画を圧迫
する可能性があることから、2016年度に予定していた恵生園と真生園の大規模改修工事を延期して、当特養整備に集
中することにしました。また、但馬信用金庫の旧店舗を買収して竹田で進めている法人歴史資料館は2016年11月23
日に開所する予定で進捗中です。
５．法人機能
（１）理事長の交代
越智靖理事長の退任に伴い１月11日に水野雄二理事長が就任しました。水野理事長は就任後、積極的に利用者・家
族、法人職員との交わりを進めました。また、多分野のリーダーの方々と法人との接点を持ちました。
（２）常務理事体制
吉田和夫理事が４月から常務理事として副理事長の職務を引き継ぎました。事務長業務と兼任ですが、各常任理事
の協力を得て運営業務を行いました。
（３）常任理事会
月例会を12回、臨時会を６回開催して、法人経営に関する評議員会・理事会上程議案の検討、重要人事の検討並び
に人事の承認、各施設事業の順調な運営に関わる検討・調整・承認などを行いました。
（４）理事会
第171回から第176回までの理事会を６回開催し、法人運営に関する重要事項を審議、決議すると共に各種の報告を
行いました。特に、12月５日に開催された第174 回理事会において、１月から任期が始まる新たな評議員が選任され、
１月11日に開催された第175 回理事会において水野雄二理事長が選任されました。
（５）評議員会
第115回から第119回までの評議員会を５回開催し、法人運営に関する重要事項を審議、決議すると共に各種の報告
を行いました。特に、12月５日に開催された第118回評議員会において、１月から任期が始まる新たな理事・監事が
選任されました。
（６）監事監査（藤本辰也監事・古野健治監事・鈴木博和監事）
会計監査 平生園・さくらの苑・わらしべ（11月17日）、神戸友生園・自立センターひょうご（11月18日）
業務監査 但馬地区本部長・さくらの苑施設長・わらしべ施設長（11月17日）、神戸友生園施設長・自立センターひょ
うご施設長（11月18日）
（７）施設長会
ア）全体施設長会
４月と奇数月に、計８回開催しました。主要審議事項は以下の通りです。
４月：2015年度法人事業計画及び地区事業方針、虐待防止の取組み方針の件
５月：決算及び事業報告、2014年度虐待防止取組みのまとめ、2015年度改修工事、創業40年事業の件
７月：第２平生園整備事業計画、2016年度職員募集、資格取得支援、５月評議員会・理事会議事録の再検証の件
９月：メンタルヘルス対策推進、特定個人情報（マイナンバー）安全管理措置、経営計画策定学習実施、虐待防
止取組み、デイセンターひょうごショートステイ事業、友が丘計画の件
11月：両地区の課題、虐待防止チェックリスト集計報告、研修未受講介護職員による医療行為、虐待防止基準表
作成担当者会議報告の件
１月（６日）：越智理事長退任あいさつ、障害者雇用推進の件、一般上級職昇格推薦、EPA介護福祉士候補者受入
れ、マイナビ活用の件
１月（12日）：水野理事長就任あいさつ、2015年度監事監査・内部監査結果報告
３月：2016年度職員確保状況、2016年度事業計画、法人情報SNS 活用、女性活用推進法対応、新人事制度定着
推進の件、谷秀親施設長退職挨拶
イ）地区施設長会
但馬地区では施設長と課長が合同で「地区連絡会」を月例で開催し、情報の共有と事業の推進を担いました。特に、
地域老人クラブとの「神戸聖隷杯グランドゴルフ大会」開催や、朝来市内の小中高校との手話教室の開催は地域か
ら大きい期待を担って実施しました。
神戸地区は施設長による地区施設長会を月例開催して、ワーキンググループによる中期計画推進を支援しました。
神戸地区は知的障害者の支援が中心であるため、利用者・家族視点の事業展開を常に考えています。おいでやすカー
ニバル、神戸光生園30年記念式典を開催しました。
（８）課長による成年後見制度活用推進
法人の成年後見制度活用推進委員会は法人全課長が担って活動しています。４年の着実な取組みが、法人全体の本
制度への意識の高まりにつながっており、2015年度には利用者・ご家族向け基礎研修会と、職員向け実務研修会を開
催しました。今後もその役割が期待されます。

法人全体の積極的広報

貸借対照表

資金収支計算書

平成28年 ３ 月31日現在

（自）平成27年 ４ 月 1 日

（単位：千円）

資産の部

負債の部

勘定科目

当年度末
流動資産

1,666,1４8

現金預金

当年度末
流動負債

1,121,４7４

固定資産

5,４28,51３

積立資産

270,155

短期運営資金借入金

0

固定負債

2,82３,608

設備資金借入金

689,8４３

基本金

97４,589

国庫補助金等特別積立金

1,0４2,991

次期繰越活動増減差額

1,56３,629

（うち当期活動増減差額）
70,09４,662

6,４0４,819

負債及び純資産の部合計

7,09４,662

３,262,5４9

2,9３8,56３

2,91３,9４8

３16,2３1

３４8,600

8,85４

8,970

258,877

257,021

－250,02３

－2４8,050

その他の活動収入計（7）

４00,４81

４06,5３7

その他の活動支出計（8）

2４３,３61

2４４,566

その他の活動資金収支差額（9）=（7）－（8）

157,119

161,970

0

0

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

270,586

純資産の部合計

３,25４,795

施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）

純資産の部

決算（B）

事業活動支出計（2）

施設整備等支出計（5）

0

（単位：千円）

事業活動収入計（1）

施設整備等収入計（4）

３３,270

負債の部合計

当初予算（A）

事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）

４19,687

長期運営資金借入金

資産の部合計

（至）平成28年 ３ 月31日

22３,３28

262,520

前期末支払資金残高（12）

1,27４,056

1,2３４,81３

当期末支払資金残高（11）+（12）

1,４97,３85

1,４97,３３３

事業活動計算書

（自）平成27年 ４ 月 1 日
科

目

（至）平成28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）

３,2３6,961

３,18４,668

52,29３

28,998

19,0３４

9,96４

サービス活動費用（2）

2,988,３29

３,000,76４

－12,４３5

人件費

2,1４8,４22

2,1３2,1３３

16,289

8,３22

8,2４0

－22,３29

業務委託費（保守料除く）

15３,9４0

156,926

－2,986

事業費支出

３81,868

４0４,197

－22,３19

減価償却費

1４5,8３1

16４,４71

－6３9

－70,655

－72,770

2,115
6４,728

サービス活動収益（1）
経常経費寄附金収益

福利厚生費

国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）

2４8,6３2

18３,90３

サービス活動外収益（4）

３1,50３

29,995

1,507

サービス活動外費用（5）

12,01３

1４,0４9

－2,0３5

サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）

19,４89

15,9４6

３,5４３

268,122

199,850

68,271

特別収益計（8）

9,062

４6,167

－３7,10４

特別費用計（9）

6,598

４8,999

－４2,４01

特別増減差額（10）＝（8）－（9）

2,４6４

－2,8３2

5,296

270,586

197,017

7３,568

1,56３,629

1,126,6４0

4３7,168

経常増減差額（7）＝（3）+（6）

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
流動比率

616.7%

純資産比率

90.３%

人件費率

67.2%

委託比率

４.8%

人件費率+委託比率

72.0%

固定長期適合率

79.5%

経常活動収支差額率

8.2%

サービス活動収益対借入金比率
労働分配率

0.0%
85.４%

ア）人事ヒアリング、評価ヒアリングを実施
ア）但馬 2 、神戸 9 施設で年間11４名の実習を受入
（うち社福士３1、高校介護員養成22、介福士 0 ）
ア）2017年度募集でマイナビを活用
ア）2016年度正規職員採用で但馬地区高校から ３ 名採用
ア）予算月次管理導入：2016年度実施のために体制を整備完了、年度中は
試行
イ）予算ヒアリング：2／16～18に全拠点に対して実施
ウ）予算学習会：12／10～11に事務勉強会開催（総務課長主催）
ア）次枠の通り計画的に実施。建設費環境変化による入札不調にも対応
イ）2015年度積立資産計上額
建設積立資産（2,215千円）
修繕積立資産（1３8,900千円）
減価償却積立資産（４6,４61千円）
人件費積立資産（12,119千円）
備品積立資産（18,000千円）
ウ）運用委員会、評議員会等の審議を経て、金融債１億円、電力債１億円
で運用
〇工事費合計272,699千円
・恵生園：空調改修工事・給湯改修工事・ナースコール・トイレ改修工事
他（11３,４00千円）
・真生園：空調改修工事・改修・給湯改修工事他（6４,800千円）
・わらしべ：浴室改修工事・照明LED化工事（18,３60千円）
・神戸聖生園：トイレ改修・厨房空調・自火報装置（1４,0４0千円）
・神戸愛生園：自動火災報知設備及びPHS更新（2,1４9千円）
・神戸友生園：自動火災報知設備及びPHS更新（2,278千円）
・神戸光生園：１階作業室床及び照明LED化。 2 階食堂床及び壁補修並
びにLED化・１階男子更衣室間仕切り変更その他（1４,４72千円）
・神戸明生園：空調改修工事・照明LED化工事・天井補修工事（４３,200
千円）
・機関紙「洗足」第11号（ 9 月）、第12号（ ３ 月）を発行
・４0年記念DVDの制作と配布
・SNS活用の検討（マイナビ、フェイスブックの準備）

2015年度決算報告

法人本部

総務課長

小紫

義也

2015年度におけるサービス活動収益は前年度に比べ1.6％増加し、32億3,691万円となりました。サービス活動
収益対当期活動増減差額比率は8.3％となりました。
2015年度は介護報酬収入および障害福祉サービス事業収入ともに報酬改定が行われ、処遇改善加算の増はあった
ものの実質的にマイナス改定となり、法人としても当初予算においては前年比マイナスを覚悟しました。しかしそ
の中で、新規グループホーム開設や各事業所における営業日数増加やサービス向上の取り組みにより利用率の維持・
向上に努めた結果、介護保険事業では前年に比べ0.7％収益が減少したものの、障害福祉サービス事業では前年比1.6％増となりました。
施設整備面に関しては法人長期修繕計画に基づき、８施設で空調・給湯・トイレ設備等の改修及び照明設備のLED化工事を実施しました。
また、障害者グループホーム整備の為の中古住宅購入や地域密着型特養新規開設のため建設用地買収を実施しました。2016年度においては地
域密着型特養新規開設のため建設工事、神戸聖隷歴史資料館兼但馬総合事務所開設準備を控えています。
法人の中期経営計画（2012～2016年度）の最終年度を迎え、健全な財務体制の維持に向けた取り組みを進めていきます。
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喜久子

︵敬称略・順不同︶

森定

皆様のご支援に感謝申し上げます︒

礼奈

家庭倫理の会北須磨支部

森山

希代志

大谷 節子

代︶
芝吹

神戸聖隷福祉事業団後援会

岡田 安津子

㈱兵庫福祉保険サービス

神戸聖隷福祉事業団後援会

金附 洋一郎

理香

神戸聖隷福祉事業団後援会

小島 恵美子

福田

神戸聖隷福祉事業団後援会

小西 和子

正大

神戸聖隷福祉事業団後援会

田島 康啓

石上

神戸聖隷福祉事業団後援会

野口 和泉

真司

神戸聖隷福祉事業団後援会

藤井 正雄

植田

神戸聖隷福祉事業団後援会

水野 雄二

司誠

神戸聖隷福祉事業団後援会

井上

美濃部多果子

義正

神戸聖隷福祉事業団後援会

金原

裕子

克彦

小西

藤井

美千子

澤 英子

健

渡辺

良

望

今村

石飛

千葉

伊藤

稔

剛志

杉本

直人
充

藤田

敏男

水足

北條

啓一

春秋会

山本

社会福祉法人

但馬米穀㈱

一郎

紀子

内橋

上田

和香

辰也

朱実

勝村

中

藤本

神戸聖隷に
ご寄付をいただきました︒

３月

４月

５月

６月
神戸光生園家族会

明

神戸明生園家族会

久保

洋一郎

神戸聖生園家族会

金附

『深淵なる喜び』
白川台キリスト教会

牧師

小紫

義弘

この度、洗足の原稿の依頼を受け、上記のテーマを戴きました。
とても素晴らしい題であったことに感激しました。
それは今、
この喜びを私もいただいているからです。
イエスキリストの十字架が私の罪のためであったと信じ救われたからです。
イエス
キリストを信じる者は救われて、永遠の命が与えられ、皆この深淵なる喜びを得ることが出来るのです。
家族の死と病
私は兵庫県の小野市で生まれました。
父はそこで食料品店をしていました。私が中学 3 年の時、小学 4 年の弟が川で溺れて地上の生涯を終えまし
た。
夏休みに入った最初の日、学校にプールがなかったため引率されて行っての出来事でした。
高校 2 年生の夏には父が脳溢血で私達の目の前で 51 歳の生涯を閉じました。わずか 3 年の間に 6 人家族が 4 人になりました。
父の死後、店を引き継いだ兄を手伝うために所属していたサッカー部を辞めました。みぞれが降る冬の寒い日の帰校途中に、急に顔面の右側の神
経が麻痺して ひょっとこ顔

のようになってしまいました。1 ヶ月学校を休みました。

一冊の本との出会い
人生について考えるようになり、本を読みあさり
「全き人」
という本に出会いました。完全な人がこの世にいるのかという思いでした。
その本の最後のページにコリント第一の手紙１３章が書かれていました。
「・・もし愛がなければ、一切は無益である。
愛は寛容であり、愛は情け深い。
また、ねたむことをしない。愛は高ぶらない、誇らない、無作法をしない、
自分の利
益を求めない、いらだたない、恨みをいだかない。
不義を喜ばないで真理を喜ぶ。
そして、すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを耐える。
愛はいつま
でも絶えることがない。・・(3-8) このようにいつまでも存続するものは、信仰と希望と愛と、
この三つであるこのうちで最も大なるものは、
愛である。
」
それまで聖書は見たことはありませんでしたが、
これは聖書の言葉に違いない思い、毎朝その言葉を読んでから学校に通いました。
聖書との出会い
高校卒業後、神戸に就職して 1 年が経った頃に恩師の職場訪問を受けました。その日恩師の宿舎に寄ってお礼を言った後、帰り途で市電を待って
いる時に、ガラス戸のポスターに目が留まりました。
ケネディ大統領とアイゼンハワー大統領の前で一人の説教家が話しかけている場面でした。
その
説教家が手に持っているのは聖書ではないのか？もしかしたらこの本屋に聖書が売っているのではないか？と思い店の中に入りました。
一人の外国人が出て来られ、そこで聖書を購入しました。
これできっとわたしの人生は変わる！と喜びながら寮へ帰りました。
駅前の天幕集会
それから聖書を読むようになり、キリスト教会に通うようになりました。
ある日鈴蘭台駅前で天幕集会があり、そこでのメッセージが私の心を捉えました。
「人の心には神のかたちをした空洞がある。
そこにお金や名誉や
何を入れても満たされない。神に似せて創られた人間は神ご自身が入って下さらなければ心は満たされない」
との言葉でした。
そこで自分の罪を悔い改め、
イエス・キリストをわたしの救い主と信じ受け入れることができました。
湧き上がる喜び
神に対する悔い改めとイエス・キリストに対する信仰は、内から湧き上がる喜びと深い平安で私の心
を支配するに至り、この喜びを誰かに伝えずにはおれなくなりました。会社の上司や寮生を次々に教会に
誘い、ますます聖書が神の言葉であると確信するに至りました。鈴蘭台駅前での伝道にも参加するように
なりました。そして郷里の家族に福音を伝えるようになりました。
献身への導きと働き
3 年間の会社勤務の後、献身への導きを戴き会社を退職しました。最初は大反対していた母でしたが、
遂に信仰を持つようになりました。兄とその家族や従妹まで救われるに至りました。関西聖書神学校での
4 年の学びを経て、香川県で 8 年間、その後徳島県で 6 年間奉仕しました。
そして 1986 年 4 月に神戸の白川台キリスト教会に赴任しました。1999 年には会堂が与えられ今年
で献堂 17 年になります。全ての栄光を主に帰して ハレルヤ！
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