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二十周年にあたり
当法人の創設は、何と言いましても、地域（旧長門町、旧武石
村、旧和田村）の皆様の老人福祉施設設置の強い要望があったこと
から始まります。
発足当初は本当に手探りの状態で、苦労が絶えなかったことだろ
うなと拝察できますし、地域の皆様、数多くのボランティアの皆様
や長和町、武石地域をはじめ関係各機関の皆様のご協力があればこ
そと、深く感謝しています。

理事長

渡邉

和美

また、昼夜を問わず献身的な介護に携わってきた職員の頑張りで
ご利用者やご家族の皆様からも感謝の言葉を沢山いただいており、
職員の皆さんの御労苦に対しも感謝しているところです。

公設民営としても依田窪南部地域では初めての施設でありまして､本日出席をいただいており
ます依田窪福祉会の顧問でもあります羽田健一郎長和町長が、当時の首長として先陣をとって
ご尽力された第一人者でございます。行政の先見性を示す最たる事業の一つではないかと思い
ます。それを依田窪福祉会が地域内の先進法人として任されたもので､

責任の重さを背負って

活動しています｡
しかし、長和町、武石地域は特に高齢化と人口減少の激しい地域にある中、高齢者福祉事業
を取り巻く情勢は厳しさを増しています。今では街中いたる所に介護福祉施設の送迎車両が行
き交っているのを非常に多く目にしますし、さらには近隣地域における事業所の開業、増設な
どにより、利用者確保、人材確保がより困難な状況となっています。
こうした中で、依田窪福祉会は地域の社会福祉法人として、公益の為に着実に事業を遂行し､
営利を伴わない実績をもって利用者の要求に応えているところでございます｡

事業規模は小さ

くとも､ 今後とも地域の高齢者福祉の一環としてお役に立ちたいと考えています｡
私が就任時に申し上げたことですが、モットーとしていることは、明治の作家、武者小路実
篤さんの言った言葉にあります。常に、
“他人の位置に時々自分をおき、自分の位置に他人をお
き、他人の気持ちを察し、小我をのさばらすな”であります。福祉に携わる人間として、最も
大切な心構えではないかと、今でも心に刻んでいます。
超高齢社会の中にあって､ 既に私自身もその数に足を踏み入れていますが､ 人生の最後のかた
ちについてよりよい仕組みを夢見ます。この地域の高齢者福祉は挨拶や笑顔での応対が基本に
あり、また、皆さんの協力・協調を自然に得られる施設で有り続ける高齢者の拠点施設となる
よう、私はこの法人と地域を愛する皆さんと精進してまいりたいと考えています。
法人としての今後の計画は、この20周年を機に、一つひとつ積み上げて実現できた願いが次
の世代に引き継がれ、更に大きく広がっていくことを望みつつ、これからの時代に即した組織
改革、サービス開発を積極的に行い、
「新生・依田窪福祉会」のスタートとして未来予想図を描
いてまいりたいと考えています。
これからも多くの皆様のご理解を頂きながら、共に地域福祉の発展の視点に立って頑張るつ
もりでございます。
今後も、地域にあって高齢者福祉の一翼を担ってまいりますので皆様のご支援ご協力をお願
いいたします。
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依田窪福祉会
創立20周年によせて
長和町長
依田窪福祉会 顧問

羽田

健一郎

社会福祉法人「依田窪福祉会」は「地域の方々の安心・安全な自立生活の支援」を理
念として、介護保険サービスを始め、地域で暮らす支援を必要とする皆様の福祉ニーズ
に応えるため、平成８年に旧長門町、旧武石村、旧和田村の旧三町村によって設立され
たもので、早いものでそれから20年が経過いたしました。
この間、特別養護老人ホーム「ともしび」の開設を皮切りに、デイサービスセンター
５施設、小規模多機能型居宅介護施設、グループホーム、生活支援ハウス、配食サービ
ス、居宅介護支援事業、ヘルパーステーション等事業を拡大し運営をしております。
制度的には、平成12年に介護保険制度がスタートしたほか、少子高齢化という荒波が
加速度的に進行するなかにあって、平成の市町村大合併が吹き荒れ、平成27年度には、
介護報酬の引き下げや一部利用者の自己負担割合２割化といった厳しい制度改正が打ち
出され、さらには、地域の実情に応じた取り組みができる介護保険制度の地域支援事業
への移行（平成29年４月末までに）は、事業者にとっても利用者にとっても厳しいもの
であります。
このように、国の財政難から福祉を取り巻く環境が大きく変化する中にあっても依田
窪福祉会は、「ゆっくり、いっしょ、わがまま」という介護方針を基軸に、笑顔で優し
く思いやりの心を持って支えて頂いていることに対して、地域の皆様からは「信頼」と
いう高い評価を頂いております。
人は誰でも最期を迎えます。どのように最期を迎えるかは人それぞれ違います。認知
症になっても、障がいがあっても、年齢を重ねても、個人の尊厳と人格が尊重された最
期となるよう全力で支え、実践し続ける事が依田窪福祉会の使命だと思います。関係者
皆様の尚一層の研鑽ご努力をお願い申しあげ挨拶といたします。
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武 石 拠点
Takeshi Area

本部

理事会の意思決定に基づく、法人全体の

「地 域 を つ な ぐ ケ ア マ ネ ジ ャ ー」を 合

各事業の計画的な進行管理を行っています。

言葉に、要支援・要介護の方がいつまでも

また、全施設・事業の経理、総務、人事を

住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、

集約しています。

お手伝いさせていただきます。

ヘルパーステーション

寄り合い処

こすもす

か ら さ わ

寄り合い処からさわとして再スタートし
ました。地域の子供から高齢者までみんな

ヘルパーステーションこすもすは、ご利

で楽しめる

用者やご家族との信頼関係、他職種との

活動を一緒

連携をもってサービスを提供し、これから

に創ってい

も地域の方々に安心と安全をお届けしま

きます。

す。
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点
武石 拠
Takeshi Area
特別養護老人ホーム

ともしび

「ゆっくり」
「いっしょ」
「わがまま」の介護方針に沿って、
ご家族・ご利用者が満足していただけるよう支援しています。

今年は秋祭りを
開催しました。
ともしび事務所職員

介助員

たてしな・たかみねユニット
たてしなユニットは入居者
19 名のユニットです。
ご利用者が日々の生活の中で
役割を持ち、笑顔で楽しく過ご
して頂けるような関わりを大切
にしています。
職員が演奏している音色に皆さんうっとり…

たてしなユニット職員

あさま・えぼしユニット
あさまユニットは、定員 10 名のショートステイ利用者。えぼし
ユニットは、入居者 11 名のユニットです。
在宅と施設という違いはありますが、
レクリエーション・ユニット独自の行事
や外出を行っています。ご利用者の皆様
が笑顔で楽しく過ごして頂けるよう、日々
の関わりを大切に、これからも笑顔が絶
えないユニットであり続けます。

あさまユニット職員
天気の良い日は「ゆっくり」
「いっしょ」に季節を感じながら…

うつくし・しらかばユニット
うつくしユニットは入居者
20 名のユニットです。
家のように過ごしやすい環境
を整え、ご利用者 1人 1 人の「我
がまま」を大切にした関わりを
心掛けています。
うつくしユニット職員
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職員とのひとときに、満面な笑顔が咲きました。

生活支援ハウス
長和町高齢者生活福祉センター

ほほえみ 2

Tel 0268-88-0077（デイサービス和田内）

長和町より委託されている、高齢者専用住宅です。

居室には、台所、トイレ、風呂が完備され、援助員が
常時滞在し、相談、援助を行います。
デイサービスと併設になっているため、温泉を使用し
たり、外出することも個人の自由です。

デイサービスセンター

和田

2

長和町和田1492
Tel 0268-88-0077

配食サービス

Fax 0268-88-0080

あやちゃん弁当

2

Tel 0268-85-0052

いつまでも住み慣れた所で暮らすことができるよ
う、地域の方が集まったり、入浴（温泉）、やレク
リエーションを中心に、介護予防に力を入れ、皆様
と共に「いきいき元気！和田地域」を目指して歩
んでまいりたいと思います。

長和町からの委託事業として運営しており、年中無休
で昼食と夕食を提供しています。
高齢者向けの配食サービスです。利用を希望される
場合は、長和町への相談となります。

依田窪福祉会

事業所マップ
小規模多機能型居宅介護
長和町大門1531

大門の家

Tel 0268-41-2123

1

142

国保依田窪病院附属

和田診療所

Fax 0268-41-2125

「気楽に・気ままに」をモットーに、地域の皆さんの在宅生活を
支えるため 365 日年中無休で頑張っています。

152

『この地域には大門の家がある』と地域の皆さんに自慢していた
だけるような事業所を目指し、これからも努力を続けていきます。

デイサービスセンター

2

5

長久保

3

1

デイサービスセンター

長和町長久保2223-9
Tel 0268-68-3374 Fax 0268-68-3375

長和町古町3365-7

3

長門

Tel 0268-68-0226

4

Fax 0268-68-0233

行って楽しい、元気になれる１日を…
様々なリクリエーションや個別の機能訓練で体を動かし、元気を持続。
温泉を利用したお風呂でリラックスして元気を補充。

ぬくもりある佇まいと家庭的な雰囲気が自慢です。
手作り長寿味噌を使った美味しい食事を摂りなが
ら、ゆっくりとした雰囲気で過ごしていただく小規
模デイサービスです。

元気いっぱいの職員が皆さんに笑顔を届けます。
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グループホーム
長和町和田1550-2

和田

5

橋場なごみや

Tel & Fax 0268-88-0088

Tel & Fax 0268-88-0088

認知症になっても、なじみのある住み慣れた地域で暮ら

し続けること。
「一人ひとりの生きる力を引き出す支援」
を理念として穏やかな暮らしを支えています。

寄り合い処
上田市武石上本入1556-1

からさわ

5

こじんまりとした落ち着いた雰囲気はご利用者に好評です。
洗濯物たたみや茶碗拭きなども楽しい時間です。グループ
ホーム利用の移行としての位置づけも大きい事業所です。
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Tel & Fax 0268-85-2115

武石地域の方々が主体的に地域の活性化を図ることが
できるよう、高齢者だけでなく、子供や障がい者も一緒
に活動できる場をつくっています。

依田窪福祉会

法人本部

8

上田市下武石776-1
Tel 0268-85-2202

法人の各事業所がサービスの向上に専念でき
るよう、また、職員が安心して働ける職場環
境を構築し能力を十分に発揮できるよう支援
しています。

7
6

Fax 0268-41-4200

8

武石地域
自治センター

依田窪特別養護老人ホーム

ともしび 8

Tel 0268-85-2218 Fax 0268-85-0070

ご利用者が
「ゆっくり」であること
「いっしょ」であること
「我がまま」にできること
を大切に日々の生活を支援しています。

国保依田窪病院

依田窪福祉会

4

居宅介護支援事業 8

Tel 0268-85-2047

Fax 0268-85-2037

「地域をつなぐケアマネージャー」を合言葉
に、今後もご本人・ご家族の気持ちをお聞き
しながら、ご自宅で出来る限り自立した日常
生活を送ることができるようお手伝いをして
いきます。

ヘルパーステーション

デイサービスセンター

鳥屋
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上田市武石鳥屋73-30
Tel & Fax 0268-85-0010

一人ひとりの思いや、好きの気持ちを大切にしています。今日は何をしよ
う、何を食べよう、
したい、
したくない、好き、嫌い。そんな気持ちに寄り添っ
て、我がままに１日を過ごして頂ける、小規模デイサービスです。
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Tel 0268-85-0098

こすもす 8
Fax 0268-85-0090

ご利用者のお宅に伺って、生活支援や身体の
介護を行っています。

長 和 拠点
Nagawa Area

職員手作りのゲームもたくさ
んあります。頭を動かして、体
を動かして毎日元気で笑って過
ごします。

サテライト鳥屋
毎日、話が尽きません…
今日は何をしょうか？何食
べようか？それとも出かけ
ちゃおうかな…好きなこと
たくさんしましょう。

デイサービスセンター

長 久 保
敬老会（100歳の長寿の誕生会）では
家族のように皆で、喜び、笑って、楽しく
お祝いします。
笑顔を大切に…。
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これからもご利用者の

デイサービスセンター

和田

デイサービス和田の大行事の寿司イベント。
はまちの解体ショーがあり、
美味しいお寿司をたくさん食べました。その前に、皆でカンパーイ。

大門の家
お誕生日祝い…主役の方
の笑顔に周りのみんなも笑
顔をいただきました。

和田

グループホーム

デイサービスセンター橋場なごみや

「おおぜいで食べるから、ほんとに美味しいね」
お彼岸なので今日のお昼はおはぎにしました。
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新生
依田窪福祉会スタート宣言
20年前の1996年6月、社会福祉法人依田窪福祉会が設立されました。翌
1997年4月には、入居定員50名の依田窪特別養護老人ホーム「ともしび」
が設置され、高齢者福祉事業がスタートとしました。私は設置当初の施設
長として、当時の武石村長でもあった永井泰美理事長のもと、現場を任さ
れました。38歳でした。周囲からは、まだ若すぎるのではないかとの懸念
もあったため、目に見える成果を確実に出していくことを念頭に、10年周
期の長期計画を立て、実践を積み重ねてきました。

常務理事

村 岡

裕

最初の10年は、「信頼の創出」をテーマに事業を行いました。地域住民
の皆様に施設を知っていただくことが重要と考え、依田窪南部地域4000
戸に対し、広報誌を全戸配布するなどしました。2000年には、介護保険制

度がスタートしました。施設運営に関する収入も、前払い方式の措置費から利用実績に基づく介護報酬
となり、本格的な経営の時代を迎えました。
2002年には、3町村社協から訪問介護事業、通所介護事業の移管を受けました。それぞれ違ってい
た給与体系の一本化という課題に取り組みました。時を同じくして、開設以来の公務員準拠型の給与体
系の見直しを行う必要性が生じたため、社会経済生産性本部（現日本経済生産性本部）の協力のもと、
新
給与体系を構築しました。それにあたっては、多様な働き方のある職場であることを考慮し、基本給を
経験・役割・資格・コースの4つの要素により構成するなど、公務員準拠型の給与体系からの脱却を模
索する業界内において、高齢者ケア事業の新たな人材マネジメントモデルとして注目されました。
2001年6月には、近隣のショッピングセンター内に介護相談室窓口を設け、施設では言いにくい相
談を積極的に聞く工夫を行いました。2000年7月には地域の高齢者の方々の作った野菜を仕入れる事
業や、地域の小学生を将来の福祉人材として育てる取り組みを地域の小中学校とともに実施するなど、
今でいう地域貢献事業の先駆け的事業を実施し、関係者の注目も集めました。
一方で、ご利用者に対しては、施設開設以来、希望される方は誰も断らないという当たり前のことを
職員一丸となって守り続けてきました。のちに、「困ったときのともしび」と言われるまでになりまし
た。それを組織内で確実に継承するため、2004年8月には介護分野では全国的にもまれであった、品
質マネジメントシステムであるISO9001の認証取得も果たしました。
法人設立10周年の節目となる2008年には町村合併を迎えました。次なる10年は、これまでの「信頼
の創出」をベースとした「価値の創造」を目的として定め、事業に取り組んでまいりました。2008年
は、株式会社系の企業による介護報酬の不正請求事件が生じ、介護事業に対する世間の信頼が失墜した
時期でもありました。これを機に、介護の仕事に人気が集まっていた、いわゆる介護バブルと言われた
時期が終焉しました。折からの人口減少社会により、以来介護現場では、求職者の減に加え、利用者の
伸び悩みに直面することになりました。そこで、人材確保・育成に注目しました。中でも、女性中心の
職場であることに注目し、働きやすさを視野に入れた労務管理を実施しました。2008年には、短時間制
社員制度を福祉業界で初めて導入しました。有給休暇の取得促進も積極的に進めてきました。これらの
取り組みの延長として、2015年には、長野県初、全国13番目となるプラチナくるみんマークの取得も
果たすことができました。
さて、法人設立より20年経過した今、新たな10年のスタートが始まります。奇しくも私が施設長の
任を受けた当時と同じ、38歳を中心とする世代が幹部職員層として控えています。
この20年、時代は大きく変わりました。もはやかつてのような、事業規模拡大は見込めない厳しさ
があります。
信頼の創造、価値の創造の次は、どんな絵を描くのか。次の世代にバトンを渡します。期待を込めて
見守りたいと思います。
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「生老病死」に想ふ
依田窪老人保健施設 施設長
依田窪福祉会 理事

石橋

久夫

依田窪地域では、大家族から核家族への移行期の中で、諸先輩方のご尽力により、
平成7年に老健いこいが、平成9年に特養ともしびが開設されました。加えて平成12年
に介護保険制度が開始となりました。これによって、当地域においても、家族だけによ
る高齢者介護から、施設ケアと在宅ケアの選択、併用ということで、家族の負担が大き
く緩和されたことは間違いのない事実です。その中で、当時の施設長を中心とする依田
窪福祉会が果たしてきた役割は計り知れないものがあり、その前向きな努力に、心から
敬意を表します。
私も37歳の時に、外科医として当地に赴任し30年が経過します。私にとっての大き
な課題は、手術によって治すことのできなかった末期癌患者の人たちに対する医療で
す。この間、患者・家族の要望に応え、在宅での看取りも300人近くになります。延命
一辺倒の医療のあり方から、在宅での安らかな尊厳ある死を実現するため、日常業務以
外に夜間日祭日の緊急往診にも対応させていただきました。その看取りの過程の中で、
この地域のお年寄りから、多くのことを学びました。人生に対する満足と、家族をはじ
めとし支えてくれた人たちに深い感謝の言葉を残し、安らかに眠りにつかれていったお
年寄りの生き方は、とても感動的でした。特養ともしびにおいても、当時の施設長と職
員全員の頑張りで、素晴らしい看取りを実現してこられ、とても地域の皆さんから感謝
されています。
今高齢者の仲間入りした私が、この地域で実現したいと考えていることがあります。
「生老病死」は四苦とも言われますが、ただ老病死が苦しみだけであってはならないと
思います。老いが進む中で、ついには体も心も衰え、自らの力で自立と尊厳を守り抜く
ことができなくなった時、とても気持ちが暗くなります。そんな時、ともしびやいこい
の職員の心のこもった全人的なケアによって、「自分の存在がとても大切にされてい
る」と実感できた時、お年寄りの表情に安らぎと笑顔が戻ってきます。そして、その支
えの中で、残された老いを少しでも心豊かに生きようという意欲が湧き、苦しみが喜び
と感謝の心に代わっていきます。そして最期は満ち足りて、安らかに人生に別れを告げ
ていただけたらと思います。
そんな地域の高齢化社会を実現するために、依田窪福祉会と病院・老健との連携協力
による心暖かな「地域包括ケア体制」をめざしたいと考えます。
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平成28年10月15日、
社会福祉法人依田窪福祉会
20周年記念式典を開催しました。

式典では、
来賓

の皆様より
ご 祝 辞 を、
また 2 0 周 年
に
寄せてのお言
葉を地 域 の
方より頂戴し
ました。

えていただいて
日頃より法 人を支
状 の 贈 呈 をさせ
いる皆 様 に 感 謝
。
ていただきました

“依田窪福祉会スタート宣言”。
新たな時代に向けた依田窪福祉会
の 今 後について、事 業 所 長より
宣言をしました。

「社会福祉法人制度改革と今後の法人
経営」と題して記念講演を開催し、
盛大
に式典を執り行うことができました。

これからも、新生依田窪福祉会として皆様のお役にたてるよう努めてまいります。
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

●デイサービスセンター 長門

［E-mail］info@yodakubofukushikai.jp
［U R L］http://www.yodakubofukushikai.jp/

●依田窪特別養護老人ホーム
●短期入所生活介護事業

●デイサービスセンター 長久保（宅老所） ☎68-3374
●小規模多機能型居宅介護 大門の家

☎85-2218

☎41-2123

●デイサービスセンター 和田

●依田窪福祉会居宅介護支援事業

☎85-2047

●高齢者生活福祉センター

●ヘルパーステーションこすもす

☎85-0098

●配食サービス事業 あやちゃん弁当
●グループホーム和田

●デイサービスセンター 鳥屋（宅老所） ☎85-0010
●寄り合い処 からさわ

☎68-0226

●デイサービスセンター橋場なごみや

☎85-2115
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☎88-0077

☎88-0088

＊再生紙を使用しています。

●一部

100円

