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社会福祉法人の今日的意義
法人本部常務理事・事務局長

村岡

裕

社会福祉法人とは、終戦直後の昭和26年に施行された社会福祉事業法※1に規定された、社
会福祉事業を行うことを目的とする公益法人です。社会福祉法人には、経済的理由など様ざ
まな問題をかかえ生活困難に直面している人に対し、生活の支援・再建のための事業を行う
ことなど、高い公益性が求められています。そのため、その公益性の見返りとして、法人事
業税などが非課税であるなどの恩典を受けています。
さて、昨今の社会福祉法人の事業は、介護保険事業などは見えやすい反面、本来の目的で
ある公益的な事業が見えづらいというのが、世の中の人々のおおかたの印象です。そのた
め、事業実施に伴う収支差額の多寡がニュースとして取り上げられるなど、社会福祉法人を
見る世間の目は年々厳しくなってきています。
そのような中、全国の社会福祉法人の事業者団体である全国社会福祉施設経営者協議会 ※2
では、社会福祉法人全体の今後の取り組み課題として「アクションプラン2015」と銘打った
計画を示しています。これは、社会福祉法人のこれまでの実践事例をもとに、全国の社会福
祉法人が具体的にどのような事業に重点的に取り組むのかを基本姿勢として示したものです。
依田窪福祉会では、その方針に沿って新年度の事業計画を作成し、去る3月27日の理事・
評議員会において平成24年度事業計画および予算案として承認されました。
依田窪福祉会では、今年度は「アクションプラン2015」に示されている社会福祉法人の基
本姿勢をもとに、地域の皆様の目に見える公益的な事業を実施していく予定です。
そこで、今年度の広報誌では、
「アクションプラン2015」にのっとり、

本号………「利用者に対する基本姿勢」
8月号……「社会に対する基本姿勢」
11月号…「福祉人材に関する基本姿勢」
2月号……「マネジメントに対する基本姿勢」
について、事業所ごとにご紹介させていただきます。
※1 平成12年より社会福祉法に改題
※2 全国社会福祉協議会内に設けられた、児童・障害・高齢者などの各福祉分野を横断的に統括する経営者組織。
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依田窪特別養護老人ホーム
居宅介護支援事業

ヘルパーステーションこすもす武石

「利用者から聞く」
施設長・管理者

このたび、特別養護老人ホームともしびの施

杉浦

剛

設長、居宅介護支援事業およびヘルパーステー
ションこすもす武石の管理者を承ることとなり

関入口に移設し、居宅介護支援事業、ホームヘ

ました杉浦剛と申します。前任者同様、変わら

ルパー事業そして法人本部を含めた総合受付、

ぬご指導をよろしくお願いいたします。

いわば「ともしびの顔」としてリニューアルし
ました。

また、この4月より居宅介護支援事業とこす
もす武石の事務所をともしびに移転いたしまし

もうひとつは、ご面会やご相談をいただく場

た。今後も地域の皆様の身近な相談室を目指し

所の環境整備です。利用される方々のプライバ

て努力してまいりますので、こちらも今まで同

シーの確保とゆったりと安心して過ごしていた

様、
ご愛顧のほどをよろしくお願いいたします。

だくことを目的に、季節の花や緑の充実を図り

さて、利用者に対する姿勢として、職員の立

適度な仕切りを設けました。今後とも利用され

場から考えますと、
「利用者と向き合う」
「利用

る方々の立場に立って良質かつ安心、安全な

者の声に耳を傾ける」という言葉が私の頭に浮

サービスのご提供を心掛けていきたいと思います。

かびますが、しかしそれが本当に利用者の幸せ

私たち職員の仕事のもとになる法律、社会福

や満足に繋がっているのだろうかと思うことも

祉法では、福祉サービスの提供の原則として、

あります。

「利用者の意向を十分に尊重しなければならな

私たち職員は、利用者に対して、この介護の

い※1」とされています。利用者に対する姿勢と

仕方がよいのではないか、このサービスを使っ

は、まさにこの「意向を十分に尊重する」こと

ていただいたらよいのではないかと考え、サー

ではないかと思います。利用者が生活されるう

ビスを提供しておりますが、本当にそれが利用

えでの支えの一つとして福祉サービスがあると

者の求めていることなのか、しっかりと利用者

考え、利用者が必要とされていることをよくお

の思いをお聞きしているのかを改めて考えなけ

聞きし、そのお手伝いをさせていただきたいと

ればならないと思います。さらには、私どもの

思います。

サービスを選んでいただき利用していただくた

※１ 社会福祉法第5条「福祉サービスの提供の原則」

めに、私たち職員は何をすべきなのかという視
点を常日頃から持ち、今以上に利用者の立場に
立って考えることが必要だと思います。
このような考えから、利用者ならびにご家
族、そして地域の方々に特養ホームともしびを
今以上に利用しやすい場所にしていただけるよ
う、玄関およびホールのモデルチェンジを行い
ました。
ひとつは、特養ホームともしび事務所の移設
です。以前は奥まった場所にあった事務所を玄

事務所、
ホールの風景
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２月にマニュアルに基づいたノロウィルスなど
の感染症対策訓練を実施しました。日頃から訓練
をすることで、いざという時に迅速な対応ができ
ます。職員も真剣な表情で取り組んでいました。

感染症対策訓練
職員が家で飼っているやぎを連れ
てきました。
「昔は飼っていた」とい
う方も多く、小さくかわいいお客様
に利用者も思わず笑顔でした。

かわいい、やぎの赤ちゃん

特養ホームともしびでは、ユニットごとに
工夫をしながら利用者の誕生日会を行います。
この日は、94歳の誕生日を迎えた利用者に、
皆さんからの「おめでとう」の言葉と、職員
が手作りしたケーキでお祝いしました。これか
らも、ますますお元気でお過ごしください。

お誕生日おめでとうございます

３日間にわたり、みまき福祉会と合同で新任職員の研
修を行いました。食事や入浴についての介助方法の他に、
理学療法士によるトランスファー
（車椅子からベッドなどへの移乗
動作）など、基本的な知識を学び
ました。新卒者だけでなく、中途
採用者も一緒に研修を行い、
「自
分の介助方法など、再確認する
ことができた」
という声が聞かれ

合同の新任職員研修

ました。
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管理者

甲田

伸子

「その人らしい生き方」
どの人にも「歳をとりたくない」という思いがあ

そして、現在も利用者それぞれが、家族や友人、

るのでしょうか。歳をとったら見た目が変わり、身

ご近所の方とのつながりのなかで生活していること

体の機能が落ちて、認知の機能もだんだんとあやふ

を忘れてはならないと思います。月に1回、
「近所の

やになります。そんな思いから、歳をとることを否

方と会えるから」と、デイサービスセンター鳥屋を

定的にとらえてしまいがちです。

利用される方がいらっしゃいます。その人が希望す

デイサービスの職員として、日々利用者に接して

るデイサービスの使い方が大切だと考えます。

いると、一人ひとりが歩んでこられた生き生きとし

私たちはデイサービスという、ひとつの介護サービス

た人生を教えていただく時があります。ご両親を早

を通じて利用者にお会いしますが、一人ひとりにそ

くに亡くし、弟妹の世話に明け暮れていた方やご主

の方が生きてこられた大きな歳月があることを、常

人と丸武トマトの生産を一生懸命やってこられた

に心に留めて、毎日の介護の仕事にあたりたいと考

方。私たちがそのすべてを知ることはできません

えます。また、家族や地域、介護や医療との連携を

が、きっと多くの困難を乗り越えての今日があるの

とり、歳をとっても「その人らしい生き方」ができ

だと思います。

るよう、サービス提供に努めていきたいと思います。

宅老所

かみほんいりだより

「いつでもご遠慮なく」

管理者

柳澤

洋子

小規模事業所であるデイサービスセンター上本入
は、一人ひとりに合わせた時間帯、ご希望に沿える

も耳を傾け、その場で返事のできるものはし、調べ

サービスの提供を目指しています。

なければならないものに関しては、後日返事をさせ

先日も利用予定日の朝に、体調不良でお休みした
いと、ある利用者からの連絡がありましたが、昼食
が済んだら調子が戻ったので入浴をしたいというご
希望がありました。もちろん大丈夫です。

ていただいています。他の事業所への意見や要望が
ある時には、できる限り繋げていきます。
外出や外食に出かける時にも、
「今日は行きたく
ない」とおっしゃれば、職員が一人残ります。その

利用時間帯の過ごし方も、それぞれの方の意思を

日その日の体調と気分をしっかりと受け止めます。

尊重します。レクリエーションの時間に新聞や本を

利用者によっては、デイサービスの予定日を忘れ

読むのもいいでしょう。「昨晩寝不足なので、午前

てしまう方もいます。そのような場合は、送迎前に

中は横になっていたい」これももちろん大丈夫で

電話を入れたり、また、
「後何分後にもう一度お迎

す。決して画一的な行動を求めたりはしません。で

えにあがります」と声を掛けさせていただきます。

も、
「笑い声が聞こえたので参加したい」という気

送迎時、利用者が安心して家を出られるよう、火

持ちを持って頂けたら、なお一層嬉しく思います。

の元の始末、施錠等の確認も私たちの仕事の一環だ

時には、利用者やご家族から意見や相談を受ける
こともあります。そんな時にはどんな小さなことに
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と思っています。

デイサ ービスセンター 長 門
ヘルパーステーションこすもす長門

「認知症を理解して頂くために」

施設長

山﨑

勝彦

この度デイサービスセンター和田よりデイ

追求すべきであり、
デイサービスセンター長門は

サービスセンター長門に異動してまいりました、

定員25名の通所介護施設ですが、
このような規

施設長の山﨑勝彦です。どうかよろしくお願い

模でも個の関わりを大事にすることが、
きっと大

します。

きな意義をもつと信じています。
安心は、
笑顔を生み出してくれます。私のこれ

私が考える、
利用者にデイサービスを安心し

までの福祉サービスに携わる日々を支えてくだ

て利用していただくためのポイントは「楽しみ

さったのは、
利用者が見せてくれる笑顔だと言っ

を期待できる時間」の提供だと思っています。

ても過言ではありません。
職員が自分の仕事に達成感や充実感を持て

「今日は、どんな楽しい事をやるのだろう？」

ることも、
とても大切です。
「やりがい」を得るこ

「たくさんの人と、いろいろな事を話したい」

とでプロとしての力量が上り、
それは提供する

「大好きなお風呂だから、職員の介助で安心

サービスの質の向上につながります。

してのんびり入りたいなぁ」

私たちの日々の仕事に対して、
叱咤激励をい

「昼食は何だろう、おいしいかな」

ただけましたら幸いです。

家にいる日常生活とは違う、
デイサービスへ
と外出することで起きる「できごと」への期待を
裏切らないことが、
満足していただくための大
切なポイントであり、
次回の利用日が早く来て
欲しいと思っていただけたら、
職員冥利に尽き
ることになります。
利用者は、
ご本人には不本意ながら利用し
ている方もいらっしゃいますし、
認知症のため利
用されている方や、
家庭での入浴が困難なため
に入浴だけの目的で利用している方等、
それぞ
れの事情をお持ちです。そんなすべての利用
者に「安心」していただくには、職員の介護
サービスを提供するプロ意識が重要です。
デイサービスでは一日の流れがほぼ決まって

新年会

いますが、
その流れの中にあっても、
個々の方

新年を迎え、今年も楽しんでいただきたいと、新

の性格・趣味・身体の状態・生活歴等を把握しな

年会を行いました、職員全員で踊りを披露し、利用

がら、
どこまで個別に関わることができるかを

者の皆さんに楽しんでいただきました。
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管理者

西澤

茂洋

「より安心して生活していただくために」
依田窪特別養護老人ホームよりデイサービ

だけに向き合ってしまうと、それが利用され

スセンター大門に異動となりました。よろし

る方だと勝手に考え、大切な事を見失ってし

くお願いいたします。

まいます。

利用される方と接する際の心構えとして、

お年寄りだけど○○さんだからここまでで

「一人ひとりの方ときちんと向き合うこと」

きる。認知症でいろんなことが分からなく

をいつも念頭に置いています。初めて利用さ

なってしまったけど○○さんはこんな事で喜

れる方の場合は、特にその事を意識していま

んでくれる。一人ひとりときちんと向き合え

す。そうしないと、事前に聞いている情報だ

ば、その方の細かな部分まで見え、持ってい

けを基にして、その方を自分勝手に想像して

る可能性を発見することもできます。それが

しまうからです。

きっかけで体の機能レベルが維持できたり、

例えば

お医者さん

という言葉を聞く

認知症状が改善したりすることに結びつける

と、人によっていろいろなお医者さんがイ

こともできます。

メージされると思います。それはそれぞれの

新しい事業所に移り、新しい利用者の方と

人の中に、その言葉に対する印象、経験や先

たくさん出会う機会があります。自分の中に

入観があるからです。それと同様に、事前に

持つ心構えを忘れずに、利用される方や地域

聞いている情報に

の方と共に歩んで行ける事業所になれるよう

お年寄り

や

認知症

という言葉があると、その言葉だけでイメー

にしたいと思います。

ジしてしまう主観的なことがあります。言葉

まゆ玉作り
1月の「どんど焼き」に、利用者の皆さんが色とりど
りのまゆ玉をたくさん作り、1年の健康を願いました。

節分

節分に恒例の豆まきを行いました。職員が

扮した鬼に利用者が思いっきり豆を投げ、一年
間の無病息災を祈って、鬼を追い払いました。
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デイサービスセンター

長 久 保

私は平成2年5月からヘルパーとして利用者のお
宅に伺う中で、
人生の先輩にいろいろ教えていた

管理者

だきました。利用者の方の生活を継続していくうえ

柳沢

裕美

で困難な部分の援助、
生活環境の整備や食事の用
意をさせていただきました。その後、
ケアマネジャー

中で利用者一人ひとりが「こうしたい。ああやって

になった私は、
利用者と同居している家族や医療関

ほしい。」と話してくださることに耳を傾け、
職員会

係者、
サービス事業所の職員、
行政等、
それらの人

議の中で具体的にレクリエーションや行事計画を

たちと利用者の生活援助や地域での関わり方等を

立てていきたいと考えています。また、
送迎の時な

相談してきました。サービス内容を具体的にするた

ど、
利用者だけでなくご家族からも相談や要望をお

めの「居宅サービス計画書」を作る仕事もしてきま

聞きしたり、
連絡帳に書いていただけましたら、
これ

した。

からのサービスに繋げていき、
利用者に「今日も一
日楽しかった。」と言ってもらえるようなデイサービ

ケアマネジャーとして感じた事は、
自宅での訪問

スにしたいと考えています。

介護サービスについては、
具体的に要望を言ってい
ただけることはあるのですが、
通所サービスで一日
を過ごしてどうだったかという話はあまり聞かれま
せんでした。今回、
デイサービスセンター長久保の
管理者となり、
今までの経験を生かしていければと
思います。
デイサービスセンター長久保のような小規模の
デイサービスでは、
利用者数が少なく十人十色で
す。認知症のある方、
障害のある方が一日を一緒に
なって過ごしていただいています。デイサービスの

配食サービス
長和地域担当

「あや弁・事情」

齋藤

あやちゃん弁当は上田市武石地域と長和町の高

嘉美

齢者の方を対象とした配食サービスです。「弁当

きますが、あやちゃん弁当は、利用申請をされて

屋さん」ではありますが、街の弁当屋さんとは少

認められた方にしかお届けできないため、こんな

し趣きが異なります。公的な福祉サービスとし

時は残念ながらお断りすることになります。

て、申請により利用の可否を行政が審査してお

融通が利かないようではありますが、皆様に喜

り、依田窪福祉会は行政から委託され配食サービ

んでいただける細やかさも添えたいと、努めてお

スを実施しております。

りますので、ご理解をお願いいたします。

「こどもが来るから、1食追加してください」

余談ですが、配食中に観光客から呼び止められ

「お客の分も欲しいから、明日は3食にして」

て「弁当を売ってください」と言われたこともあ

街の弁当屋さんならば、
「まいど」とお受けで

るそうです。
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デイサービスセンター和田

「向き合う姿勢」
施設長

渡邉 善和

このたび、デイサービスセンター和田
に配属になりました。和田地域で勤める
のはこれが初めてですが、地域のことを

下さい」と添えたとしても、実際に意見

学びながら、地域の方々との関係を築い

や苦情を申し出ることは、利用者の立場

ていきたいと思いますので、よろしくお

から考えれば難しいことだと思います。

願いします。

後から苦情などの話を伺い、
「あの時すぐ

さて、介護保険制度がスタートして13

にでも言っていただけていたら…」と思

年目の年を迎えました。介護保険制度が

う場面も時々あります。

導入されて大きく変わったことは、利用

利用者と事業者が対等な関係を築くの

者と事業者が『措置』から『契約』の関

は難しいことですが、事業者側が、利用

係に変わったことです。措置は、行政が

者に多くの情報を伝え、苦情や相談が無

その公的責任において、サービス利用の

いかなど日頃より事業者側からお伺い

判断や、サービス提供内容、費用負担等

し、出来るだけ対等な関係が築けるよ

を決定するもので、利用者側には選択す

う、意識していくことが大切だと思いま

る権利がありません。これに対して契約

す。介護の現場でも同じく、こちらが対

は、どのようなサービスを使うかを利用

等と思っていても介護を受ける側には常

者が判断し、サービス提供内容、費用負

に遠慮があります。事業者と利用者は対

担等の決定は、利用者と事業者の合意で

等ではないことを認識し、利用者に向き

決定されるなど、利用者側には選択する

合う姿勢が必要だと考えます。

権利があります。介護保険制度の開始に
より、利用者と事業者は対等な関係とな
りました。…と、言われていますが、
「果
たして本当にそうなのか？」と、感じる
ことがあります。
例えば、和田地域ではどれだけの福祉
事業者を選択することができるのかを考
えた時、選択肢はそれ程多くはありませ
ん。私は、選択肢が少ない中ではたとえ
契約であっても対等な関係を築くことは
出来ないと考えます。事業者がいくら苦
情・相談窓口を作り、
「いつでもお申し出
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和田から

グループホーム

利用者の立場に立って
施設長

福祉の用語の中に「利用者本位」という言

児島

慎二

葉があります。意味は、
「利用者の立場・視

えて行ったことでも、利用者の本当の意思を

点に立って援助をしていくこと」です。この

考えていなければ、結局は隠れた「職員本

言葉は、私たちも日々の介護サービスを行っ

位」のケアと言えるのではないかと考えま

ていく中で、常に念頭に置いています。

す。

グループホームは認知症の方専門の施設で

グループホームでは、
「職員本位」の自己

あるため、利用されている方の中には、ご自

満足のケアに陥らないよう、日々の自己点検

身の意志を周りに上手く伝えることが難しい

に努めていきたいと思います。そして、利用

方もいます。そういった方々に対しても、当

者の意志を尊重した「利用者本位」のケアと

然ですが、私たちは「利用者本位」の意識を

いうものを今後も意識し、

持って接することを忘れないよう心掛けてい

行っていこうと思います。

ます。しかし、私たちが考え、提供している
「利用者本位」のサービスや施設内のケア環
境は、時に知らず知らずのうちに職員主体の
考え方に陥ってしまう危険があります。例え
ば、歯の悪い利用者に食べやすいようにと柔
らかい煮物を提供したとします。しかし、ご
本人はたとえ歯が悪くても好きな肉料理が食
べたい、と考えているかもしれません。この
ように職員にとっては、利用者に良かれと考

デイサービスセンター和田

日記
春よこい！雛祭りのお茶会
桃の節句を祝ってお茶会を開催しまし
た。着物姿の職員が点てる抹茶が、華やい
だ春の気配を伝えてくれるようで、「おい
しいよ」「いいねぇ」と、皆さんが和やかに
味わってくださいました。
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管理者交代・事務所移転などのお知らせ
事務所移転のお知らせ、事業の一部終了について
4月1日より居宅介護支援事業、ヘルパーステーションこすもす武石の事業所を、依田窪特別養護老人
ホームともしび内に移転しました。長い間ご愛顧いただいた収益事業は終了としました。
また、休止扱いとしていた「ヘルパーステーションこすもす和田」を3月31日をもって、廃止としま
した。休止期間中に「ヘルパーステーションこすもす長門」に業務を移管しておりますので、引き続き
ご利用ください。
利用者をはじめ関係者の皆様方にはご不便、ご迷惑をおかけしますが、お気づきの点などございまし
たら、何なりとお申しつけください。今後ともよろしくお願いいたします。

管理者交代のお知らせ
4月1日より、人事異動により、以下のとおり管理者が交代しています。今後とも、よろしくお願い
いたします。なお、記載のない事業所は従前どおりです。

上田市
デイサービスセンター

上本入

デイサービスセンター

法人本部

鳥屋

依田窪特別養護老人ホーム

ともしび
居宅介護支援事業所

施 設 長（ 管 理 者 ）杉浦
副施設長兼生活相談員 今井

ヘルパーステーション

こすもす武石

デイサービスセンター

長門

長和町

ヘルパーステーション

こすもす長門

デイサービスセンター

渡邉

勝彦

デイサービスセンター

長久保

デイサービスセンター

大門

デイサービスセンター和田
施設長

剛
圭輔

デイサービスセンター長門
ヘルパーステーションこすもす長門
施設長（管理者）山崎

和田

グループホーム和田
橋場なごみや

依田窪特別養護老人ホームともしび
居宅介護支援事業
ヘルパーステーションこすもす武石

デイサービスセンター長久保
管理者

柳沢

裕美

デイサービスセンター大門

善和

管理者

辞令交付式を行いました
今年度、依田窪福祉会では2名の新人職員を
迎えました。両名とも特養ホームともしびの
ケアワーカーの配属となり社会人のスタート
を切りました。期待と不安の入り混じった表
情が、初々しい光景でした。
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西澤

茂洋

平成23年度

理事会・評議員会報告

報告及び議案

平成24年3月27日開催

○収益事業の廃止について
○平成23年度社会福祉法人依田窪福祉会一般会計第3次補

○理事長専決事項の報告について（理事会のみ）

正予算書について

○社会福祉法人依田窪福祉会就業規則の一部変更について

○平成24年度社会福祉法人依田窪福祉会事業計画書およ

○社会福祉法人依田窪福祉会給与規程の一部変更について

び資金収支予算書について

○ヘルパーステーションこすもす武石および居宅介護支援事

○施設長および管理者の選任について

業事業所移転について

特別研修を実施しました
4月9日、10日の2日間にわたり、社会福祉法人みまき福祉会と主催し、社会福祉法人
大樹会の後援で、
「中堅職員に求められる新たな事業経営の視点」と題し研修会を実施し
ました。両日とも定員を超える参加者があり、
「自分たちの知っている枠にとらわれず、
介護保険制度をより知ることで、将来に向け今やるべきことを明確に実現していくこと
が大切」「自分の視野、視点の狭さに気付かされた」などの感想が聞かれました。
講演内容は以下の通りです。
（講演順）

第1部「これからの介護保険事業経営と介護人材」
学校法人日本社会事業大学 福祉マネジメント研究科准教授

藤井

賢一郎氏

第2部「アクションプラン2015 社会福祉法人経営の在り方」
全国社会福祉施設経営者協議会副会長・社会福祉法人聖隷福祉事業団監事・
社会福祉法人さくま理事長・社会福祉法人松渓会理事長 武居 敏氏

第3部「中堅職員に求められるチームマネジメントとキャリアパス」
株式会社エイデル研究所コンサルティングアドバイザー・
NPO法人 福祉経営ネットワーク理事 宮崎 民雄氏

社会福祉法人
●法人本部

依田窪福祉会 事業別連絡先一覧
☎85-2202

ともしびホットライン：090-4531-8523（苦情受付窓口）
［E-mail］tomosibi@janis.or.jp
［U R L］http://www.yodakubofukushikai.jp/

●依田窪特別養護老人ホーム

☎85-2218

☎68-0226
●ヘルパーステーションこすもす長門 ☎68-5730
●デイサービスセンター 長門
●デイサービスセンター 大門

☎41-2123

●デイサービスセンター 長久保（宅老所） ☎68-3374

●短期入所生活介護事業

●デイサービスセンター 和田

☎88-0077

●デイサービスセンター 鳥屋（宅老所） ☎85-0010

●グループホーム和田
●デイサービスセンター 橋場なごみや

☎88-0088

●デイサービスセンター 上本入（宅老所） ☎85-2115

●配食サービス事業 あやちゃん弁当

☎85-0052

●居宅介護支援事業

☎85-2047

●ヘルパーステーションこすもす武石

☎85-0098

●高齢者生活福祉センター

＊再生紙を使用しています。
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●一部

100円

