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出典：『無門関』

「手をとりあって共に行きましょう」の意

人は皆、生まれるときは一人、
そして死ぬときも一人です。
だから生きているうちは
たくさんの仲間を求めます。
そして、すぐれた師、よき友に

出会うことによって人は成長するものです。
人生の中の数えきれない出会いの中から

素晴らしいと感じるよき出会いを大切にして、
自分にますます磨きをかけていきたいものです。
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20周年記念誌発刊にあたり

社会福祉法人梓友会　理事長　川島優幸

　社会福祉法人梓友会は、昭和63年10月23日に設立され、ここに20
周年を迎えるに至りました。これもひとえに静岡県をはじめ各自治
体の首長様および関係行政の方々、そしてご利用者・家族の皆様、
地域住民と各ボランティアによるご協力の賜であります。ここに心
より深く感謝申し上げる次第であります。
　創設当時は急速な人口高齢化に対して伴う諸問題（75歳以上の後
期高齢者の増加、核家族化と女性の社会参加、家庭での介護力の低
下など）の長期的展望が必要な時代でありました。厚生省内に長寿
社会対策本部が設けられ、在宅福祉3本柱整備目標が明示された頃
であります。
　翌平成元年、特別養護老人ホーム梓の里を開設した時期に「高齢
者保健福祉推進十か年戦略（ゴールドプラン）」が策定されました。
記憶に残る出来事として、国内では昭和天皇崩御、世界的にはベル
リンの壁崩壊という大きな時代の変革がありました。
　その後高齢化が一層進展し、高齢率が全国平均14％になった平成
6年（1994）に在宅福祉の推進と高齢者保健福祉計画の策定の義務
付け、平成 8年には政府から「高齢者対策大綱」が出され、厚生省
は介護保険制度案を発表しました。
　この間全国的に在宅福祉のさまざまな取り組みが展開され、施設
から地域へ、そして在宅の福祉充実へと、社会の急速な変化と相
まって福祉制度の変化が加速していく流れがありました。
　時代は変遷し、平成12年（2000） 4 月に介護保険制度施行、「家
族の介護」から「社会全体の介護」へと変わり、介護施設は「利用
者の選択と契約」という形への変化を余儀なくされました。
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　これまでの私どもの運営をかえりみますと、高齢者の福祉が保
健・医療・福祉という狭い枠から労働・雇用・住宅・心理・教育な
ど広範な他職種協働の分野にそのフィールドが拡充されたという実
感が強くあります。医療制度や福祉の行財政、地域福祉計画が今後
非常に重要な位置を占めると考えられます。未来予測が困難な時代
ではありますが、後期高齢者の増加という将来的な人口推計は疑う
余地がありません。高齢者福祉のニーズを適正に満たすためには医
療・介護のマンパワーを量・質とも飛躍的に拡大していかなければ
ならないという大きな命題があります。
　他にモデルのない高齢者の援助体系や地域連携の方法について、
この地域においても、不安のない老後を築くために、さらなる努力
と研究が期待されております。
　20周年は当法人にとりまして一つの大きな節目であります。これ
までの法人・施設のあり方を総括し、設立の趣旨に立ち返り、今後
法人役職員一同、「公益性の担保」と「地域の信頼」を原点とし、
地域の高齢者福祉に努力を積み重ねてまいりたいと考えております。
　当法人は、高齢者福祉の専門的実践により関係各団体と相互に連
携をとりながら、活力ある・夢のある地域社会をつくり、福祉の向
上に寄与していきたいと考えております。
　私ども福祉を生業にするものにとってどんなに素晴らしい制度も、
施設におけるケアも、明日には新たな課題が生まれ、同時に学ぶべ
きことが生まれます。
　福祉サービスのなかで属人的資質にのみ頼るケアに依存すること
なく、一定の客観的な機能の提供に重点が置かれていく新たな実践
の集積を図っていきたいと考えております。
　ささやかな20周年の当法人記念誌ではありますが、今日までのあ
ゆみを礎に未来に向けて新たな一歩を踏み出さなくてはならないと
思います。
　地域の方々や関係者の皆様には当法人・施設の一層のご理解とさ
らなる応援をいただければ幸いであります。
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創立20周年を祝して

静岡県知事　　石川　嘉延

　社会福祉法人梓友会が創立20周年を迎えられましたことを、心からお慶び申し上げま
す。
　梓友会は昭和63年10月に設立され、翌年 7月に特別養護老人ホーム「梓の里」を開設
されました。その後、地域のニーズや在宅福祉サービスの要請に応え、デイサービスや
ホームヘルプサービス等の在宅介護を支える事業を開始されました。
　現在は、「地域の福祉を24時間守る」をコンセプトに、「梓の里」に加え「みなとの
園」「太陽の里」「みくらの里」と賀茂地域 4カ所で特別養護老人ホームを開設されてお
り、当地域における高齢者福祉に欠かせない存在となっております。
　また、「介護従事者の質の向上」を目的とするホームヘルパー養成講座の開講は、地
域の介護サービス全体の底上げに大きく貢献するものであり、役員をはじめ従業員の皆
様の御努力に、深く敬意を表する次第であります。
　本県は、「富国有徳、創知協働」の基本理念の下、「県民くらし満足度日本一」の実現
に挑んでおりますが、その中でも「地域のくらし満足度日本一」や「健康長寿日本一」
を実現するためには、高齢者がいきいきと暮らせるよう自立生活を支援するとともに、
介護を必要とされている方々には、利用者本位の質の高い介護サービスの確保を図って
いくことが必要であります。
　梓友会におかれましては、地域の高齢者福祉の充実のために、一層御尽力くださるこ
とを期待しております。
　結びに、社会福祉法人梓友会のますますの御発展を心から祈念申し上げまして、お祝
いの言葉といたします。
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お祝いの言葉

静岡県議会議員　　森　竹治郎

　社会福祉法人梓友会が創立20周年を迎えましたことにつき、心から敬意を表すととも
にお慶びを申し上げます。
　20年前に下田市賀茂郡下で初めての特別養護老人ホーム「梓の里」が下田市加増野に
誕生いたしました。賀茂地域の高齢者福祉事業の先駆を為すものでした。
　この事業のスタートに際して永田初代理事長や石井基さん（元下田市長）のお手伝い
をしたことが昨日のことのように想い出されてまいります。
　高齢化社会の到来によってお年寄りや介護にあたる家族にとって「梓の里」は大変に
心強い福祉施設となりました。
　「梓の里」は、地域の人々の期待に大いに応えてくれました。それは、施設の整備に
加えて人的サービスの面においても常に利用するお年寄りやその家族の立場を理解して
運営をしているからであると思います。
　高齢化社会が進展する賀茂地域にあって川島優幸 2代目理事長をはじめ役職員の皆様
は、さらに「梓の里」の増築や南伊豆町に「みなとの園」を、西伊豆町に「太陽の里」
を、そして下田市大賀茂に「みくらの里」を創設してくれました。
　このことは、賀茂地域の福祉の関係者のみならず大勢の人々にとっても大変に嬉しい
ことであり、また安心できることでもあります。
　各福祉施設の運営にあたる川島理事長をはじめ役職員の皆様が心を一つに合わせて、
毎日毎日高齢者福祉事業に研究を重ね、精進を重ねているご様子にも信頼を深めるとこ
ろであります。
　結びに「梓友会」の皆様の今後ますますのご活躍とご発展を心からお祈り申し上げま
してお祝いの挨拶といたします。



8

お祝いの言葉

下田市長　石井直樹

　社会福祉法人「梓友会」が創立されて、はや20周年を迎えられることに対しまして、
心よりお慶びを申し上げますとともに、この間、当地域におきまして先駆的に高齢者福
祉サービスを担ってこられました功績に、深く敬意と感謝を申し上げます。
　20年前といえば、下田市におきましても総合福祉会館や老人福祉センターの建設など、
高齢化社会への対応施策に着手した時期でありました。
　そのような時代の中、「梓友会」におかれましては、当市に特別養護老人ホーム「梓
の里」を開設し、高齢者福祉施設サービスを開始されて以来、地域のニーズに応えるべ
く特別養護老人ホームの建設等を次々と進めてこられました。
　また、平成12年の介護保険制度の創設は、日本の高齢者福祉施策の大きな転機であり
ましたが、「梓友会」はこの制度にいち早く対応され、地域における福祉事業のパイオ
ニアとして根幹的役割を果たしてきておられます。
　平成17年には、市内で 2つ目の特別養護老人ホーム「みくらの里」を開設され、施設
面、サービス運営面でも最新の事業を展開されておられます。
　最新モデルタイプの個室、ユニット型を導入した建設に対しましては下田市といたし
ましても大きな希望と期待を寄せ、用地の確保をはじめとしてできる限りの協力をさせ
ていただいたところであります。
　さて現在、当市における高齢化率は30％台に突入しつつあり、高齢者福祉・介護サー
ビスに対する需要は益々高まっていますが、一方におきましては、制度の安定的維持運
営が肝要であり、今後は介護予防重視の施策、地域密着型のサービス展開などが必要と
されています。
　「梓友会」におかれましては、今まで同様に時代の動向に深い展望と英知を持たれ、
事業の基盤をさらに確固としたものとするとともに、新たな事業展開とサービスの質の
向上に邁進されますことを心よりお願い申し上げます。
　結びに、社会福祉法人「梓友会」のさらなるご隆盛、並びに関係者の皆様方の今後ま
すますのご健勝とご多幸をお祈り申し上げ、お祝いの言葉といたします。
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梓友会創立20周年を祝して

静岡県老人福祉施設協議会会長　仲亀 透

　社会福祉法人梓友会の創立20周年を、心からお慶び申しあげます。
　人生なら、20歳は成人の節目に当たり、一層の充実期を迎えたことになります。さら
なるご精進を期待申し上げる次第です。
　さて、貴法人が「特別養護老人ホーム梓の里」を創設された1989年は、昭和から平成
へ変わった激動の時期でございました。
　すなわち、政府から「高齢者保健福祉推進十か年戦略（ゴールドプラン）」が発表さ
れ、我が国の少子高齢化対策の新しい幕開けとなったことは記憶に新しいところです。
　貴法人は、これに歩調を合わせるがごとく、特別養護老人ホーム「みなとの園」「太
陽の里」「みくらの里」を相次いで創設され、これらを起点に伊豆南部地域に各種の老
人福祉サービスを提供し、地域住民の信頼と期待を担う立派な社会福祉法人に成長され
たことは万人の認めるところであり、これも一重に川島理事長様はじめ役職員皆様方の
一方ならぬご熱意の賜と、深く敬意を表する次第です。
　数年後には、戦後間もない時期に生まれた「団塊の世代」が定年退職の年齢を迎え、
5年後には65歳以上の高齢者となってまいります。これら高齢者の心の拠り所の一つと
なっているのが介護保険であり、老人福祉施設ではないでしょうか。
　高齢者と家族が地域社会で安心して暮らせる制度として発足した介護保険制度も 7年
目を迎え、いまや大変重要な時期に差し掛かってまいりました。
　老人福祉施設も例外でなく、我々老施協も今まで以上に切磋琢磨してまいる所存です。
　梓友会さんが地域福祉の核として、ますます発展されますよう、また関係者皆様方の
お力添え並びにご多幸を祈念申し上げ、措辞ながら記念誌に寄せる言葉といたします。
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創立20周年を祝して

静岡県老人福祉施設協議会　東部支部支部長　木下朝子

　社会福祉法人「梓友会」創立20周年を迎えられたこと心よりお慶び申し上げます。
　わが国の高齢化は世界に類をみない速さで進行しており、少子化と相まって21世紀半
ばには、国民の 3人に 1人が65歳以上の超高齢社会を迎えようとしております。
　高齢化の進展に伴い、一人暮らしの高齢者や高齢者世帯、介護度の重い方や認知症の
高齢者を抱える世帯等、介護を必要とする高齢者が増加しております。
　このような高齢者をとりまく社会状況のなか、「梓友会」は1988年11月法人を設立さ
れ、1989年 7 月に暖かく豊かな自然あふれる場所に、特別養護老人ホーム梓の里を創設
されました。その後地域のニーズや在宅福祉サービスの要請に応えられ、ショートステ
イ、デイサービスセンター、在宅介護支援センター、ホームヘルプサービス、ホームヘ
ルパー養成講座等、次々と開始され、1999年には南伊豆町に特別養護老人ホームみなと
の園、2001年に特別養護老人ホーム太陽の里、2005年には全個室でユニットケアのみく
らの里を創設されました。下田市・賀茂地区にあって高齢者福祉の基幹的存在として、
地域の福祉をその専門的知識と介護で24時間サポートされ、地域の高齢者やご家族を温
かく包みこんで安心して暮らす為に多大な貢献をされております。
　また梓友会には静岡県の高齢者福祉施設の推進を、その最先端の知識でリードしてい
ただいております。
　結びに創立20周年を迎えられた「梓友会」の益々のご発展を心より祈念申し上げお祝
いの言葉とさせていただきます。
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梓友会創設20周年に寄せて

社会福祉法人聖隷福祉事業団常務理事・社会福祉法人さくま理事長　武居　敏

　創立20周年を迎えられましたこと、誠におめでとうございます。
　創立された1988年は昭和の最後の年で、社会福祉においては、その後1990年社会福祉
八法改正がなされ、戦後の社会福祉が順次、介護保険制度の成立、社会福祉法の改正に
よるパラダイム転換へと進んでいく、いわば、旧体制最後の時期でした。まだ、世の中
は介護だ、福祉市場だというような時代ではなく、純粋に社会福祉の仕事を通じて地域
住民に、利用される高齢者の方々の役に立とうという志のある人々が事業を始められた
時期です。梓友会もそういう背景の下に生まれた、現在の地における高齢者福祉・介護
のパイオニア的存在であるといえましょう。
　その後この事業はさまざまな変革の波にもまれましたが、厳しい航海の末だったから
こそ、現在の地位が得られたものと思います。これも、川島理事長はじめ役員・職員の
皆様方の多くの努力の賜とそのご苦労に敬意を表するものです。
　今また、国の財政改革により社会保障費の増加に歯止めをかけられており、一方、介
護事業に対する社会の信頼が揺らいでいるような時代にあります。さらに、世の景気が
回復し、就職売り手市場となり職員の確保が厳しい現状でもあります。私たち福祉サー
ビスをするものにとっては、逆風の時期といえるでしょう。
　しかし、こういう時期だからこそ、市民や利用者の皆さんの期待も大きいと思います。
社会福祉法人という主体の持つ、無骨な実直さを忘れないこと、今の時代に望まれる新
しいもの、地域住民に渇望されているものに取り組むこと、今は価値あるものと認めら
れなくても将来必ず必要だとされるものには果敢に挑戦されること、そのようなことが
望まれているのではないでしょうか。梓友会であれば、川島理事長中心にそのように進
んでいくことができるものと大いに期待するものです。
　さらなるご発展を祈って一言のお祝いとさせていただきます。
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法人創立20周年を祝い、
さらなる発展を期待して

慶應義塾大学大学院経営管理研究科教授　田中 滋

　まずは梓友会の20年にわたる先導的な取り組みと、それを支えてきた従事者の方々に
敬意を表する。その上で、梓友会の一層の発展を期待し、社会福祉法人全般に対して日
ごろ唱え続けている事柄をここでも述べ、励ましの言葉とさせていただきたい。
　社会福祉法人について、自立・自律に基づく法人経営という視点の大切さが強調され
るようになった。なぜなら、先進的な視野を持った梓友会など一部の例外を除き、今ま
で多くの社会福祉法人は、法人レベルでの経営戦略が不在であると言われてもやむをえ
ない状態が続いていたからである。施設管理が遺漏なく行われていれば、一応のところ
事業を継続できた。
　管理とは、施設管理、医療管理、看護管理等の言葉が意味するごとく、与えられた責
務を間違いなく遂行する業務である。これらに関して言えば、大部分の社会福祉法人は
立派に責務を果たしてきた。一方、経営とは、事業の方向性について自らの選択を行う
行為を指す。その際、正解が一つだけなら相対的に容易な意思決定だろう。しかし実際
には、複数の正解群の中から選択することこそ、経営にかかわる最重要の判断なのであ
る。
　たとえば、事業展開にあたって、規模拡大を図るか、それとも地域に密着した堅実な
事業展開を選ぶか。拡大するとして、近い圏域でドミナント戦略を狙うか、それとも東
京近郊に進出するか。新規事業の開拓を図るか、他事業所の買収を試みるか。すべての
選択にはリスクが伴う。
　確かなガバナンス体制を構築しつつ、社会への貢献意識を元に、時に着実に、時にリ
スクをとる柔軟な発展を祈念してやまない。
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社会福祉法人梓友会の方針

明るくやさしい毎日のケアをご提供するために。梓友会は、地域と

ともにある高齢者ケアをめざしています。

　梓友会は、恵まれた自然のなか、ご高齢者の自立支援と“安ら
ぎ”や“生きがい”の創造（クオリティ・オブ・ライフ）を重視し
た、地域密着型の総合的な福祉サービスをご提供する社会福祉法人
です。
　21世紀の長寿社会は、ご高齢者はもとより、そのご家族をも対象
とする良質な福祉サービスが求められています。私たち梓友会の役
割は、介護のスペシャリストたる全職員がつねにご利用者の立場に
立ち、明るく家庭的な雰囲気のなか、健康的で生きがいを持てる生
活をサポートすることです。そのために、24時間の介護体制はもち
ろん、短期入居生活介護（ショートステイサービス）、通所介護
（デイサービス）、訪問介護（ホームヘルプサービス）、在宅介護支
援事業を行い、在宅から施設入居までご利用者の状態に合わせ、各
種サービスをご用意し、最適で円滑な介護サービス提供に努めてお
ります。
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Mission：ミッション

地域のニーズに対応し、ご利用者本位の良質な介護サービスを提供

します。

　梓友会の原点は、「地域とともにある」こと。私たちは、明るく
笑顔の絶えない長寿社会の実現のために、梓友会の介護サービスの
ノウハウすべてを開放し、地域社会の基幹的役割を果たす施設運営
をめざしています。さらに梓友会は、地域のニーズに対応し、ご高
齢者が安心して暮らせる地域社会の確立に邁進しています。

Concept：コンセプト

　梓友会は地域の共有財産として24時間、皆様に頼られる福祉の増

進をめざします。

　私たち梓友会は、顧客満足度の向上に努め、自立支援とQOL（ク
オリティ・オブ・ライフ）を重視した良質な介護サービスを提供す
ることで、“選ばれる施設”“信頼される施設”をめざしています。
梓友会の中核の施設である「梓の里」「みなとの園」「太陽の里」
「みくらの里」は、地域の共有財産です。「地域の福祉を24時間守
る」という認識を持ち、ノーマライゼーションの実現を通して、広
く地域のご高齢者やご家族の皆様にご利用いただけるよう、地域福
祉の増進に貢献します。
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梓友会の設立

■設立の気運

　昭和60年代に入って、福祉施設の拡充の必要性が一段と強調され
るようになっても、賀茂地域の 1市 6町村（下田市、河津町、西伊
豆町、東伊豆町、松崎町、南伊豆町、賀茂村）には公的補助による、
「寝たきり老人」が入所できる施設はなく、それぞれの家庭で介護
を受けていた。いろいろの事情で、施設での介護を希望した場合は、
伊東、あるいは沼津、静岡等の遠い施設に入所しなければならな
かった。その人たちに面会に行く家族・親戚縁者や友人知己らは、
多くの負担を強いられた。
　そういう“福祉後進地域”の住民の間から、自然発生的に「ぜひ
とも地元に施設を！」という声が起こった。きわめて当然のことで、
その声に応えて、永田雅夫・伊豆下田病院院長と石井基・元下田市
長をはじめ、下田市の有志らは特別養護老人ホームの建設を計画す
るに至った。
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　「特養」または「特養ホーム」の略称で知られる特別養護老人
ホームは、昭和38年（1963）に施行された老人福祉法（法律133号）
に基づき、65歳以上で身体上、または精神上に著しい欠陥があるた
めに、常時の介護を必要とする高齢者を入所させる施設で、この年
に創設されている。
　のちに創設者となる永田雅夫は熊本県出身で、九州帝国大学
（現・九州大学）医学部を昭和25年に卒業後、熊本県内の公立病院
勤務を経て昭和52年、縁あって医療法人社団祥和会伊豆下田病院理
事長・病院院長に就任以来、地域医療の中心的役割を果たしてきた。
そして石井基は地元の名士で、その絶大な社会的信用は、この計画
の推進に欠かせない存在であった。
　有志らは特別養護老人ホームの建設には、寄付行為によって最低
3,000㎡（約1,000坪）の土地が必要であるとの結論に達すると、土
地探しを始めた。忙しいスケジュールの合間を縫って、多くの土地
を見て回った。しかし、どの土地も車が辛うじて通れるほどの道し
かなくて、方向転換に苦労したり、逆に道の広い所は集落から離れ
すぎていて水の便が悪かったりと、条件に合わず前途遼遠の思いに
閉ざされた。
　そんな折、石井基の義兄に当たる村山恭之助より、市内加増野の
土地を寄付するとの申し出を受け、ようやく愁眉を開いた。

■法人名は「梓友会」に決定

　こうして必要な土地を確保したスタッフは、建設準備室を設置す
る代わりに、有志の 1人で伊豆下田病院の事務長・石井重信の住宅
の 1室を借り受け、そこを拠点に活動を開始した。順調なスタート
だったが、手続きについて行政と接触して間もなく「待った」をか
けられた。
　特別養護老人ホームの開設には最低50床、すなわち50名の入所希
望者のいることが当時の行政からの必須条件とされており、それを
クリアすることが疑問視されたのである。そこで民生事務所と市町
村に「寝たきり老人」の潜在人数を問い合わせたところ、30名程度
と知らされたうえで「50名以上の入所が予想されなければ、補助金
の交付申請をしても受理されないでしょう」と言われ、厚い壁に行
く手を阻まれる形となった。



28

　しかし、地域社会の福祉増進のためにと決めた計画を放棄する気
は毛頭なく、「決して好ましいことではないけれど、核家族化と少
子高齢化の進行ぶりをみれば、 2、 3年中に入所希望者は50名に達
する」と予測し、下田市および賀茂郡内の町村当局に陳情して、そ
の支援を仰ぎつつ諸申請（法人設立許可・補助金交付・公的借入金
の申し込み・建築設計書等）の事務処理を始めた。
　そして、法人設立の目途が立った段階で、法人名についての協議
を重ねた結果、この地方に多く自生し馴染みの深い梓にちなんで
「梓友会」と決めた。梓は昔から歌などに詠まれた落葉高木で、弓
や版木をつくるのに用いられてきた。『万葉集』（第十巻 春の相聞
1930番）には、作者不詳の次の歌が収録されている。

　　　梓弓引
ひき

津
つ

辺
べ

にある莫
な

告
のり

藻
そ

の
　　　　花咲くまでに逢はぬ君かも

　永田雅夫を設立代表者に昭和63年（1988）10月 4 日、社会福祉法
人設立認可申請書を静岡県知事に提出し同月24日、認可されている。
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梓友会の運営

■特別養護老人ホーム「梓の里」

　社会福祉法人梓友会は、先に確保しておいた下田市加増野181番
地の 1に特別養護老人ホーム「梓の里」の建設に着手した。山間地
での工事には多くの困難が伴ったものの、これといったトラブルも
なく竣工した。
　「梓の里」の創設 5カ月後の平成元年12月、政府は将来の福祉政
策を視野に「高齢者保健福祉推進十か年戦略（ゴールドプラン）」
を策定した。その後も、核家族化と少子高齢化の進行に歯止めはか
からず、「梓の里」への入所希望者は増え続けた。

伊豆新聞　平成元年 6月29日掲載

　本文より　下田市加増野に建設されていた賀茂地区
初めての特別養護老人ホーム「梓の里」が完成、28日、
賀茂 7市町村長や福祉関係者ら120人が出席して落成
式が行われた。オープンは 7月 1日。定員50人に対し、
約30人の入所が決まっている。この完全看護の施設で、
賀茂地区の65歳以上の寝たきりや老人性痴ほうなどの
人が老後の新しい人生をスタートさせる。
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　そこで梓友会は、既存施設の上部に増築して平成 7年（1995）11
月 1 日、入所定員を50名（50床）から80名（80床）に、ショートス
テイ定員を 4名から14名に、それぞれ増やした。さらに翌12月には、
下田市の事業委託を受けて、老人ホームの南側庭に定員15名のデイ
サービスセンター「梓の里」B型を創設した。それ以降も、地域社
会の強い要請に応えて平成10年（1998） 3 月、老人ホームの隣接地
に在宅介護支援センター「梓の里」を開設した。
　この在宅介護支援センターは、「高齢者保健福祉推進十か年戦略」
に基づき各市町村の老人保健福祉計画で設置が義務づけられており、
実施主体は市町村だが、その運営は地方公共団体や社会福祉法人、
医療法人に委託できることになっている。これにより、梓友会は下
田市からの委託で運営することになったのである。続いて同年10月、
「梓の里」ホームヘルプサービス事業を開始した。
　なお、この年、政府が発表した統計によれば、65歳以上の在宅の
「要介護老人」は100万4,000人（人口1,000対48.7）と初めて100万
人を突破した。そのうち「全くの寝たきり老人」と「ほとんど寝た
きり」を合わせた「寝たきり老人」は31万6,000人（人口1,000対
15.3）となっている。梓友会は平成11年（1999） 9 月、2000年 4 月
の介護保険法施行に向けて、指定介護事業者の認定を受けると、居
宅介護支援事業（ケアプラン作成）を開始した。

介護老人福祉施設
①　特別養護老人ホーム　入居者の半数が車椅子を使用して
いることを考慮して平成 8年 4月、車椅子に乗ったまま入
浴できるチェアインバスを設置した。
②　ショートステイサービス（短期入所生活介護）平成 8年
8月、車による送迎を開始して、家族から喜ばれた。

③　デイサービスセンター（通所介護）平成 7年12月
④　ホームヘルプサービス（訪問介護）平成10年10月
⑤　在宅介護支援センター（24時間対応）平成10年 3 月
⑥　居宅介護支援センター（24時間対応）
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創立10周年

　梓友会は平成10年（1998） 7 月 6 日（月）、特別養護老人ホーム
「梓の里」の創立10周年記念式典・祝賀会を下田東急ホテルにて開
催した。永田雅夫理事長の挨拶に続いて、小室豊

とよ

允
ちか

・姫路獨協大学
経済学部長兼大学院研究科長による講演「老人ホーム新時代」が行
われた。関係者らに感謝状を贈呈し、来賓の祝辞が相次いだ。なお、
創立10周年の節目に当たり、梓友会のシンボルマークを公募し席上、
当選者の静岡市の養護学校教諭・杉山浩氏に賞品が贈られた。シン
ボルマークは、中心に赤い福祉の心、周囲にUの字型の青い伊豆
半島を模し、その右側に白抜きの「梓友会」の文字が配されている
ものである。

伊豆新聞　平成10年 7 月 7 日掲載
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10周年記念誌

　梓友会は創立10周年を記念して、『10周年記念誌』を発刊した。
社会福祉法人梓友会を設立するまでの経緯と、設立後の歩みを記述
した内容で、永田雅夫理事長（当時）は「10周年記念誌発刊にあ
たって」と題する次の一文を寄せている。

　月日が経つのは早いもので、梓友会が昭和63年に社会福祉
法人の認可を得てから、今年で10周年になろうとしております。
これも偏えに関係官庁をはじめ、賀茂地区市町村等いろいろ
な方面のご理解ご支援の賜であったことを深く感謝いたして
おります。
　私は医者として、九州から下田に来まして賀茂地区の地域
医療並びに特別養護老人ホームの運営と、一貫して地域住民
の皆様との人間関係、そして信頼関係を大切に病院人として
如何にあるべきかを見つづけてきた思いがあります。「人々の
痛みを本当に理解してあげること」を医療・福祉の両面から
の実践を通して行い、職員にそうしたことの出来る人間形成
の場の提供に邁進してまいりました。特別養護老人ホーム梓
の里は利用者に対して「安心と安らぎ」を与えるように、全
職員が一生懸命努力した結果が、ある一定の社会的認知を促
したのではないかと考えております。
　施設運営関係では、平成 7年にデイサービスセンター梓の
里創設、平成10年に在宅介護支援センター梓の里創設と、絶
えず地域の福祉ニーズに即した形で各要望に応えてきた感が
あります。これも、国・静岡県・関係市町村等行政機関はじめ、
各種の団体、ご家族、地元加増野地区、職員、多くの方々の
支えがあってこそ実現できたと考えております。
　私共は来るべき少子高齢化社会に向けて、単に施設拡充整
備のみではなく社会福祉情報の提供啓発活動にも力を傾注し、
賀茂地区の高齢者福祉の向上に資するよう努力してまいりた
いと存じます。最後に、この記念誌の発刊に際し、ご多忙に
も拘わらず、ご寄稿をいただきました各諸先生に深く感謝申
し上げ、発刊のご挨拶といたします。

平成10年 6 月吉日
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■特別養護老人ホーム「みなとの園」

　梓友会は 2番目の施設として、特別養護老人ホーム「みなとの
園」を賀茂郡南伊豆町湊638番地の1に創設した。時は、平成11年
（1999）12月20日のことであり、介護保険制度開始約 3カ月前のこ
とであった。「みなとの園」は「高齢者保健福祉推進十か年戦略」
（ゴールドプラン）という背景が色濃く反映されたものであった。
　「高齢者保健福祉推進十か年戦略」の主旨において「高齢者の保
健福祉の分野における公共サービスの基盤整備を進めることとし、
在宅福祉、施設福祉等の事業について、今世紀中に実現を図るべき
10カ年の目標を掲げ、これらの事業の強力な推進を図る事とする」
と述べてられているとおり、平成12年（2000） 4 月の介護保険施行
に向けて介護インフラの整備が急ピッチで進められた。 5年後には
計画の見直しが行われ、各種サービスの新たな整備目標として
「新・高齢者保健福祉推進十か年戦略」（新ゴールドプラン）が発表
された。この修正計画によって、ホームヘルパーの必要数が10万人
から17万人に、特別養護老人ホームの整備目標が24万床から29万床
に引き上げられた。
　また、旧厚生省はこの戦略を推進するため、平成 2年（1990） 6

介護老人福祉施設
①　特別養護老人ホーム「みなとの園」　平成11年12月　定員50名
②　ショートステイサービス（短期入所生活介護）　平成12年 1 月　定員20名
③　デイサービスセンターＢ型（通所介護）　平成11年12月　定員15名　
④　在宅介護支援センター「みなとの園」　平成12年 1 月
⑤　ホームヘルプサービス（24時間対応）　平成12年 1 月
⑥　居宅介護支援センター（24時間対応―県知事指定）　平成12年 2 月
⑦　配食サービス事業（南伊豆町受託）　平成12年 9 月
⑧　外出支援サービス
　　南伊豆町からの受託で、車椅子利用の町民を対象に、自宅から病院や福祉施設
への送迎業務で、利用は日帰りに限定される。開始に先立ち、南伊豆町からリ
フト付2,000㏄ワンボックスカー 1台を譲り受けた。　平成14年 6月
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月に「老人福祉法等の一部を改正する法律」を国会で成立させ、平
成 5年（1993） 4 月に施行した。この法律の改正により、ゴールド
プランの実施主体は市町村と定められ、都道府県が広域的な観点か
ら市町村の取組みをバックアップする体制が整った。
　各市町村は、高齢者の需要を把握するとともに新規調査や既存の
データに基づき、要介護老人数の将来推計や各種サービスに対する
需要の把握を行った。これらのデータに基づいて、ホームヘルパー
を何人確保するか、あるいは特別養護老人ホームの入所定員を何人
分確保するかといった事業量の目標が定まった。
　当然、 1市 6町村を広域とする賀茂圏域においても保健・福祉
サービス計画が立案され、賀茂地区の施設整備が進展することに
なった。
　このような背景により、南伊豆町と松崎町から同時に梓友会に対
して施設整備のオファーが来ることになった。
　しかし、当時の梓友会の資金力では同時に 2箇所の施設整備は無
理で、結果的には当時の下田市長であった池谷氏のご尽力などによ
り南伊豆町が選択された。
　その結果、国立湊病院の遊休地3,400㎡が南伊豆町に払い下げら
れ、その土地が梓友会に無償貸与され、静岡県単独の補助金と南伊
豆町単独の補助金を受け、南伊豆町に「みなとの園」が実現化した。

介護保険制度

　平成12年（2000） 4 月 1 日、介護保険制度が施行された。この制
度の目的は、寝たきりや知的障害（認知症）に苦しむ高齢者の介護
を家族だけでなく、社会全体で担うことで、各市町村が事業主体と
なる。この制度の施行に備えて、梓友会は準備と研修を進めてきた
ので戸惑うことはなかった。
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■デイサービスセンター「太陽の里」

　平成13年（2001） 4 月16日、梓友会は西伊豆町福祉センター内に
デイサービスセンター「太陽の里」を開設した。この日、同セン
ターに西伊豆町生きがいデイサービスセンターを開設した西伊豆町
から、その運営を委託された。 2事業の定員は60歳以上の15名で、
介護保険対象者の場合、 1日700円で昼食や入浴、生活指導、リハ
ビリを兼ねたレクリエーションなどを行う。また、同時に開始され
た配食サービスは65歳以上の 1人暮らしと高齢者世帯などが対象で、
料金は 1食300円である。
　デイサービスと配食サービスは西伊豆町福祉センター内の一角を
借りて始めることになったため、太陽の里開設に先んじて、平成13
年（2001）4月に開始された。開始に際しての目玉として、デイ
サービスと配食の厨房職員としてプロの板前さんを雇ったことで、
地域の利用者に好評を博することができ、良いスタートが切れた。

■特別養護老人ホーム「太陽の里」

　梓友会は平成13年（2001）11月、西伊豆町仁科1134番地に 3番目
の高齢者施設・特別養護老人ホーム「太陽の里」を創設した。
　そのきっかけは、創設からさかのぼること約 2年、平成12年
（2000）の年始挨拶の際、窪田一郎・西伊豆町長から川島優幸・梓
友会理事長への相談に端を発する。
　その相談内容とは、「西伊豆町施設整備計画に盛り込まれた特別
養護老人ホームの建設に対し、昨年までに 3法人のすべてが手を引
いてしまったため、計画が棚上げになっている。県の補助金削減が
計画を挫折させた大きな要因だが、西伊豆町としてはなんとか計画

介護老人福祉施設
①　特別養護老人ホーム　定員30名
②　ショートステイサービス（短期入所生活介護）　定員 5名
③　デイサービスセンター（通所介護）
④　配食サービス事業（西伊豆町委託）
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を実現したい。そこで、実績のある梓友会に施設を建ててほしい」
という旨の申し出であった。
　補助金の削減は、厚生労働省の介護に関する方向性が初期投資の
かからない在宅介護や小規模施設へシフトしたことが影響しており、
西伊豆町からの土地の無償貸与があっても、「みなとの園」を創設
したばかりの梓友会にとって、資金的には大変厳しい条件であった。
　しかし、施設整備の条件は今後さらに厳しくなることが予測され
ており、今引き受けなければ次はないという状況であったため、前
向きに協議を続けた。その結果、将来的には50床まで増床すること
を視野に入れ、運営的には厳しいが、初期投資の少ない30床の施設
を建てることで折り合いをつけ、「太陽の里」が創設された。

創立15周年記念シンポジウム

　梓友会は平成15年（2003） 9 月20日（土）、創立15周年記念事業
の一環として、下田市白浜のホテル伊豆急において、シンポジウム
を開催した。出席者は行政機関や福祉関係者ら330名に及んだ。
　山崎史郎・厚生労働省老健局総務課長は、「ユニットケアのあり
方」と題する基調講演の中で、「特別養護老人ホームの施設は、病
院の大部屋を参考に造られた。病院は治療を受け、 1日でも早く退

伊豆新聞　平成15年 9 月22日掲載
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院することが目的だが、ホームは長期的な生活の場という違いがあ
る。施設の介護は、ハードの点から大部屋をカーテンで仕切るなど
して行ってきたが、ソフト面で職員は長い間、苦労してきた。個室
と共有の空間を設けることによって、閉じ込められることなく、家
庭にいるのと同じようなサービスを受けられる。日本の介護の仕事
は、忙しさもあって機械的になりがちだが、 1対 1でふれあうこと
が必要である。ユニットケアは介護する人の性格や考え方が出てく
るので、合わないケースもあり得る」と述べ、施設の拡大から本当
のケアを、原点に戻りながら進めていく必要性を強調した。
　シンポジウムは対馬輝美・財団法人老齢健康科学研究財団理事長
をコーディネーターに、山崎総務課長、川島優幸・梓友会理事長、
石原美智子・社会福祉法人新生会サンビレッジ新生苑理事長、岡本
博夫・静岡県健康福祉部介護サービス室長、対馬徳昭・民間事業の
質を高める研究会副代表世話人がパネリストとして参加し、活発な
意見交換を行った。
　岡本介護サービス室長によれば、県内の特別養護老人ホームは
134施設、ベッド数は9,235床、待機者が多いため、年間700～800床
提供しても間に合わないのが実情で、ユニットケアの施設はコスト
が増えることから参入に慎重な意見もあるという。
　当時 3施設を運営していた梓友会にとって、地域社会の要請に応
える責任の重要性を再認識するシンポジウムであった。

■介護老人福祉施設「みくらの里」

　梓友会は平成17年（2005） 2 月、下田市吉佐美1086番地に 4番目
の高齢者施設・特別養護老人ホーム「みくらの里」を創設した。
　「みくらの里」は全個室・ユニットケアという新しいタイプの特
別養護老人ホームであり、梓友会の既存３施設の従来型施設（多床
室）とは、そのコンセプトにおいて大きな違いがある。
　ユニットケアとは、一人ひとりの個性を尊重するため、施設の居
室（個室）を10人程度のグループに分け、それぞれを一つのユニッ
ト（生活単位）とし、このユニットごとに食事や入浴、施設内の行
事などの日常生活を送り、 少人数の家庭的な雰囲気の中で入居者と
職員が生活をともにしながら個別にケア（介護）をすることである。
　みくらの里が開設された時期と相まって、プライベートを重視す
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る風潮が強くなり、その象徴的な出来事として「個人情報保護法」
が平成15年（2003） 5 月に成立し、平成17年（2005） 4 月に施行さ
れた。
　このような流れの中で、厚生労働省の福祉施設に対する考え方も
「個人の尊厳」や「プライバシー」を重視する方向に変わっていっ
た。その結果、「特別養護老人ホームはユニットケアを推進すべき
であり、たとえ介護が必要になってもプライベートに配慮した個室
に住まうべきである」という考え方が主流になり、この時期に整備
された特養ホームの圧倒的多数が全個室・ユニットケアとなった。

法人本部の移転

　社会福祉法人梓友会は平成17年（2005） 2 月16日、法人本部を下
田市加増野181－ 1 から下田市吉佐美1086に移転し、その移転登記
を 3月22日に完了した。

介護老人福祉施設
①　特別養護老人ホーム　定員80名
②　ショートステイ（短期入所生活介護）　定員20名
③　デイサービス（通所介護）　定員25名
④　在宅介護支援センター（下田市受託）
⑤　居宅介護支援事業（ケアマネージャー）
⑥　訪問介護（ホームヘルプサービス）
⑦　訪問介護員養成講座

施設名の由来となった三倉（みくら）山
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親睦会の発展

■親睦会の発足　

　平成元年（1989） 7 月 1 日に、「梓の里」が開設されたときの職
員は25名だった。開設前、伊東市の特別養護老人ホーム「いこいの
里」にて、 1週間の実習に励んだにせよ、介護技術は素人の域にと
どまっていたため、問題が起こる度に、その解決・打開策を話し合
うことを繰り返しながら、手づくりのケアを積み上げてきた。
　その過程で、自然発生的に「親睦会」を結成することが決まり、
平成元年11月 7 日、「親睦会会則」を定められた。月額1,500円の会
費を積み立てるうちに、梓友会の管理職も特別会員となり月額2,50
0円の会費を出すようになった。
　こうして、親睦会は「梓友会職員の福利厚生の増進と親睦を図る
こと」を目的に毎年、歓送迎会やボウリング大会、忘年会などを開
催し、会員に慶弔金や病気・災害見舞金などを贈呈し、時には法人
との共同企画で職員研修旅行を実施した。

メッセージ

Ｕ Iゼンセン同盟梓友会ユニオン執行委員長　藤沢利次
　法人創立20周年、心よりお祝い申し上げます。また、理事
長をはじめ、役員の方々、本当にご苦労されたことと思います。
　そして、梓友会ユニオンが結成されて早 5年目を迎えました。
　当ユニオンでは、全職員が少しでも働きやすく、楽しい職
場にするためにはどのようにしたらよいか、みなさまの声を
聴きながら、法人に訴えてきました。
　この20周年を契機に、引き続き労使ともども協力しあって、
少しでもご利用者・ご家族・地域の方々が安心してすごすこ
とができ、少しでも職員が働きやすい職場となることを目標
にがんばっていきたいと思います。
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■親睦会の発展

　平成 7年に「梓の里」の増床（80床）で職員は増え、さらに「み
なとの園」（平成11年12月）「太陽の里」（平成13年11月）が相次い
で創設されて、梓友会の職員数は160名を超えた。
　親睦会の主旨を継承する形で労働組合を結成する気運が起こり、
現執行委員長の藤沢利次係長が中心となって、平成14年 7 月23日大
会宣言を行い、「UI ゼンセン梓友会ユニオン」が結成された。

平成 7年研修旅行　御殿場への休憩地
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■職員親睦の主な行事

職員慰安旅行

　第 1回（平成16年度）富士急ハイランド
　第 2回（平成17年度）東京ディズニーランド
　第 3回（平成18年度）富士サファリパーク＆御殿場高原ビール
　　　　　　　　　　　富士急ハイランド＆御殿場高原ビール
　　　　　　　　　　　横浜中華街＆みなとみらい21地区フリータイム
　第 4回（平成19年度）東京ディズニーランド
　　　　　　　　　　　東京ディズニーシー
　　　　　　　　　　　箱根小涌園ユネッサンス＆ランチバイキング
　　　　　　　　　　　東京ドーム「巨人VS広島」
忘年会（平成14年度～毎年）
　ホテル伊豆急「全施設」
ボウリング大会（平成14年度～毎年）
　松崎ボウル「全施設」
新入職員歓迎会（平成15年度～毎年）
　施設ごと

忘年会 新入職員歓迎会

ボウリング大会
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■労使協議会

　ユニオンが結成されてから現在まで、毎年 3回以上の労使協議会
を開催しており、常に職員の待遇改善に努めてきた。夏季及び冬季
一時金と定期昇給の交渉は欠かさず、直近（平成18年度）では、
4.2カ月の賞与と 1号棒の定期昇給（平成19年度）を確保している。
このほか、非常勤の時給アップや各手当、雇用条件の改善に取り組
んでいる。

■機関紙の発行

　会員にユニオンの活動を広く理解してもらうため、各施設で発行
している利用者向けの広報紙とは別に『梓友会ユニオンニュース』
を発行している。その紙面を通して「被災地への義援金の呼びか
け」「赤い羽根共同募金への協力」「クリーン大作戦（地域貢献ボラ
ンティア）」「節電・節水の呼びかけ」「労使協議会（交渉）の結果
報告」など、常に職員の親睦と待遇改善、さらには地域・社会貢献
をめざして労使協調路線を歩んでいる。
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ボランティアとともに歩む

■感謝の言葉

　梓友会の原点は、「地域とともにある」ことと、ボランティアグ
ループの存在であります。平成元年から一緒に歩んできた数多くの
ボランティア。リネン交換をはじめ、使い捨てとして使用する清拭
切り、車椅子掃除、暑い日の草刈・草むしりと環境の整備、クラブ
活動、利用者の散髪などを34グループ以上の団体・個人のボラン
ティアに担っていただいています。
　見返りを目的としない数多くの人たちの労力と精神面での協力・
援助を受けながら20年を迎えることができましたことは、感謝の一
言では言い尽くせません。幼稚園児から小学生・中学生・高校生・
老人会まで、行事や憩いの場面での慰問、日常の生活支援から余暇
までと多種多様のボランティア活動を受け梓友会は今日まで歩んで
きました。
　そんなボランティアの方々に少しでもお返しするため、ボラン
ティア交流会を開き、研修の場を提供してきました。明るく笑顔の
絶えない長寿社会に貢献できるように、今後もスタッフと一緒に歩
んでいただければ幸いです。ボランティアの方々の大きな力に勇気
付けられながら、地域への貢献をお約束し、今後も温かいご指導を
賜りますようお願い申し上げます。
 みくらの里　介護課長　細田千秋

いきいき下田 グリーン友の会

現在梓友会では、18のボ
ランティア団体様にご協
力いただいています。こ
こに日頃の感謝を込めて
ご紹介いたします。
（敬称略・順不同）
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■梓友会ボランティア活動

　介護老人福祉施設の運営には、地域社会との連携・協力が不可欠
とされている。梓友会は平成元年（1989） 7 月、特別養護老人ホー
ム「梓の里」を創設以来、地域の人々や団体、学校、グループより
四季折々にボランティアサービスを受けてきた。梓友会はそのこと
に深甚の謝意を表している。また、梓友会はボランティア団体、個
人との間で定期的に研修を兼ねた交流会を開いている。
　交流会はこれまでで 8回に及び、多い時には180名の参加により
有意義な会が催されている。

秋桜

さくら会

下田市民生委員・児童委員協議会

下田女性の会

下田美容梓会

我楽路の会
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ゆうすげ会 ラビット

手芸クラブ

すこやかグループ

フレンズ

たんぽぽの会

ひまわり会

太陽の会

花だいこんの会

みくら会（美容）
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■ボランティア交流会

第 8回　ボランティア交流会より
平成13年 6 月27日　下田市民文化会館
ボランティアグループや個人約180名が参加
講演「ゴジカラ村からのメッセージ」
講師　社会福祉法人愛知たいようの杜　吉田一平氏
講演後　交流会

■各施設におけるボランティア活動

　年間を通して、幼稚園児から老人会まで多くの団体がボランティ
ア活動を行い、各施設の運営に協力している。
　洗濯・食事の世話、庭の草刈り、屋内清掃、中古のシーツを利用
したおむつづくり、といった日常生活の手助けから、編み物などの
教室開催も行われている。
　敬老会やクリスマス会などの年中行事、施設内お祭りでの太鼓や
踊りの披露、吹奏楽部の演奏ほか、施設外への散歩・外出の付き添
いにも多数の参加がある。
　また、美容師のボランティアによる散髪も、入所者に喜ばれてい
るボランティア活動の一つである。

伊豆新聞　平成13年 6 月28日掲載
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将来への展望

■法人理念と人材育成

　平成12年（2000）に介護保険が施行された当時は、在宅中心にコ
ストを抑える方針だったが、その後の規制緩和によって、民間業者
の参入が認められた。加速する一方の少子高齢化により、財源と働
き手の不足は避けられず、そのため厚生労働省は現行の保険制度の
範囲内で、 3年ごとの制度改正（マイナーチェンジ）を利用して、
給付抑制をかけていかざるを得ない。このような状況下で、社会福
祉法人が大きな影響を受けるのは、今後整備されると思われる「社
会福祉法人の参入・退場ルール」である。一法人一施設経営よりも
一法人多施設（一法人他事業）経営の方が効率よく、行政の管理監
督も容易になるのは自明の理である。
　スケールメリットを生かした競争力をつけることにより、盤石な
経営基盤の確立は可能になるだろうが、コンプライアンス（法令遵
守）に反する事業者は、介護事業から排除されなければならない。
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　上記は梓友会の理念であるが、「最高のケア」を提供するには、
働き手の確保が最重要課題であり、確保した人材に十分な教育と研
修の機会を与えることによって、スキルの高い職員を大勢育成し、
安心できるケアを提供することが、地域から信頼される法人・施設
となるための大事な要因である。
　また、梓友会を職場に選んだ職員に対して「魅力的な職場作り」
を行うことは法人の責任であり、それを職員・利用者の家族に知っ
てもらうことも大切である。そのための一助となるのが、この「記
念誌」であり、「ホームページ」「広報誌」「満足度調査」「第三者評
価」などを通して、情報発信を行うとともに周囲の声を聴くことも
重要である。それらの声に耳を傾け、利用者やその家族・職員・取
引先を含めた梓友会関係者の要望に応えられてこそ地域の信頼を得
ることができる。　

理念

下田市と賀茂地域に最高のケア、個人の選択権、クオリティ
オブライフを最大限にする総括的な高齢者の福祉サービスを
提供する。
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■今後の課題

　本来、第一種社会福祉事業は、公共性や公益性が高いものとして、
その設置主体を制限してきたという時代的背景がある。しかしなが
ら、現在は平成12年の介護保険の導入に伴い、社会全体の介護に変
わり、全国民が対象となった。事業主体も在宅介護では株式会社や
NPOなどが参入し、「社会福祉法人が主たる介護の担い手」とは必
ずしもいえない時代になってきている。
　つまり、措置制度から介護保険に変わったことにより、契約とい
う形に変貌を遂げた。当法人の運営する 4施設も地域だけの施設で
はなくて、街づくりの一環としての、あるいは拠点としての地域福
祉の施設に成長し、認知されようとしている。
　梓友会は、利用者の人権に配慮できる福祉施設を運営したいとい
う思いから、時代ごとの地域に合ったニーズを模索し、それに従い
賀茂地域で各施設を開設してきた。
　今後の課題としては、まさに高齢者が万人となる時代の福祉・介
護サービスは科学的な介護の手法とその質・量の担保という問題が
ある。介護の専門職としての倫理観および地域のモニタリングは高
齢者福祉の質の維持向上には必要不可欠である。
①現場力と人財確保

　従来から施設運営は「知識・事例は過去に学べ」という考えに支
配されてきた。しかし、現実的には現在の最新のものに学ぶ姿勢が
なければなかなか結果が見出せない現状にある。各現場の課題に対
して当事者意識を持ち、どう向き合っていくのかが大切となる。全
員が業務連鎖を持つことがケアの価値を高めることに繋がっていく
と考えられる。ケアに対する強固な意志を持ち、論理的・合理的に
考えることを鍛える必要がある。標準を設定し、異常値はなにかを
判断できる視点を持つことが重要である。
　ISOやさまざまなツールを導入しても各職員が続けようとする意
志がないとIT化も意味がないと考える。各職員のマインドとブレイ
ンを鍛える研修教育のあり方を徹底し、法人組織に人財育成のシス
テムを埋め込むような仕掛け作りに今後とも磨きをかけていきたい。
②社会福祉法人の信頼性の確保

　質の高いサービスとはサービス提供者の人柄や心理状態に左右さ
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れるものではなく、専門的教育研修に担保された機能的サービスの
充実が必要と考えられる。その上で各職員が働きやすい職場である
ことが大切となる。ケアの品質に対する意識を向上させ、関連法令
知識の理解と遵守をめざし、コンプライアンスに配慮していくこと
が要求される。
　情報公表や第三者評価も積極的に活用し透明性のある運営と経営
をめざしていかなくてはならない。このような基盤を整備すること
で個別性尊重の時代に即応できる。Evidence Based Care「根拠に
基づく介護」という視点が必要である。
③地域介護力の再生へ

　社会保障の枠組みは近年激しく変化してきている。少子高齢化と
情報化そしてイノベーションによる社会経済の変化により、弱者対
策や給付率の改善を主としたものから、個人尊重を重視した多様な
福祉サービスが求められる状況へと変化してきている。特に高齢者
については地域が見直され、街づくりを含めた地域色のある事業を
創設していかなければならない状況になってきている。
　昭和59年ごろ「多様な供給主体が今後必要」といわれ、市場化テ
ストへと在宅福祉はシフトした。それは入院から在宅復帰の数値的
目標の達成は不可能であったからに他ならない。介護の歴史をみる
と、他人を助けようとか、他人を思いやる情緒的サービスは、今も
昔も、都市部も田舎も変わらない状況である。
　一方、私たちを取り巻く制度は、むしろ柔軟に福祉の現場からの
声も若干反映しながら変革されて今に至っている。社会福祉事業が
従来からDNAのように持ち続けている持続性のある公共・公益性
を発揮し、地域に内在する福祉ニーズに地域を核として低所得者層
にも生活支援を行い、福祉の担い手の確保や福祉教育に対しても法
人施設の持つ社会資源等を最大限開放していくことにより、地域に
密着した信頼される事業運営を提供できるように努力していくこと
が必要であろう。
　そのことが、従来の慈善博愛の紛れもない公益法人として存在し
ていた時代から準市場型福祉の展開の中で、事業者としての節度・
品格を考慮し、サービスの質を専門的に保障していくことに繋がる
と考えられる。地域再生に向けて、未来のために我々はどうあるべ
きかを考え、行動していく専門職集団でありたいと強く願うもので
ある。
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■梓友会の将来像

　梓友会の介護施設の運営は、地域とともに20年を経過しましたが、
さらに30年、40年とつづけていくためには、今やっておくべきこと
が山積しています。梓友会は創立当初から今まで、ボランティアの
協力とさまざまな団体からの寄付をいただいてきました。
　特に下田中学校・稲生沢中学校の生徒会様からは、毎年のように
車椅子を寄贈していただいております。改めて、お礼を申し上げた
く存じます。このように地域の皆様方の優しいお気持ちと期待に対
して「利用者サービスの充実」として、お応えすることはもちろん、
これからは一方的にいただくばかりでなく、梓友会からも地域の皆
様にさまざまな形で還元していきたいと考えております。
　もはや「福祉施設は介護だけやっていれば十分」という時代では
はく、もっと広い視野で地域に貢献していく必要があると感じてい
ます。そして、できることなら、その輪を賀茂地区からもう少し広
げた範囲に、梓友会のサービスとノウハウを提供し、介護を必要と
する高齢者が安心して暮らせる社会の実現に貢献したいと考えてい
ます。そのためには、総合的なマネジメントシステムの完成度を高
めるとともに、職員にとっては「魅力ある職場」であり、利用者に
とっては「魅力ある施設」であり、職員の家族や利用者の家族・地
域住民にとっては「公園のように自由に集える憩いの場所」となる
必要があると感じております。
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梓友会の歴史 高齢者福祉の動向

1987年 昭和62年 1987年 昭和62年 　　　社会福祉士及び介護福祉士法制定

1988年 昭和63年 10月　社会福祉法人の認可を得る
11月　特別養護老人ホーム梓の里創設工事着工（下田市）

1988年 昭和63年 　　　高齢者保健福祉推進十か年戦略（ゴールドプラン）策定、翌年より実施

1989年 平成元年 7 月　特別養護老人ホーム梓の里開設　定員50名
　　　老人短期入所（ショートステイ）　定員 4名

　 1989年 平成元年

1990年 平成 2年 この年は特記事項なし 1990年 平成 2年 　　　老人福祉法など福祉八法の改正

1991年 平成 3年 この年は特記事項なし 1991年 平成 3年

1992年 平成 4年 この年は特記事項なし 1992年 平成 4年

1993年 平成 5年 この年は特記事項なし 1993年 平成 5年 　　　都道府県・市町村の「老人保健福祉計画」策定

1994年 平成 6年 11月　特別養護老人ホーム梓の里増築工事及びデイサービスセンター梓の里創
設工事着工

1994年 平成 6年 　　　新ゴールドプラン策定
　　　21世紀福祉ビジョンの策定
　　　公的介護保険の議論が本格化

1995年 平成 7年 11月　特別養護老人ホーム梓の里増築（80名）増築
12月　デイサービスセンター梓の里（B型・ 1日15名）創設
　　　短期入所事業（定員14名）増築

1995年 平成 7年 　　　24時間対応巡回型ヘルパー制度創設

1996年 平成 8年 この年は特記事項なし 1996年 平成 8年 　　　「高齢社会対策大綱」閣議決定

1997年 平成 9年 10月　在宅介護支援センター梓の里創設工事着工 1997年 平成 9年 　　　「介護保険法」公布（平成12年施行）

1998年 平成10年 3 月　在宅介護支援センター梓の里オープン
7月　梓友会創立10周年記念式典・記念講演（小室豊允氏）開催
10月　ホームヘルプサービス梓の里を開始

1998年 平成10年

1999年 平成11年 1 月　ホームヘルパー養成講座（ 2級課程）を開講
　　　特別養護老人ホームみなとの園創設工事着工（南伊豆町）
10月　初代理事長永田雅夫氏が県知事表彰を受賞
12月　特別養護老人ホームみなとの園を創設（定員50名）
　　　老人短期入所（ショートステイ）事業を開始（定員20名）

1999年 平成11年

10月　介護保険に向けて介護認定審査など開始

梓友会の歴史
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梓友会の歴史 高齢者福祉の動向
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1988年 昭和63年 　　　高齢者保健福祉推進十か年戦略（ゴールドプラン）策定、翌年より実施
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1990年 平成 2年 この年は特記事項なし 1990年 平成 2年 　　　老人福祉法など福祉八法の改正
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1994年 平成 6年 11月　特別養護老人ホーム梓の里増築工事及びデイサービスセンター梓の里創
設工事着工

1994年 平成 6年 　　　新ゴールドプラン策定
　　　21世紀福祉ビジョンの策定
　　　公的介護保険の議論が本格化

1995年 平成 7年 11月　特別養護老人ホーム梓の里増築（80名）増築
12月　デイサービスセンター梓の里（B型・ 1日15名）創設
　　　短期入所事業（定員14名）増築

1995年 平成 7年 　　　24時間対応巡回型ヘルパー制度創設

1996年 平成 8年 この年は特記事項なし 1996年 平成 8年 　　　「高齢社会対策大綱」閣議決定

1997年 平成 9年 10月　在宅介護支援センター梓の里創設工事着工 1997年 平成 9年 　　　「介護保険法」公布（平成12年施行）

1998年 平成10年 3 月　在宅介護支援センター梓の里オープン
7月　梓友会創立10周年記念式典・記念講演（小室豊允氏）開催
10月　ホームヘルプサービス梓の里を開始

1998年 平成10年

1999年 平成11年 1 月　ホームヘルパー養成講座（ 2級課程）を開講
　　　特別養護老人ホームみなとの園創設工事着工（南伊豆町）
10月　初代理事長永田雅夫氏が県知事表彰を受賞
12月　特別養護老人ホームみなとの園を創設（定員50名）
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2000年 平成12年 1 月　デイサービスセンターみなとの園B型を創設（定員15名）
　　　在宅介護支援センターみなとの園を開設
　　　ホームヘルプサービスみなとの園を開始
　　　ホームヘルパー養成講座（1級課程・県知事指定）を開講
2月　みなとの園居宅介護支援事業を開始（県知事指定）
7月　みなとの園緑化事業（グリーンバンク）による植栽完了
9月　みなとの園配食事業を開始（南伊豆町委託）を開始

2000年 平成12年

4 月　介護保険法施行
5月　社会福祉事業法改正公布施行（社会福祉法）

2001年 平成13年 1 月　特別養護老人ホーム太陽の里創設工事着工（西伊豆町）
4月　デイサービスセンター太陽の里（西伊豆町福祉センター内）を創設（定

員15名）
　　　生きがいデーサービス事業・配食サービス事業を西伊豆町より受託
11月　特別養護老人ホーム太陽の里を創設（定員30名）
12月　老人短期入所（ショートステイ）事業を開始（定員 5名）

2001年 平成13年 　　　老人保健法改正～定率 1割負担制導入
　　　高齢者の住居の安定確保に関する法律成立
　　　高齢者対策大綱改正
10月　省庁再編により厚生省と労働省が厚生労働省となる。

2002年 平成14年 6 月　みなとの園外出支援サービス事業（南伊豆町委託）を開始
7月　ゼンセン同盟梓友会ユニオンの結成大会が開催される

2002年 平成14年

2003年 平成15年 9 月　梓友会創設15周年記念講演（山崎史郎氏）及び記念シンポジウム開催 2003年 平成15年

2004年 平成16年 1 月　特別養護老人ホームみくらの里創設工事着工（下田市）
3月　ISO9001を全施設全事業で取得
　　　法人本部を加増野（梓の里）から吉佐美（みくらの里）に移転

2004年 平成16年

2005年 平成17年 1 月　拡大審査にて、みくらの里が ISO9001を取得
2月　特別養護老人ホームみくらの里を創設（定員80名）
　　　老人短期入所（ショートステイ）事業を開始（定員20名）
　　　デイサービスセンターみくらの里を創設（定員20名）
　　　在宅介護支援センターみくらの里を開設
　　　みくらの里緑化事業（グリーンバンク）による植栽完了

2005年 平成17年

6 月　介護保険法改正（予防事業重視と地域包括支援センター、ケアマネー
ジャーへの支援など）

11月　介護給付費の一律一割の利用者負担を導入
　　　高齢者虐待防止・介護者支援法成立

2006年 平成18年 3 月　制度改正に伴い三施設の在宅会議支援センターを廃止
6月　みくらの里が静岡県による第三者評価を受審
　　　みくらの里で学習療法を開始
9月　みなとの園が静岡県による第三者評価を受審
10月　第 1回みくらの里祭りを開催

2006年 平成18年 1 月　介護報酬改正案提示
4月　改正介護保険法施行
　　　高齢者虐待防止・介護者支援法施行

2007年 平成19年 2 月　全施設の介護サービス情報公表を終了
3月　ISO9001更新審査を通過（2010年 3 月まで有効）
9月　第 2回みくらの里祭りを開催
11月　梓友会創設20周年記念講演（中村秀一氏、田中滋氏）開催

2007年 平成19年
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11月　特別養護老人ホーム太陽の里を創設（定員30名）
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7月　ゼンセン同盟梓友会ユニオンの結成大会が開催される

2002年 平成14年

2003年 平成15年 9 月　梓友会創設15周年記念講演（山崎史郎氏）及び記念シンポジウム開催 2003年 平成15年

2004年 平成16年 1 月　特別養護老人ホームみくらの里創設工事着工（下田市）
3月　ISO9001を全施設全事業で取得
　　　法人本部を加増野（梓の里）から吉佐美（みくらの里）に移転

2004年 平成16年

2005年 平成17年 1 月　拡大審査にて、みくらの里が ISO9001を取得
2月　特別養護老人ホームみくらの里を創設（定員80名）
　　　老人短期入所（ショートステイ）事業を開始（定員20名）
　　　デイサービスセンターみくらの里を創設（定員20名）
　　　在宅介護支援センターみくらの里を開設
　　　みくらの里緑化事業（グリーンバンク）による植栽完了

2005年 平成17年

6 月　介護保険法改正（予防事業重視と地域包括支援センター、ケアマネー
ジャーへの支援など）

11月　介護給付費の一律一割の利用者負担を導入
　　　高齢者虐待防止・介護者支援法成立

2006年 平成18年 3 月　制度改正に伴い三施設の在宅会議支援センターを廃止
6月　みくらの里が静岡県による第三者評価を受審
　　　みくらの里で学習療法を開始
9月　みなとの園が静岡県による第三者評価を受審
10月　第 1回みくらの里祭りを開催

2006年 平成18年 1 月　介護報酬改正案提示
4月　改正介護保険法施行
　　　高齢者虐待防止・介護者支援法施行

2007年 平成19年 2 月　全施設の介護サービス情報公表を終了
3月　ISO9001更新審査を通過（2010年 3 月まで有効）
9月　第 2回みくらの里祭りを開催
11月　梓友会創設20周年記念講演（中村秀一氏、田中滋氏）開催

2007年 平成19年





施設紹介
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いろいろな表情で多くのことを、私たちに伝えてく
ださいます。たくさんの利用者からたくさんの笑顔
を引き出していくことを目標に、梓の里では取り組
んでいます。

　梓の里は梓友会創設の際にできた施設で、特養定員50名、短期定
員 4名でスタートした。みくらの里開設前は法人本部が併設されて
おり、梓友会の歴史の多くがここにある。他の施設よりも標高の高
い場所にあり、いまだに飲料水は井戸に頼っている、緑豊かな牧歌
的雰囲気のある地域である。

梓の里
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ユニットケアへの取り組みを始めて、一番最初に目標とし
たのは、「食事を通して季節を感じていただく」でした。
一つの鍋をみんなで分ける……いつもと違う食卓に、他の
利用者の食べる量を気遣われる、新たな利用者の一面を見
ることができました。

施設の概況

【所 在 地】〒413-0713　静岡県下田市加増野181-1
　　　　　　TEL 0558-28-1172（代）
　　　　　　FAX 0558-28-1177
【事業内容】○介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）
　　　　　　　定員80名
　　　　　　○短期入所生活介護（ショートステイ）
　　　　　　　定員14名
　　　　　　○通所介護（デイサービス）
　　　　　　　定員25名
　　　　　　○居宅介護支援事業

【開 設 日】平成元年（1989年） 7月 1日
【増 築 日】平成 7年（1995年）11月 1 日
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■高齢者の人格・人権を尊重した生活を提供

　社会福祉法人梓友会が創立20周年を迎え、また特別養護老人ホー
ム梓の里も開設19年目になります。この間、諸先輩の方々の強い意
志で、下田市、賀茂郡における特養の先駆者として地域福祉にご尽
力されたことに深く感謝を申し上げる次第であります。
　梓の里が開設された当時は措置費制度の中で運営され、施設整備
には補助金等があり、行政指導の基に運営を行っていましたが、介
護保険制度が施行されてからは、補助金等が枯渇する中で自立した
経営・運営を余儀なくされております。
　その中で、梓の里も創設からの建物・設備が19年の歳月が経過し
老朽化が顕著になってきており、今後ご利用者のQOLの向上、安
全安心な居住環境（建物、設備）・業務の省力化・効率化を目的に
環境整備をどのように実施していくか大きな課題を残しております。
また高齢者をめぐる環境は大きく変化しており、介護についても時
代の推移に即応した取り組みが重要となってきています。このため
将来の高齢者介護の姿を念頭に置き、それに向けて快適な生活環境
となるような未来志向の施策展開を行っていくことが求められてい
ます。
　そこで、梓の里はこのような趣旨に沿って将来の制度化・事業展
開を視野に入れた現場レベルの実務的調査研究を推移し、また施設
における大きなテーマである認知症ケアについても研究を実践し、
高齢者の人格・人権を尊重した生活を提供する中で高齢者の心身の
健康を維持増進するための方法として学習療法等の取り組みを行い、
介護システムの確立に職員全員で取り組んで行きたいと考えており
ます。
　このように施設が目標とする福祉サービスの質の向上を図るため
に、職員一人一人について基本姿勢に沿った教育、研修計画を検討
し実践することと、また、人材確保および人員体制を確立すること
が必要と考えております。今後共、理事長の経営方針に沿って、地
域社会の福祉の充実に貢献できるように取り組みを行っていきます。

施設長　片山　康
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“寒いなあ～”と言いつつもベランダを歩きながら、
布団を見ています。温かな布団で眠ることを楽しみに
されていて、おひさまのおかげで幸せだと話していま
す。

寒い冬はやっぱりホットコーヒー！
まるでお洒落な喫茶店で上質なコーヒーを飲んでいる気分
身も心もあたたまる至福のひととき……

玄関は施設の顔
お客様を気持ちよく出迎えられるようにと
すすんで環境整備
“私にまかせて”と手馴れたものです。
いつもありがとうございます。

実習生も参加されたレクリエーション活動
サイコロをころがして手のリハビリ
目の数を当てれば頭のリハビリにも
これで一石二鳥？

愛情を込めて育ててきた野菜
“早く大きな実をつけてね”
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初夏の新緑を見て思い出す　
降り積もった新雪を見て懐かしく思う
アルバムを開いて思い出を語る

いつまでも脳裏に焼き付き忘れられないものがある

　　家族…
　　友達…
　　お世話になったご近所の皆さん…
　そして…
　　懐かしの我が家である

会えて良かった
願いが叶って良かった

明日への希望を持ち続けられるように…
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平成19年 7 月に100歳になられたゑいさん。
慰問に来られた保育園の園児と。小さな手での肩たた
き、100年間のコリをほぐしてもらいました。思わず
ニッコリ、顔もほぐれる一瞬でした。

母の笑顔、娘の笑顔、母娘の絆子供たちに笑顔のパワーをもらい、楽しい時間を過ご
しました。

座りなれたソファーに偶然顔を合せた２人。
和やかに話をしているうちに、ついウトウト

いつでも気の合う 2人

サマーボランティアと話がはずむティータイム
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菜の花畑の真ん中で。じーっと花を見つめながら、何度か繰り返された
思い思いの春を想いえがかれていたことでしょう。温かい日差しと一面
の春の香りで、のどかなやわらかい一時でした。

そよ風に　はずむ菖蒲と　私の心

すきっと爽快!!　ビールのポスターのような最上級の笑顔です。

若かりし日、乗馬をなさっていたとのこと。久しぶり
の馬との対面でしたが、馬からの歓迎を受け、ちょっ
とビックリ !!
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加増野　夏祭り

敬老会の準備

運動会

敬老会

■行事の思い出̶̶笑顔とともに
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クリスマス

加増野　どんど焼

書き初め
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年 2回の日帰り旅行

汗をぬぐいながらの一休み

▼デイサービス全員で力を合わせて作った色とりどり
の花の風車の看板です。柔かな風を受けて元気にくる
くる回っていました。

■デイサービス

アメリカジャスミンの香りが鼻をくすぐる了仙寺
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ボランティアの方とのフォークダンス。女学生にも
どって踊りました。

節分の鬼のお面も作りました。材料はほとんど再利用
品。アイデアが光る作業プログラム

蝶よ舞え!!　 1 万羽の蝶を飛ばすのに額に汗したレク
リエーション

桜の花の美しさにも負けない昔の美女たち。

仙台の七夕にも勝る迫力の七夕飾り。織姫・彦星は利
用者自身。

かわいい花が笑っているように、くるくる回る風車。
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建物の掃除を手伝ってくださっています。
ボランティアの方々に協力していただき、
利用者もより良い生活を保ち、笑顔の絶
えない生活を営んでいます。

「利用者の自己実現」それは地域の方々の
支え、手助けを受け成り立っています。

定期的に利用者の散髪に来ていただい
ています。散髪の後は利用者は自然と
笑みがこぼれて、とても良い表情を見
せます。

■地域の人とともに

利用者が気持よく生活できるよ
うに、建物の周りの草取り。ボ
ランティアの方々のおかげで、
とてもきれいになり、木々草花
が映えて見えます。
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■ありがとうの言葉に支えられて

　介護保険制度の改正や報酬単価の引き下げなど、社会福祉施設を取り巻く環境が日々
変化していく中で、ここ梓の里でもスタッフの意識改革から始まりユニットケア実施な
ど、常に悩み・不安と戦いながら毎日を送ってきました。
　ここまで前向きに取り組むことができたのは共に支え合える仲間に恵まれたこと、そ
して何よりご利用者の笑顔に勇気と元気をいただけたことだと思います。こちらが忙し
そうにしていてもご利用者は常に「ありがとう」と言ってくださいます。その言葉一つ
が私たちスタッフの心の糧となり、仕事に対する喜び・やりがいを引き出してください
ます。
　ご利用者と日々ふれあうことで、自分自身を振り返る大切さを学ぶことができました。
ご利用者一人一人の思いを少しでも多く知り、その方がその方らしい生活を送っていた
だけるよう、常に自分自身を振り返り、心を通わせる、そんな介護の基本姿勢を忘れず
にいたいと思います。そしてこれからも、たくさんの「ありがとう」の言葉に支えられ、
ご利用者の笑顔を見ることを私たちの喜びにしていきたいと思います。
 ケアスタッフ一同
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　みなとの園は弓ヶ浜海岸（白浜が美しい遠浅の海岸で、ウミガメ
も産卵にやってくる）を望む海辺に位置している。夏の花火大会は
盛大で、間近で鑑賞するのが迫力満点だが、施設の 2階・ 3階の食
堂からの眺めも圧巻。

私たち介護者は忙しさの中でときとして大事なこと
を忘れてしまう。そんな時は初心を思い起こし、利
用者一人一人に違った生活があることを理解し「そ
の人らしく生きる」ことを最優先に考え行動します。

みなとの園　自分らしく生きる
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施設の概況

【所 在 地】〒415-0152　静岡県賀茂郡南伊豆町湊638-1
　　　　　　TEL 0558-62-8111（代）
　　　　　　FAX 0558-62-8112
【事業内容】○介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）
　　　　　　　定員50名
　　　　　　○短期入所生活介護（ショートステイ）
　　　　　　　定員20名
　　　　　　○通所介護（デイサービス）
　　　　　　　定員25名
　　　　　　○居宅介護支援事業
【委託事業】○配食サービス事業
　　　　　　○外出支援サービス事業

【開 設 日】平成11年（1989年）12月1日

“海は広いな大きいな”
外の空気っておいしいなー
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施設長　原田昌志

■法人創立20周年・みなとの園開設 7年目にあたって

　私ども「みなとの園」は、国内でも有数の海水浴場で日本の渚百
選にも選ばれた弓ヶ浜の近くにある南伊豆町湊地区に、梓友会とし
ては、梓の里に続き 2番目の特別養護老人ホームとして、平成11年
12月に創設されました。
　南伊豆町では初の特養として、地域の方々から期待されオープン
したのを開設当時の一員として記憶しております。
　現在、みなとの園では、特別養護老人ホーム（介護老人福祉施
設）を主体とし、ショートステイ（短期入所生活介護）、デイサー
ビス（通所介護）、ホームヘルプサービス（訪問介護）、ケアプラン
作成（居宅介護支援）を、介護保険サービス事業として静岡県知事
より指定を受け実施しております。
　また、南伊豆町より、介護予防事業・生活支援事業の一環として
在宅要援護高齢者等を対象にした、配食サービス、外出支援サービ
ス、生きがいデイサービス等を委託させていただき、地域福祉に微
力ながら協力させていただいております。
　みなとの園は、法人の理念である「自立支援と生活の質を重視し
た良質なケアサービスを提供し、選ばれる施設、地域福祉に貢献で
きる施設」を基本に、ご利用者一人一人の個性の尊重やその人それ
ぞれにあった生活のリズムに沿ったユニット（個別）ケアの実践を
めざし、スタッフ一丸となって取り組んでいるところであります。
　今後も、ご利用者、地域の皆様方に安心で、信頼される快適な
サービス提供ができるよう努力していく所存でありますので、南伊
豆町、関係機関、地域の方々、ボランティアの皆様方のますますの
ご指導ご鞭撻をいただきますようお願い申し上げ、法人20周年記念
誌発行にあたり、みなとの園を代表してご紹介の言葉とさせていた
だきます。
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■「その人らしく生きる」お手伝い

　その人らしく生きる、ということ。ご飯を「おいしい」と口から
食べることができること、「気持ちがいいなあ」とゆっくり湯船に
つかること、排便をオムツにするのではなく、トイレでできること、
時にはそんな当たり前の生活ができない人がいる。「寝たきり」と
呼ばれるご利用者だ。でも、そのようなご利用者に対しても、人と
しての当たり前の生活を送るお手伝いはできる。
　朝になったら「おはよう」と挨拶をする、天気のいい日には窓を
開け、「気持ちがいいですね」と新鮮な外の空気を一緒に吸う。た
とえ口から食べることができなくても「お食事ですよ」と声を掛け
てから食事を開始する。どんなときでも声を掛けてほしい、そう
思っておられるだろうから。挨拶や物事を始める前の声掛け。私達
が人としての当然のことをすれば、その人を認めることができるの
ではないだろうか。
　それは行事食でお寿司が出たときだった。普段ならお粥、きざみ
食を食べているご利用者がむせることもなく、おいしそうに食べて
おられる。いつもは「食べられない」と小食気味な方がおかわりを
しておられる。とにかく、笑顔、笑顔。好きなネタのお寿司を選ぶ
うれしそうな顔。誰だっておいしいものを食べるときは幸せなのだ
と実感した。
　あるご利用者とコンビニへ買い物に行った。「もう歩けないんだ
から」と車椅子を使いたがる方だったが、駐車場に着くなり車椅子
を置いて歩き出されたではないか。そのうえ店内に入ったらさらに
足取りはしっかりとしていく。「あれが食べたい」「これがほしい」
と眺めては手にとって品物を吟味しておられる。店内をぐるぐると
何周ぐらい回ったか。その方も私も本当に楽しい時間であった。自
分の目で見て手で触れて、買い物をする喜びを共有できた。
　ある日のおやつ作りのとき、洋服の袖をめくり上げて張り切る方
がおられた。「よーし」とやる気満々。ホットプレートで焼いた生
地に次々とあんこを乗せ巻いていく。気付いたら自分が食べること
も忘れて人の分ばかり作っている。人の役に立てる誇りが表情に浮
かんでいた。「おめえの分はあるか？」と声を掛けては、次々と
作っておられた。
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　縫物の上手なご利用者、その方は雑巾縫いの天才である。いつも
雑巾縫いをお願いすると、いやな顔は全くせずににこにこと快く引
き受けてくださる。「おばあちゃんの作る雑巾は汚れがよく落ちる
し、本当に助かっているよ。ありがとう」と声を掛けると「そんな
こと言われるなんて嬉しいよう。こっちこそありがたい」とさらに
笑顔になる。人に助けられるばかりではなく、感謝される機会を持
つのは大切なことなのだ。
　私たち介護者は、時に忙しさの中で大事なものを忘れてしまう。
それは、まずご利用者一人一人の生活があるということ。これを無
視してその人らしく生きることなどできないのだ。ご飯をゆっくり
食べたい人、朝寝坊したい人、介護する側がそれを理解し、今後は
サービスを提供していかなければいけない。改めて私たちがなぜこ
の仕事を選んだのか、もう一度考えていく必要があるだろう。「あー、
私は生きていてよかったな。生きていていいんだな」と感じてもら
えるような介護を提供することが大切である。

“きれいになったよ”“ありがとさん” 今日もきれいにしなくちゃ

“あんたも、きれいにたたんでるねー、手伝おうか” “元気なころはよく買い物に来たな、おいくらですや”
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■地域との交流を含めたみなとらしい行事

　早春のみなみの桜と菜の花祭り見学をはじめ、下田黒船祭見学、
城山公園あじさい見学と、地域へ出掛けて行事を楽しみ、心身共に
リフレッシュしていただいている。車椅子ダンス、踊りや民謡によ
るボランティアの方々との交流、小学生の慰問、中高生による介護
ボランティアと園内で地域の方とふれあう機会もある。
　また、みなとの園いきいき祭りでは、地域との交流を深めるため、
利用者ご家族も交えての地元の方々と身近なふれあいを大切にし、
バザー、出店、踊りやカラオケ等を催し施設を開放し、その日その
時を楽しんでいただくことで現場を知ってもらい、利用者の方との
心のコミュニケーションの場ともなっている。入所者の方々は、平
常以上の嚥下状態が良好となり、ご家族の方を安心させたり、笑い
あり涙ありと、感情、感動の活性化となる良い機会ともなっている。
湊地区伝統の秋祭りでは、山車が園へ出向いて披露してくださるこ
とで、太鼓や笛の音を身近で楽しむことができる。地元の方の配慮
により、大勢の入所者が鑑賞し癒しの時となっている。

みなとの園いきいき祭りの
オープニングで壮絶な太鼓の響き

菜の花畑に訪れる人達に祝福されて
2月に菜の花婚式があるんだよ



79みなとの園

　みなとの園は、近くに弓ヶ浜もあり美しい自然にも恵まれ、8月
8日の花火大会では、みくらの里入所者と一緒に館内より花火を見
物し施設間の交流の時を持っている。散歩、買い物外出、一つ一つ
の出会いの機会を大切に、自然を有効活用し地域に連携と協力をい
ただき、「一生感動、一生青春」の言葉のように、今その時を楽しん
でいただける行事を心がけていきたい。五感の活性化は、副作用の
ない良薬となるのではと思う。

敬老の日にシャンソン歌手
の美しい歌声に、うっとり

しゃぼん玉とんだ
屋根までとんだ
“ほら、ほら、きれいだよ！”

下田海中水族館でコーヒータイム
“雨の日の海もいいなー” 南伊豆ふれあい広場に参加
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■みなとの園の暮らしから

“わしゃ、若いころからしゃれもんだった。
どうだい、今もナイフ使いうまいだろう”

“昔ゃ、こんなしゃれた物は無かったのー。甘いもんな
んか、口にするのも難しかったじゃ”

“さーて、今日はどんな
ニュースが載っているかな”
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■委託事業について

　みなとの園で、南伊豆町の委託事業を受けてからもう大分長い期
間が経過した。平成17年度には介護保険制度の改正で特定高齢者の
予防事業も請け負っている。それというのも長い期間で培ってきた
南伊豆町役場とみなとの園の信頼関係がなせる業だと思う。誠実に
真剣に南伊豆町の住民と共に築いてきた事業が評価されているのだ
と思う。
　南伊豆町役場から委託を受けている事業は主として 5つである。
　まずは配食サービスである。平成12年度から開始しているこの
サービスは、調理が困難なひとり暮らしの高齢者や高齢者世帯等並
びに身体障害者であって、自立支援の観点からサービスを利用する
ことが適切であると町が認めた方、という定義の下行っている。こ
れは単にお弁当を配るサービスではない。配食スタッフが必ず本人
の状態を確認しているのだ。そして、具合が悪そうな方には助言を
し、また、確認している連絡先に報告をし、利用している方の安心
を見守っている。サービスを受けるということは勇気がいる行為で
ある。そのため、サービスの利用に消極的な方は沢山おられる。配
食サービスはサービスを受けているという実感の少ない事業だが、
その陰で利用者を支援しているサービスだと思う。
　次に外出支援サービス。寝たきりの高齢者や日常生活に車椅子を
利用している方、また、歩行が不自由等で一般の交通機関の利用が
困難な方に行っているサービスである。安全第一をモットーに事故
なく継続している。町にはなくてはならないサービスである。
　生活管理員派遣事業というのは、ひとり暮らしの高齢者や高齢者
世帯で、普段の生活に支障をきたしている方に、生活を支援しよう
というサービスで、別名は生きがいヘルパーと言われている。介護
保険でのサービスには身体が丈夫なために適用外、しかし、実際に
生活していくのには不安や困難なことが多いという方のためヘル
パーが入り支援している。また、突然の配偶者の他界や病中病後の
迅速な生活支援にも役立っている。
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　健脚教室“すたこらさっさ”というものがある。こちらは運動器
の機能向上をプログラムした特定高齢者の予防事業である。高齢に
なり運動器の機能が低下している方が大勢おられる。その多くの方
は運動すれば回復されるのだ。屋外で転んで外出しなくなる。その
喪失体験を教室に参加することで取り戻し強いスタミナ体験とする。
そうすることで元気な方の多い健康な町にしていきたいという思い
で行っている。リハビリの先生や運動の指導者の協力を得て、充実
した内容で提供している事業である。
　介護予防事業にはもう一つ“お達者くらぶ”というのがある。高
齢者の健康と生活機能の維持を目的に歯科衛生士による口腔機能の
向上や管理栄養士による栄養改善を実施。また、そういった教室的
なものに縛られずに参加者全員で外出したり、調理をしたりと自由
に活動している。自由とはいえ目的はきちんとしている。いかに高
齢者の生活の質を良好に保つか、いかに自立した生活を送っていけ
るか、つまりは「健康寿命」をいかに延ばすことができるかを視点
にスタッフ一同対応している。
　以上 5つがみなとの園が受けている主な委託事業である。いずれ
の事業も南伊豆町との確実な信頼関係が無いと実施できないもので
ある。南伊豆町にひいては南伊豆町の住民に信頼される、より良い
パートナーでいられるよう、今後も誠実に真剣に事業に取り組んで
いきたい。
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　太陽の里のある西伊豆町は夕陽が綺麗なところで、海岸線はドラ
イブに最適。四季を通じて草花が咲いている。海の幸・山の幸が多
く、食べ物の美味しいところである。

太陽の里　　暮らしのたたずまい

デイサービスで利用者が午後のひと時を思い思いに
過ごされている様子。温泉でゆったり入浴ができ、
料理には大沢里（西伊豆町）の深層水を使用している。
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施設の概況

【所 在 地】〒410-3514　静岡県賀茂郡西伊豆町仁科1134
 　　　　　TEL 0558-52-6200（代）
 　　　　　FAX 0558-52-6600
【事業内容】○介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）
 　　　　　　定員30名
 　　　　　○短期入所生活介護（ショートステイ）
 　　　　　　定員 5名
 　　　　　○通所介護（デイサービス）
 　　　　　　定員25名
【委託事業】○ 配食サービス事業

【開 設 日】平成13年（1991年）11月 1 日
※デイサービスと配食サービス事業は、西伊豆町の公共施設を
お借りして行っている。所在地は以下の通り。
【デイ・配食所在地】〒410-3514　静岡県賀茂郡西伊豆町仁科 
 　　　　　　　　　393 西伊豆福祉センター内
 　　　　　　　　　TEL 0558-52-6000　 FAX 0558-52-6601
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施設長　高松　登

■地域一人一人の命を大切に

　西伊豆町にあります、特別養護老人ホーム太陽の里です。太陽の
里は、地域に開かれた施設として、また福祉の拠点施設として、地
域密着型をめざして、短期入所用のベッドは少ないのですが 5床用
意し、デイサービスセンター、配食サービスなどを行っています。
　社会福祉法人梓友会がこの11月で20周年を迎えるのですが、伊豆
半島、下田市を中心にした賀茂地域には20年前、老人福祉施設は何
もありませんでした。したがいまして、特養ホームに入所となると、
沼津や三島方面まで行かなければならないのが現状でした。そこで、
この西伊豆町や松崎町にあっても、下田の加増野地区に特別養護老
人ホームが建設される、という知らせを受けた時、本当に喜びと安
心感でいっぱいだったと人は今でも語っておられます。梓の里が創
設されたのです。以来、 6年前、同じ社会福祉法人梓友会によって、
南伊豆町のみなとの園に続いて 3番目に太陽の里が創設され誕生し
今日に至っております。
　創設時から大変な努力をされてきた、前施設長の細田千秋さんか
ら、 3年前引き継いだ私は、太陽の里の 4部門をとにかく地域の
方々から信頼される施設にしたいと願っております。今で言う「地
域ケアの基幹施設として機能」するということです。ホーム運営の
基本は、老人本位であるということ、約束事はあるにしても、自由
であってその人らしく継続して生活できる、ということです。その
ためにユニットケアに基づいて個別処遇の徹底ということを各職員
が自覚し常に意識して、つまるところ入居者の「幸せと安心」の実
現を図っております。究極的に人間、それ以上の何がありましょう
か。
　一人一人のその命を大切にしていくということです。そのために
さまざまなケアを実践し生活が活性化し、お年寄りが輝いている、
という表情を作り出していきたいのです。最後までその生を充実さ
せて、「生きていて良かった」といってその人生の最終章を全うし
ていただきたい、と念じております。
　そのために各役所をはじめ、色々な関係機関、地域住民の方々、
ボランテｨア等のご理解とご支援をお願い申し上げて、この文を閉
じたいと思います。今後ともよろしくお願い申し上げます。
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■太陽の里・行事の歴史～施設の行事・地域の行事～

　施設は今、歴史と言いながら、今とは、と思われるのでしょうが、
歴史哲学者の、Ｅ・Ｈ・カーが言っていますように、歴史とは過去
と現在の対話であります。今を語りたいのですが過去にも触れつつ、
紹介いたします。
　誕生会、施設のオープンの時から実施している誕生会で、お年寄
りが言われるのは、私たちは、自分の子供たちの、あるいは孫たち
の誕生会は、毎年のようにしてきましたが、私自身の誕生会をして
もらえるなんて、太陽の里に入所して初めてのことです、と言って
喜ばれ、感謝されています。
　ところで、この誕生会のことですが、西伊豆町で最高齢者106歳、
山本チャウ様が入所されていて、毎年誕生日なり、敬老の日には町
長様が来てくださって花束の贈呈をしてくださいます。ご本人様は
もとより、その家族の方々と職員一同も共々その光景を見ていて喜
び、感動しております。本当に素晴らしいことです。
　職員も全員がそれを祝して、色紙に一言ずつお祝いの言葉を記し
ました。町の、家族の、そして太陽の里の宝だと言っています。
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　また別の男性の方ですが、この方は先天性の視覚障害で、普通視
覚障害の方は目が見えない分、聴力がきわめて敏感だと思うのです
が、どちらかというと、聴力もあまり良くなく、毎日じっとして生
活されています。私はいつもこの方は偉いなあ、と思っています。
なぜならば、毎日365日ただじっとしていて生きていけるか、と自
分に問うのです。なんという忍耐力でしょう。ただ一つだけ大好き
なものがあるのです。それはコーヒーです。コーヒーを飲んでいる
時は、満面の笑みです。本当に嬉しそうに、美味しそうに楽しんで
飲んでおられます。それである時のその方の誕生日にコーヒー風呂
を提供したのです。その時の写真です。本当に嬉しそうです。こう
いう笑みにはこちらが癒されます。

　納涼祭、この行事も夏場の大きな行事でお年寄りには大きな楽し
みです。家族会もかねて実施いたしますので、多くの家族の方々が
来てくださいますから、大にぎわいです。真夏の一時を暑さを忘れ
て楽しんでいます。
　食事会も楽しみです。医食同源と言いますから食事はきわめて大
切です。何が一番楽しみですか？と聞きますと、そうですね、やっ
ぱり食事ですね、とお年寄りは言われます。行事食としては、お寿
司バイキングやセレクトメニューを提供しています。
　もとより、食中毒などには厳重に注意を集中しながら、冷たいも
のは冷たいままに、温かいものは温かいままにを原則にして美味し
くいただいてもらうように食事提供いたしています。
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　防火防災訓練、リスク管理として、防火防災訓練もきわめて大切
です。特にこの地域、東海、東南海地震の確率が高いと以前から言
われている地域で、厳重に注意いたしております。道路が遮断され
て孤島になっては大変だとふと思うことがあります。火災にも注意
を払い、訓練しています。春秋の 2回は消防署の立ち会いで総合訓
練を実施し、毎月、職員と利用者だけの訓練をいたしております。
　地域の行事も沢山ありますが、ここでは、堂ヶ島の火祭りと田子
の港祭りの写真を示しました。お年寄りの方々は若い時、子供をつ
れて毎年、地域の行事を楽しみました、と言われています。その日
に行事が終わると、また来年を楽しみにして暮らしてきました、と
懐かしそうに語られます。日本人は祭り好きですし、どの地域にも
特色ある祭りがあるものです。 高松　登
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■デイサービスセンター

　デイサービスセンター太陽の里、俗に言う通所介護は、door to  
door の日帰りで健康チェックや食事・入浴サービス、生きがいデ
イサービスなども提供している。
　生きがいデイサービスはいわゆる介護予防に通じるもので、春は
素晴らしい桜の花見、秋には郷土のお祭りなどの楽しい行事、お買
い物ツアー、子供達や地域の方々との交流、お菓子作りなど楽しさ
一杯である。
　生活相談にも応じ、ＡＤＬに対する日常的なリハビリなども行っ
ている。
　入浴サービスは他にはない本物の温泉で健康に良く、利用者の楽
しみの一つ。看護師が常時、健康状態に気を配り、入浴前には血圧
測定など健康管理に努めている。
　食事は栄養のバランスを考慮した管理栄養士による献立で、この
近辺で一番美味しい、と定評がある。料理長は一流のホテル出身の
職人気質で、味では一歩もゆずらない、というプライドマンである。
　配食サービスの食事も併せて調理しているが、配食先のある利用
者が、「今日の天丼は、東京の銀座の老舗で昔、食べたものより美
味しかった」と言ってくださった言葉は忘れられない。
　デイサービスセンター太陽の里は平成13年4月、地域福祉推進の
ために西伊豆町・松崎町で始められた。当時この近辺には、老人福
祉施設はもとより、デイサービスもなく、西伊豆町の役場の一角を
提供されて開始した。デイサービスの存在や中身が徐々に町民の間
に浸透し、社協と隣り合わせということもあって、多くの方々が興
味深く見学されていかれた。
　今ではこの地域はデイサービスセンターの激戦地域である。あっ
ちにも、こっちにもデイサービス事業が展開されている。
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■配食サービス事業

　西伊豆町では高齢者介護予防・生活支援事業の一環として、配食
サービス事業を展開している。この配食サービスは地域の方々と、
町民の方々に大変喜ばれている。西伊豆町は仁科地区と漁業で栄え
た田子地区が中心であるため、この 2地域にそれぞれ車 1台ずつで
配食。
　配食サービス事業は事業開始当初は、国や県から補助金なり助成
金があって順調に事業展開ができていたが、数年前から国の地方へ
の三位一体改革で補助金もなくなった。西伊豆町としても、その時
点でこの事業の中止をと思っていたが、町民からのニーズも高く、
強い要望もあって横出し上乗せ方式で町単費で配食サービスを続け
ている。法人梓友会・太陽の里のほうでも公益法人として、地域貢
献という法人理念のもとで、なんとか努力をし、大変な好評を得て
いるところである。安い単価で昼食、夕食が家庭まで配食される、
しかも管理栄養士の献立で一流のコックによる調理。特に夏場など
の季節には食中毒など予防は厳重にし、事業展開している。冬場は
ノロ、インフルエンザ、感染症などに意を注ぎ実施している。
　神奈川県や東京方面から、夏休みに郷里に帰宅した娘さんが、こ
の配食のことを知って、「こんなサービスがあって、娘として私も
安心いたしました。母がいつも感謝して、いただいております」と
言ってくださったことは、何よりも嬉しく励みになっている。
　配食そのものもそうであるが、同時に安否確認を行い、異状があ
れば、ただちに対応する。この安心感が町民からのニーズが高い理

由であると思う。今後も町と法人が相協働
して、地域貢献のためこの事業展開を続け
ていきたい。
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今の思い、昔の思い

　私が、太陽の里特養立ち上げと同時にこの梓友会に入職し、早い
もので 6年目です。前職の自動車部品メーカーの技術職から一転、
全く畑違いな分野の仕事に悪戦苦闘していた日々が昨日のように思
えます。従来型特養として立ち上げ、時代の流れと共にユニットケ
アに目覚め、しかし現実の壁にぶつかったりと様々な経験ができま
した。今は従来型特養としての役割を全うしながらユニットケアの
利点をいかに取り入れていくかという現実的な目標に取り組んでい
るつもりですが、利用者が余生を落ち着いて過ごせる、変わらない
環境の提供という個人的な思想は特に変わっていません。
　私生活においても、結婚や育児への参加等、人生の転機もこの6
年間で経験しました。その子供達への将来の環境のためにというこ
とで自転車通勤も続けてます。大きな事はできませんが、これから
も体の続く限り仕事に私生活に尽力していければと思います。

総合病院、そして福祉施設

　私は梓友会、太陽の里に平成14年 4 月に入職しました。前職では、
総合病院の脳神経外科で 3年間勤務していました。病棟ではただひ
たすら患者さんが治癒して退院されることを目的とし、毎日看護に
あたっていました。病棟がら、呼吸器、気管支切開などコミュニ
ケーションもままならない患者さんが多く、自分が行っている看護
が患者さんにとって本当に必要なのか？と思うことがよくありまし
た。病棟という場所は患者さんに対したとえ助からなくても、全力
を尽くし治療にあたるのが病院の医師、看護師の仕事なのです。
　私は予てより“施設で働いてみたい”という希望もあり、ここ太
陽の里に入職することを決意しました。ここでは利用者のニーズに
応じたサービスを各専門職が一丸となって提供しています。病院で
は何となく“生かされている”と感じていたのが、ここでは一人一
人が人間としての尊厳を全うしていると思えるようになりました。
各部所がともに力を合わせてケアを行うことで、量的にも質的にも
十分なサービスを提供できるのだと感じています。
　今後は看取り介護導入により、利用者のニーズに応じたサービス
もより高度なものが要求されると思いますが、その利用者が人間と
しての尊厳をもって人生を全うできるように職員全体で頑張ってい
きたいと思っているところです。

ユニット・リーダー
石田　勝

看護師　山本優子
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老人福祉施設の栄養士として思うこと

　特養ホーム太陽の里に入り、感じたことは、今まで栄養士として
病院にわずか 2年間しか仕事をしたことがなく、特養は今回が初め
てでしたので、何をやれば良いのか右も左もわからない状態のうち
に異動になったので、いま自分にできることから始めようと思いま
した。
　前任者の栄養士と同じことをしていても経験の差が出るのではな
いか？と思い、違う方向から進めようと考えました。いま太陽の里
で 1年と 4カ月しか勤めていませんが、最初の 1年は何もわからな
い状態でしたので、現状維持をすることも大変でした。
　その土地の味付けやコスト面などで評判を落とすようなことが
あってもいけないと思い、従来どおりやりながらも、さらに努力し、
今では自分のやりたいこともできるようになり昔ながらの味付けを
目標に、その土地の食材などを取り入れ、心のこもった食事の提供
をしていきたいと思っている今日です。
　とにかく前向きに心を込めながら努力いたしていますと、お年寄
りは喜んでくださっています。そのことが何より嬉しく思い、頑
張っています。

栄養士　森　展房
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みくらの里は梓友会の中で一番新しくできた全個室ユニットケアタ
イプの施設。下田駅から車で10分弱の距離で面会にも便利。春はウ
グイスが鳴き、夏は緑が映え、秋は涼しい風が吹き抜ける四季の変
化が楽しめる豊かな自然の中の施設である。

みくらの里 3丁目に居を構えている施設最高齢者の
鈴木せき子様。施設開設と同時に入居されました。
賀茂地区にお住まいのご家族の面会が頻繁に行われ
ています。

みくらの里　　あたたかい空間



94

朝日小学校の子共たちを招いてのお茶会

ユニットでの朝食作り“何でもこさえるよ！”

施設の概況

【所 在 地】〒415-0028　静岡県下田市吉佐美1086番地
 　　　　　TEL 0558-27-3000（代）
 　　　　　FAX 0558-27-3001
【事業内容】○介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）
 　　　　　　定員80名
 　　　　　○短期入所生活介護（ショートステイ）
 　　　　　　定員20名
 　　　　　○通所介護（デイサービス）
 　　　　　　定員30名
 　　　　　○居宅介護支援事業
【そ の 他】法人本部
 　　　　　養成講座みくらの里
 　　　　　地域交流ホール（地域防災拠点）

【開 設 日】平成17年（2005年） 2月25日
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■みくらの里の２年間の歩みを通じて

　みくらの里は、平成17年 2 月25日に梓友会の 4番目の施設として
開設されました。また、当法人初の全室個室ユニットケアを取り入
れた施設として、従来の施設サービスを家庭的な雰囲気の中で、よ
り質の高いサービスを提供していくことを目標としてまいりました。
その間、国の介護保険制度が大きな変革期を迎え、ご利用者やご家
族様をはじめ、施設においても激動の 2年間であったのではないか
と思います。
　そのような状況の中、施設運営においてはボランティア様を中心
とした、地域の小中高等学校や保育園の生徒・園児さんたちとのさ
まざまな交流をさせていただくことにより、施設ご利用者様の日々
の生活がより豊かなものとなっていることを実感しております。こ
れもひとえに皆様のお陰であり、この場をお借りして御礼申し上げ
ます。
　また、昨年は地域の方々とのふれあいをテーマに、第 1回みくら
の里まつりを開催することができました。当施設としては初めての
お祭りとあって、試行錯誤を繰り返しながら、準備を進めてまいり
ましたが、当日は心配していた天気も晴天となり、多くの方々にご
参加いただくことができました。このような取り組みを通して、普
段はみくらの里と関わりが少ない方々にも、みくらの里はどんなと
ころなのかを知っていただく、良い機会であったと思います。
　今後、みくらの里におきましては、地域の中の福祉ニーズをいち
早く見つけ出し、それを地域の皆様とともに考え、我々の持つ社会
資源を有効活用することにより、実現させていきたいと考えており
ます。単に地域の中にある施設ではなく、地域の一部としてどんな
役割を果たしていくことができるのかが今後の課題であり、それが
我々の存在意義であると捉え、「地域とともに生きる」施設となれ
るよう、職員一同、一歩一歩着実に歩んで行きたいと考えておりま
す。

施設長　江渡　隆
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■みくらの里　行事―季節を楽しむ

春の大賀茂れんげまつり 南伊豆町 みなみの桜と菜の花まつり

了仙寺　アメリカジャスミン 下田公園　紫陽花見学

初夏の白浜神社 黒船祭のパレード待ち
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伊豆新聞　平成18年10月16日　掲載

みくらの里まつりに鈴木宗男氏参加

　平成18年10月15日、「やさしいケアは地域から」をコンセプトに、
第 1回「みくらの里まつり」を開催した。入所者や家族、ボラン
ティア、地域の人たちが集まりおおいににぎわった。川島優幸理事
長が札幌出身の縁で招いた、新党大地代表の鈴木宗男衆議院議員は、
19年の第2回にもかけつけ、まつりを盛り上げた。

鈴木宗男氏ホームページより
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■梓友会　法人本部

　法人本部は、平成17年 1 月に「梓の里」から「みくらの里」に移
転した。法人全体の総務・経理を担い、理事会開催や指導監査、
ISOへの対応、各種研修・会議等の企画・運営、施設間の調整など
を行い、梓友会運営の要となって日々活動している。

セミプロの方によるフルート生演奏

大賀茂保育園との七夕交流会
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■みくらの里　スタッフ

支援センター・
相談室
栄養室

デイサービス

看護師です
すぐ駆けつけます。

ショート
ステイ担当
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■みくらの里ショートステイより

　みくらの里のショートステイは、１ユニット10名の定員で、 2ユ
ニット、20名の居室を用意。入所同様、全室個室となっており、個
人のプライバシーを尊重し、過ごしやすい空間を提供できるよう、
心掛けている。

　介護保険の対象である要介護度を持って
いる人と、予防給付の要支援者に利用して
いただける。現在は主に下田市内の方が多
く利用されているが、松崎町や南伊豆町の
方にも利用いただいている。送迎も希望に
添った対応ができるよう、相談に応じている。
　利用中楽しく過ごしていただけるように、
日々の生活の中で、本人の負担のない程度
でその方に合った作業やレクリエーション

を提供し、できるだけ日中の離床を促して
いけるよう、努力している。
　また、毎月の行事も考えており、季節毎に
花の見学に出掛けたり、夏には裏庭の芝生で
流しそうめんやバーベキューを行ったりして
いる。昨年は、事務長扮するサンタクロース
が登場したクリスマス会が大変好評で、毎年
恒例にしてほしいとの要望もでている。
　また、月に 1～ 2回、利用者と共に調理

を行っており、昼食やおやつ作りを実施。
これは特に女性に好評で、慣れた手つきで
テキパキと作業を進められており、長年の
経験の成果を発揮されている。
　今後、地域に開かれた施設として位置づ
けられるために、できる限り地域の方々の
希望に添った対応が取れるよう、日々工夫
努力を重ね、利用者に、また利用したい、
と言っていただけるような施設にしていき
たいと考えている。
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■みくらの里・デイサービスカレンダー

1 月　書き初め 2月　節分 3月　まどが浜　風車

4月　弓ヶ浜　ドライブ 5月　了仙寺　アメリカジャスミン 6月　カラオケ大会

7月　日本舞踊観賞 8月　バーベキュー 　 9月　交流ルームにて学生と

10月　石廊崎　ドライブ 11月　巨大スクリーンで映画観賞 12月　ゲームに興じる





事業展開
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教育・研修

　梓友会は平成元年（1989） 7 月、最初の特
別養護老人ホーム「梓の里」を創設するに際
し、「医療も福祉も人の痛みのわかること」
を基本方針に定めた。しかし、内定していた
10数名の介護職員の中で、専門的な経験者は
皆無に近かったため、全員が伊東市の社会福
祉法人いこいの里の「城ケ埼いこいの里」
（昭和62年開設）に依頼して、 5泊 6日の研
修を実施した。この研修のおかげで、なんと
か入所者を迎え入れることができた。
　定員は50名だったが、親を老人ホームに入
れることに強い抵抗感を覚える家族も多く、
満床になるまでには、かなりの歳月を要した。
「介護」を「処遇」と呼ぶ時代であった。梓
友会は職員の資質向上を図るための施設内研

修を続ける一方、介護職員をめざす一般人を
対象とする講座を設け、これらは現在に至っ
ている。
　施設の利用者に、安全で安心した生活環境
を提供するためには、職員一人一人の知識と
技術の向上が不可欠である。梓友会では下記
のような「職員の資質向上」を開設当初より
掲げ、川島理事長（当時施設次長）を中心に
計画的に月 1回から数回、施設内研修を実施
してきた。

〔梓友会　平成元年事業計画書〕
―職員業務処理方針―
「学習の継続化」

　職員の資質向上には、系統的学習が重要と
なる。福祉一般、介護技術はもとより、基礎
的医学知識、緊急時の対応方法等を継続学習
する。
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さまざまな研修の実施

■施設内研修

　研修では、施設における職員の役割や地域
における老人ホームの役割等を取り入れ、施
設職員としての心得や利用者に対する心理
面・精神面での研修と、介護技術・高齢者福
祉の制度に関する具体的な制度内容の研修、
医療に関する研修、施設の運営や新しい業務
についての研修等を中心にすすめている。

■制度に関する研修

　平成12年 4 月より施行された介護保険制度
により介護をめぐる制度は大きな変革を迎え
た。そのことに対応できるように平成 7年度
後半には早々に介護保険制度の研修会を取り
入れ、それより何回かに分け介護保険にかか
わるもろもろの事項を研修しスムーズな移行
ができるように実施し、改正後も何度か大き
な改正があるたびごとに施設内での研修を利
用し周知してきた。

施設内研修内容より抜粋

Ｈ 3年10月　組織の中の職員の役割について
Ｈ 4年 6月　社会変動と社会福祉制度について
　　　12月　老人ホーム入所者の人格の尊重につ

いて
Ｈ 5年 1月　最近の感染症（HIVウイルス・MRSA

等）
Ｈ 6年 8月　バズセッション（デイサービス等に

ついて）
　　　12月　入所者の人格の尊重について
Ｈ 7年 3月　豊かな感性と接遇
　　　 4月　デイサービスセンター梓の里開設に

ついて
Ｈ 8年 2月　介護保険制度について（VTR）
   7 月　Ｏ157対策について
   10月　パソコン講座
Ｈ 9年11月　在宅介護支援センターについて
Ｈ10年 3 月　介護保険導入と施設職員の在り方
Ｈ10年12月　ケース記録と業務日誌の記録法（研

修発表）
Ｈ11年 1 月　人事考課制度の試みについて
Ｈ11年12月　みなとの園開設に向けて
梓の里・みなとの園 2施設それぞれで研修か合同
研修。
Ｈ12年 4 月　介護保険施行に伴う業務の変化（み

なと）
   5 月　介護保険についての理解を深める（梓）
Ｈ13年 8 月　「身体拘束ゼロ作戦」研修発表（梓）
   12月　人事考課システムの導入（ 2施設）
Ｈ14年 1 月　変わる痴呆の介護・ユニットケア

（ 2施設）
梓・みなと・太陽の里の 3施設となる。
Ｈ14年 6 月　食中毒予防について（ 3施設）
Ｈ15年 2 月　ISO導入のための説明会（ 3施設）
Ｈ15年11月　ISOに関する研修（ 3施設）
Ｈ17年 1 月　オーストラリア海外研修報告（梓・

みなと）
梓・みなと・太陽・みくらの里の 4施設となる。
Ｈ17年 7 月　ノロウイルス感染症対策（マニュア

ル作成）
Ｈ18年 6 月23日　防犯について（4施設合同）
Ｈ16年 7 月 2 日　 3施設合同研修会

「ユニットケア開設時のサービス
構築におけるポイントと留意点」
浦谷馨部長
㈱ジャパンケアサービススー
パーバイザーグループ

Ｈ19年 2 月28日　本部企画 4施設合同
「認知症について」佐倉志保子氏
医療法人社団至純会佐倉医院医
師
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■施設の成長に伴う研修

　特別養護老人ホーム梓の里のみで運営して
いた梓友会は徐々に事業を拡大し、平成 7年
度にデイサービスセンター梓の里、平成10年
度には在宅介護支援センター梓の里、平成11
年度にみなとの園、平成13年度に太陽の里開
設に伴い運営に関する説明等を施設内研修で
行い、また、平成13年人事考課、平成15年度
ISO取得と新たな業務を展開する際の説明等
で施設内研修を活用している。平成16年度み
くらの里がオープンする際はユニットケアに
関する研修を現場職員中心に研修し、すでに
ユニットケアを実施している施設への見学や
報告会等を実施した。

■医療に関する研修

　医療に関しては時代を映しHIVウイルス・
O157食中毒・ノロウイルス等の感染症に関
する研修緊急時の対応法を中心に研修会を実
施。特にノロウイルス流行時には看護部門が
中心となり感染症予防対策マニュアルを作成
し現在活用している。

■外部講師による研修

　専門性を要する内容に関しては施設内研修
が始まった当初より施設内の職員だけでなく、
外部の専門家に協力依頼し実施している。医
療に関する研修は、地域の医師や医療関係者
に、また福祉や制度に関してはその福祉や制
度等にかかわる専門家に依頼し研修を行う。
梓友会の施設が増えるに従い、職員の数も増

えますます研修が必要となってきた。重要な
研修に関しては、外部の専門講師を招き 4施
設合同にて研修会を実施している。

■介護研究会

　平成17年10月の介護保険制度改正や18年度
の改正に基づき、法人・施設の中長期的介護
の課題等を検討するため、当初は梓友会・川
島理事長の私的な研究会という位置づけで各
施設の施設長を対象に設けた。17年度の改正
に関する研究会に獨協大学講師の藤井賢一郎
氏を講師として迎えることができたため、梓
友会の各部署ごとのリーダーに対しても聴い
てもらうように第 1回の記念講演として開催。
その後、第 2回・第 3回と記念講演を開催す
るとともに、リーダーだけでなく他の職員に
も参加を要請し、「ターミナルケアについて」
の内容で四天王寺国際大学教授の奈倉道隆氏
に講師依頼、 4施設合同の研修会を行った。
介護研究会のおもしろいところは多角的な物
の見方を養うという主旨により、まったく福
祉とは異業種の講師（第 2回記念講演　紺野
在氏）の研究発表等も研修会として聴くこと
ができ、介護以外の視野を広げる内容を取り
入れている。
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■指導者教育（プリセプター研修）

　「ある一定の期間、専任の指導担当者をつ
けて、その人を通じて仕事をしていくのに必
要なマインドやスキルの習得をはかること」
がプリセプターシップであり、その指導者の
ことをプリセプター、新人をプリセプティと
いう。
　介護現場にてプリセプター制度でのOJT
教育を実施する際、指導者の立場になる人に
プリセプターの役割を認識し自己理解を深め
るため、外部講師に依頼しプリセプターベー
シックセミナーを平成15年度よりフォローも
含め定期的に実施している。この研修により、
指導者としての不安を払拭し「やってみよ
う」という前向きな意欲を引き出すことを目
的に実施している。

■新任職員の介護技術研修

　開設当初は入所しているお年寄りの数も少
なく新しく入職する職員の数も少なかったの
で、先輩に後輩がついての技術指導であった。
施設の増設につれ新人の職員が増えたため、
複数の先輩からの技術指導となり、技術や手
順があいまいで一律でないという新人職員の
不満が出てきた。職員から介護手順をマニュ
アル化したらとの提案もあり、簡易な手順書
等を作成。平成15年度の ISO 登録に伴い介
護技術に関する手順書が具体的な内容で完成
した。現在介護職員入職時は法人全体と施設
別にて入職時教育オリエンテーションを実施
し、介護現場にてマンツーマン方式のプリセ
プター制度を取り入れ、実務を通じて行う教
育訓練OJT教育を行い、一人立ちできるま
で先輩について実務研修を行っている。

介護研究会研修内容
Ｈ18年 2 月22日
介護研究会記念講演　第 1回
「介護保険制度の改正と今後の特養の在り方」
藤井賢一郎氏　獨協大学講師

Ｈ18年 7 月28日
介護研究会記念講演　第 2回
「生物学におけるホヤ研究」
紺野在氏　筑波大学大学院生命環境科学研究
科博士後期課程

Ｈ18年 9 月13日
介護研究会・本部企画 4施設合同
「ターミナルケアについて」
奈倉道隆氏　四天王寺国際大学教授

Ｈ18年10月18日
介護研究会記念講演　第 3回
「介護の本質について」
永和良之助氏　佛教大学教授・ワーカーズコ
レクティブとも理事長
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■これからの研修課題

　これからの施設における研修の課題として
は、これまで法人企画としての研修が多く職
員は受身的な研修内容となっているため、職
員が前向きに研修を企画および参加していけ
るような内容にしていくことである。その足
がかりとして今年度は施設の相談員中心に
「認知症ケア」「人権擁護」等の 4課題を分担
し対応に関するマニュアル作りを行い、また
「事故防止と発生時の対応」について介護部
門とデイ職員とが分担し講義を行うという企
画を立て、業務企画として職員が職員に向け
て業務改善を促していけるような研修を実施
していく予定である。研修を行うことにより
職員一人一人の意識を高く持てるようにし、
入所者や在宅でのサービス利用者がより豊か
な生活を営めるようなサービスの提供をめざ
している。これからも倫理や精神面の普遍的
なことに関する研修は引き続き行い、その時
代ごとで求められる制度や運営業務等もいち
早く研修として取り入れ、職員全員がサービ
スの質の向上に努めていく。

平成19年度　教育研修計画

1 ．新任職員研修

①入職時教育
の実施

・法人合同、施設別の 2段階
オリエンテーション。

②ＯＪＴ教育
の定着

・プリセプター制度の定着を
図る。
・無理のない期間の中で着実
な教育指導を図る。

③指導者教育 ・外部講師による指導者教育。

2．内部研修

①介護福祉士
受験対策講座

・中堅職員の知識向上と介護
福祉士資格取得の推進のた
め実施する。

②施設内研修 ・施設、本部、業務の 3企画
とし必要なテーマを計画的
に実施する。

③部門業務別
研修

・各部門の技術研修と対人教
育を主なテーマとし外部研
修の報告等実施する。

④２級資格取
得の推進

・無資格者 0を基本とし通信
2級講座を利用した資格取
得と推進。

3．外部研修 ・業務別にテーマを絞り優先
度の高い研修に参加し成果
を着実に還元する。
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ホームヘルパーの養成

■ホームヘルパー養成研修の沿革

　ホームヘルパーという仕事は、昭和38年
（1963）に生活保護世帯対象に老人家庭奉仕
員派遣事業として始まった。当時、特別の資
格はなく、昭和57年（1982）から、「家庭奉
仕員の採用時研修」がスタートし、平成 3年
（1991）から都道府県単位で「訪問介護員＝
ホームヘルパー」の養成研修が行われている。
梓友会では、介護保険の導入に伴いカリキュ
ラムの改定が行われた平成11年（1999）より
ホームヘルパー養成研修がスタートした。

■ゴールドプランと新ゴールドプラン

　21世紀の高齢社会に対応するため、在宅福
祉サービスの充実や高齢者のための総合的な
保健福祉対策を盛り込んだ「ゴールドプラ
ン」が昭和63年（1988）に策定され、ゴール
ドプランの第 1事項として掲げられたのが平
成12年（2000）までに当時 3万人のホームヘ
ルパーを10万人に増やすという目標であった。
その後、平成 6年（1994）にゴールドプラン
が改定された「新ゴールドプラン」が策定さ
れ、平成11年（1999）までにホームヘルパー
を全国で17万人とする目標が掲げられた。
サービス提供の担い手であるマンパワーの養
成と確保が本格的に取り組まれたのである。
その流れを受け、梓友会の養成研修も平成10
年度から11年度までに、ヘルパーの養成研修
を 1級 2級 3級とあわせ10回287名の養成を
急速に行ってきた。

平成10年度～平成18年度　ヘルパー養成研修開催回数と修了者数

教育課程 開催回数 修了者数 備　　考

1級課程 4回   48名 通信講座、静岡県の委託事業を含む。

2級課程 32回  921名 静岡県の委託事業・通信講座を含む。

3級課程 4回  125名 静岡県の委託事業を含む。

計 40回 1094名

梓友会職員　梓友会養成研修 2級課程修了者の割合　平成19年 3 月 1 日現在

全職員　217名 修了者　119名 54.80％

介護職員（デイ･ヘルプ含む）148名 修了者　104名 70％
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■ヘルパーは量より質の時代へ　

　平成12年（2000）年 4月に介護保険制度が
スタートし、新ゴールドプランに続く計画と
して「今後五か年間の高齢者保健福祉施策の
方向（ゴールドプラン21）」が策定され、平
成16年度までにヘルパーを35万人養成するこ
とが目標とされ、梓友会でも県の委託による
養成研修を年に数回、梓友会で開催の養成研
修も年に数回と行い、平成16年度までに930
名の方が 1 ･ 2 ･ 3 級の修了者となった。
　このような政府の施策としてヘルパーが量
産されることにより、修了証はあるが技術が
伴わない新人ヘルパーが利用者に負担をかけ
てしまうことが問題となってきた。それを受
け、平成14年度よりヘルパー研修事業（現任
者研修）が開始され、ヘルパーのスキルアッ
プが図られた。
　「ヘルパーは量より質」、ご利用者に選ばれ
る時代になったのである。

■介護職員の任用資格を介護福祉士へ

　平成18年（2006）の制度改正により、介護
職員はより専門的な職業人として、職務にあ
たる上での基本姿勢・基礎的な知識・技術を
修得し将来的には任用資格を、「介護福祉士
を基本とすべきである」という方針が掲げら
れた。それをふまえ、梓友会では平成17年度
より「社会福祉学講座」と題し介護福祉士受
験対象者に研修会を行ってきたが、平成19年
度より「介護福祉士受験対策講座」として本
格的に開始した。

受講生の声

　私は平成18年の秋に訪問介護員 2級の
養成講座を受講し、その後すぐにみくら
の里へ入職しました。
　受講前は難しそうな内容がズラリと並
んだ日程表が配られ気が重くなりました
が、今思えばあっという間でした。講師
陣は専門分野別に違う講師がお越しにな
り、現場の経験談や、その人それぞれの
価値観、哲学などをお話ししてください
ました。介護技術の実技では、基本的な
介助法などを丁寧に教えていただきまし
た。現場実習では理論と実践のギャップ
に戸惑いましたが、基本的な態度や技術
を教わったことで実際の現場で思い出す
ことができました。受講を修了し仕事を
始めるにあたって、ゼロからではなく一
からスタートすることができてとても感
謝しています。これからも日々学ぶ姿勢
を持ち続けより良いサービスが提供でき
るよう努めていきます。

みくらの里ケアワーカー
大澤由美子
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受講生の声　　　　　　 　介護の路へ進んでみたいと思った頃、平
成13年に梓友会のホームヘルパー２級課程
の養成講座が行われることを知り研修を受
講しました。そして梓友会へ入職…今振り
返ると技術的なことを一生懸命覚えた気が
します。ただ、毎日が新鮮でした。介護と
は技術・知識的なこともとても大切なこと

ですが、その前にもっと大切な事があることを、現在介護をするにあたり痛切に感じて
おります。おかげ様で介護福祉士も取得した現在、養成講座の講師を頼まれるようにな
り、「お年寄りの気持ちに寄り添い、話されることを傾聴し共感できる心を持つことが大
切」ということを講義の時に技術とともに伝えられたら良いなと思っています。無我夢
中で邁進してきました介護という仕事が今では天職のように感じています。これからも、
ご利用者に最高のケアを提供できるように努力していきたいです。

みくらの里ケアリーダー
野田美保子

伊
豆
新
聞　

平
成
11
年
1
月
12
日
掲
載
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ISO 取得
～梓友会における ISO ～

■ISO とは

　梓友会は平成16年（2004） 3 月 4 日、ISO
を取得した。ISOとはスイスのジュネーブに
本部を置く国際標準化機構（International ＝
国際的な、Organization ＝組織、for Stand-
ardization ＝標準化）のことで、その頭文字
を並べたものである。しかし、なぜ IOS で
はなく並びが変わって ISO なのか。それは、
ISO がギリシャ語の「均等」「均質」を意味
する「ISOS」という言葉に起源を求めたか
らだ。
　現在、国際標準化機構（ISO）への加盟国
は147カ国を数えており、電気を除く工業分
野の国際的な標準規格を策定しいるが、身近
なものでは、「カメラの感光度（ISO100や
ISO400など）」「ISOネジ」「非常口のマーク」
などが挙げられる。
　ISOの歴史的背景は、戦後のヨーロッパを
中心に国際貿易の促進を図るため、世界共通
の規格を創ろうという動きが起こり、昭和22
年（1947）に設立された国際標準化機構
（ISO）が中心となって、日本の JIS 規格や
イギリスの BS規格など、当時の国々が国内
独自に持っている規格を世界的に統一しよう
という流れができた。
　しかし、ISOが注目され始めたのは昭和62
年（1987）に「品質管理に関するシステム規
格（ISO9001）」が制定されてからのことで

あり、その後日本で平成 5年（1993）に財団
法人日本適合性認定協会（JAB）が設立され、
製造業を中心に ISO が普及していくことに
なる。
　さらに1994年版から2000年版への改正によ
り、それまでの「製品品質を保証するための
規格」から「品質保証を含んだ、顧客満足の
向上を目指すための規格」へと位置付けが替
わってからはサービス業への普及が加速し、
梓友会もこの ISO9001：2000年度版を取得し
た。
　ISO9001以外に、ISO14001＝「環境マネジ
メントシステム」（1996年制定）や ISO27001
＝「情報セキュリティ・マネジメントシステ
ム」（2000年制定）などもあるが、いずれも
まだ制定されてから間もない規格である。
　以上のように、現在一般に「ISO」と呼ば
れているものは、世界標準の工業規格を創り、
貿易を活発化させようという目的で始まった
国際標準化機構（ISO）が、近年「品質管理」
「環境管理」「情報管理」などの規格も策定し、
日本適合性認定協会（JAB）がその規格を利
用して、マネジメントシステムが有効に機能
している組織に認証を与える活動を活発化さ
せることにより、発展してきたという歴史が
ある。
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■ISOの特徴と

　　梓友会のISO

　この後は特に断らない限り「ISO」＝「ISO
9001：2000年度版」として使用。
　ISO導入の目的は大きく分けて、消極的目
的と積極的目的の 2つが挙げられるであろう。
　消極的目的としては、「営業政策上取得す
ることが有利に働く」「会社に箔をつけるた
め」などが挙げられ、積極的目的としては
「個人ファイルの共通化」「ノウハウの資産
化」「品質・安全・顧客満足の実現」「新人の
即戦力化」などが挙げられる。
　梓友会は、ISOの積極的目的を実現すため
に導入を決意し、個人の頭の中にある手順の
マニュアル化を推進したわけだ。
　ISOには多くの「規格要求事項」があり、
もちろんその要求事項を満たすようにマニュ

アルを作成したが、作成段階では「用語の読
み替え」が必要であった。例えば、ISO要求
事項の「品質目標」には「理念」をあて、
ISO 要求事項の「設計」には「ケアプラン」
をあてた。もちろん、これらの作業は「品質
マニュアル」および各種「手順書」作成段階
で終了している。このような読み替え作業が
生じたのは、ISOがもともと製造業の品質管
理システムから始まっていることに起因して
いる。
　だからといって ISO がサービス業に合わ
ないということではなく、ISO最大の特徴で
ある PDCAサイクルの有効活用によって梓
友会のサービス品質は担保されている。
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　ISO でいう PDCA サイクルとは図 1に示
されているサイクルで、「資源の運用管理＝
Plan」→「製品実現＝Do」→「測定・分析
及び改善＝ Check」→「経営者の責任＝
Action」という流れになる。このサイクルの
中で改善点や予防点を見つけ、将来リスクを
極力排除し、顧客満足を高める仕組みである。
梓友会は、積極的目的実現のために全施設の
全事業を適用範囲としている。
　梓友会のISOは初回の更新審査をクリアし、
現在2010年 3 月までの有効期限を獲得。導入
段階から 3年超の運用を経て職員への浸透は
徐々に進んでいるが、ISOの継続的推進には、
内部監査員の養成と新人教育を含めた全職員
の参画と事務局の推進が不可欠だ。ISOの外
部機関による審査は 3年に 1度の更新審査と
1年に 1度の定期審査しかない。それを埋め
るのは梓友会の職員が独自に行う内部監査で
あり、これもまた ISO が有効に機能する仕

組みの一つと言える。
　ISOを強力に推し進めると、結果的に理想
を追い求めることになり、運用がきつくなる。
導入当初は70点の合格ラインをめざした。そ
こから徐々に満点をめざす努力を行っていけ
ばよいという考えからである。 3年以上の運
用の中で確実に問題点や改善点は見えてきて
おり、形骸化はしていない。梓友会の土壌に
確実に根付きつつあるように感じる。
　導入当初手探りで始まった ISO は、今は
運用可能な現実と折り合いをつけながら、常
に変化し、徐々に形が定まってきている。
ISOに規格要求事項はあるが、正解はない。
ISOというツールを組織に合わせて使い、審
査機関（日本検査キューエイ株式会社＝
JICQA）の審査を受け、時には議論を戦わ
せながら、管理責任者と現場スタッフが一致
協力し、梓友会は常に多くの顧客満足を得ら
れるように努力を行っている。

経営者の責任

品質マネジメントシステムの継続的改善

製品実現

測定、分析
及び改善資産の運用管理

顧客

要求事項

要求事項

顧客

要求事項

満足

製品
インプット

情報の流れ
価値を付加する活動

アウトプット

図 1
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■今後の ISO―梓友会のめざす ISO

　ISOで法人の経営や運営がすべて上手くい
くというものではない。ISOはあくまでツー
ル（道具）である。使い方を間違えれば機能
しないのは他のツールと一緒だ。
　現在の社会福祉施設に求められる役割は、
「サービス向上を図る」「利用者に快適な生活
を提供する」「感染症や火災などの災害を防
止する」「事故のリスクを軽減する」「地域福
祉に貢献する」「利用者の尊厳を守る」など、
山ほどある。
　これらの社会福祉施設に与えられた役割は、
介護保険の中で「選ばれる施設」をめざすな
らという条件をつけても良いのだが、介護保
険という条件などなくても社会に貢献する企
業として地域住民から求められているものだ
と思う。
　我々の住む賀茂地区は高齢化率が全国平均
より高く若者が少ないという人口構成である
ため、介護を担う若者が常に不足気味だ。ス
タッフが配置基準を割り込むと介護報酬が減
算になるため、人材確保は梓友会の経営リス
クに直結する問題でもある。
　したがって、ISOという品質マネジメント
のツールを使い、顧客満足度を向上させると
同時に、梓友会は経営マネジメントとして職
員満足度の向上も図っていかなければならな
いと感じている。
　最近は、ステークホルダー（＝利害関係
者）という言い方で、顧客も職員も同様に考
えることが主流であり、そのような観点に立
つことで法人の信頼性が確保でき、それが法
人のイメージアップにつながり、法人が発展

するという図式が成り立つ。梓友会も顧客満
足と職員満足は相反するものではないと考え
ている。
　そのようなわけで梓友会は人材の確保およ
びその教育・訓練に力を注いでいる。地域に
資格者がいないのであれば自前で資格者を養
成する必要があり、教育・訓練によって個人
の力量アップを図ることが、将来的に梓友会
を安定させることになると考えている。

■第三者評価と ISO

　社会福祉法人は公益性を担保するため、県
の指導監査が毎年行われる。しかし、今年度
（2007）からの指導監査は「 1年～ 4年に 1
回」と幅が持たせられた。
　では、 4年に 1回という少ない指導監査で
済む条件とは何か。大前提として「第三者評
価」を受審しているという条件がある。これ
は積極的に情報開示を行っているか否かを問
うものだが、梓友会は指導監査方法の変更情
報を得る以前の2006年度に「みくらの里」と
「みなとの園」の第三者評価受審を済ませて
おり、2007年度中には「梓の里」と「太陽の
里」も受審する予定。
　情報開示とともに世の中の趨勢として、法
人には「コンプライアンス＝法令遵守」「ガ
バナンス＝組織統治」「リスクマネジメント
＝危機管理」などが求められている。梓友会
は、それらの要請に応えるとともに顧客（利
用者およびその家族）と職員を含めた全利害
関係者（＝ステークホルダー）の満足が得ら
れるように社会的な役割を果たしていきたい
と考えており、ISOを中心にしたマネジメン
トシステムを構築している。
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■ISO と TQM

　ISO とは別のマネジメント手法として
TQM（＝Total Quality Management）があ
る。TQMとは「顧客の満足する品質を備え
た品物やサービスを適時に適切な価格で提供
できるように、企業の全組織を効果的・効率
的に運営し、企業の目的の達成に貢献する体
系的活動」のことを指す。
　TQMは「QCサークル活動」の流れを汲
むものであり、職員は、自主的に創造性を発
揮し、自分たちの能力向上、自己実現、明る
く活力に満ちた生きがいある職場づくり、お
客様満足の向上、社会への貢献をトータルに
めざした活動を行う。また、経営者・管理者
は、この活動を企業の体質改善・発展に寄与
させるために人材育成・職場活性化の重要な
活動として位置付け、自ら社会的活動を実践
するとともに人間性を尊重し、全員参加をめ

ざした指導・支援を行う。
　PDCAサイクルを基本とした ISO の基本
理念には、TQMがめざすような「経営マネ
ジメント」という考え方がないという人もい
る。実際、TQMの「ボトム・アップ」と
ISOの「トップ・ダウン」という考え方の違
いはあるにせよ、めざすところは同様に感じ
る。
　ISO がトップ･ダウンと言われる理由は、
ISOの規格要求事項に「経営者の責任」とし
て「資源（人・モノ・金）が使用できること
を確実にする」という文言があり、これらの
資源の効率的・有効的利用をトータルに考え
られるのは経営者であるという考えからであ
る。
　梓友会はマネジメントシステムに ISO の
手法を取り入れ、それを独自に発展させた
トータルシステムを構築し、将来的にも安定
した組織として地域に貢献していきたいと考
えている。

内部監査を行う職員
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学習療法

学習療法とは

　みくらの里では昨年度より、「くもん学習
療法」を導入し、現在も実施している。
　くもん学習療法センターによると、学習療
法とは「音読と計算を中心とする教材を用い
た学習を、学習者と指導者がコミュニケー
ションをとりながら行うことにより、学習者
の認知機能やコミュニケーション機能、身辺
自立機能などの前頭前野機能の維持・改善を
はかるものである」と定義されている。

■認知症と前頭前野

　加齢にともない脳の働きが衰え、それが重
度に重なった状態が老人性認知症であるとさ
れている。老人性認知症には、その発症原因
によって様々なタイプがある。介護施設で見
られるのは主に、アルツハイマー型認知症、
脳血管型認知症の 2つのタイプ。脳血管型認
知症の予防は、高血圧や糖尿病などの成人病
の予防が中心になっているが、アルツハイ
マー型認知症の予防法は、未だに明らかに
なっていない。また、いずれの認知症でも、
認知症状態になってしまってからの回復は非
常に困難である。
　老人性認知症の方と接する時、第 1に問題
となるのがコミュニケーションの障害。言葉
を介したコミュニケーション、そして表情な

どの言葉を介さないコミュニケーションの双
方がうまくいかず、他者との意思の疎通が困
難になる。感情のコントロールが効かず、突
然怒りだして周囲の方を困らせることも問題
だ。そして第 2の問題は、身辺の自立。食事
や衣服の着替えなど他人の手助けが必要とな
る。
　これらの問題点、つまりコミュニケーショ
ン、感情、身辺の自立などは、すべて大脳に
ある「前頭前野」という領域がコントロール
している。つまり、老人性認知症の原因は
様々だが、社会で問題となるその症状のほと
んどは、前頭前野の機能に関係するものなの
である。

1 対 2 学習風景

1対 1学習風景



118

　人間の脳は、大きな一つの塊ではなく、異
なった機能を持ついくつかの領域に分かれて
いる。大きくは大脳・小脳・脳幹と呼ばれる
3つの部分に分かれる。このなかで、人間と
しての特徴をいちばん表しているのは大脳。
そして大脳は、さらに前頭葉・頭頂葉・側頭
葉・後頭葉の 4つの部分に分かれている。
　サルおよびヒトの研究の結果、前頭葉の中
の「前頭前野」という領域が、脳のほかの領
域を制御する最も高次な中枢であることが明
らかになった。前頭前野はおでこのちょうど
裏側にあり、人間の大脳皮質の約30％を占め
る巨大な領域。この割合は、人間が一番大き
く、高度な脳活動をすることで知られる類人
猿も、10％以下しかない。つまり、生物学的
に見た人間の特徴は、大きく発達した前頭前
野を持つ生物である、ということが言えるの
だ。
　人間の前頭前野は①思考をする、②行動を
制御する、③コミュニケーションをする、④
意思決定をする、⑤情動を制御する、⑥記憶
のコントロールをする、⑦意識・注意を集中
する、⑧注意を分散するなどの働きがある。
これらはまさに人間を人間たらしめている高
次な機能である。つまり前頭前野は、人間の
心そのものと言えるだろう。また、前頭前野
が命令を発し、脳の他の領域の機能が働くと
いう点では、前頭前野は脳の司令塔というこ
ともできる。

　では、どうすれば前頭前野を活性化するこ
とができるのだろうか。東北大学の川島隆太
教授が進めている脳機能イメージング研究は、
簡単に言えば、人間がさまざまな行動や思考
をしているときに脳はどのように働いている
かを画像によって捉え、分析しようというも
のである。これは15年ほど前に始まったばか
りの最新の研究分野で、現在はｆＭＲＩとい
う装置を主に用いて研究している。川島教授
は十数年にわたって脳機能イメージング研究
を進めており、その数百ものデータから、脳
の効率的な活性化方法が発見されたのだ。
　ｆＭＲＩで調べた画像は、脳が活性化して
いる場所に色をつけて示すことができる。そ
の結果、 1桁の足し算などの簡単な計算問題
を解いているときや本を音読しているとき、
そして人とコミュニケーション（会話）して
いる時に、左右の前頭前野を含めた脳全体が
活性化していることが分かった。一方、一生
懸命に何かを考えている時や、テレビゲーム
をしている時、あるいは複雑な計算をしてい
る時や本を黙読している時には、一般的に想
像されるほど前頭前野は活性化していなかっ
た。さらにその後の研究から、スラスラと早
く計算したり、速く音読したりするほど、脳
はより活性化することが分かった。このよう
な研究によって、「計算や音読を毎日行うこ
とで、左右の前頭前野が活性化し、それが効
果的な刺激になって脳機能を向上させる」と
いう結論が得られた。
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■前頭前野の機能維持と改善

　学習療法とは、この研究結果に基づき、
「読み・書き・計算」を中心とする教材を用
い、学習者が学習支援者とコミュニケーショ
ンをとりながら学習を行うことで、認知機能
やコミュニケーション機能、身辺自立機能な
どを支える前頭前野機能の維持、改善を図る
学習プログラムである。
　川島教授は、この「読み・書き・計算」研
究を、福岡県大川市にある社会福祉法人道海
永寿会（永寿の郷）と共同で2001年 9 月から
行っている。この研究では、学習開始 6カ月
後、「読み・書き・計算」の学習をした方
（学習群）は、認知症機能検査ＭＭＳＥ（認
知障害測定の尺度で、認知能力や記憶力を簡
便に調べる設問形式の検査）の得点は低下が
見られず、学習をしなかった方（非学習群）
の得点は統計的にも有意に低下した。また 6

カ月後には、学習群と非学習群の得点も有意
差があった。つまり、「読み・書き・計算」
の学習をした方が、学習をしなかった方に比
べ、脳機能の低下を防いだことを意味する結
果が出たのである。また、学習開始 6カ月後
に行った前頭葉機能検査ＦＡＢ（前頭前野機
能を簡便に評価するための面接形式の検査）
でも、学習を行った高齢者の方々には、統計
的に有意といえる平均点の向上がみられてい
る。その反面、非学習群には大きな変化は見
られなかった。また、 6カ月後には学習群と
非学習群の得点には有意差があった。明らか
に「読み・書き・計算」の学習が、高齢者の
脳機能を改善するという証拠が得られたのだ。
　これまで、認知症は薬などで多少進行を遅
くすることはできても、維持や改善は不可能
と考えられていた。このように、明らかに認
知症が改善されたという科学的データは世界
でも例がなく、学習療法は画期的な発見とい
える。

数字盤

教材セット
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■生活面でも大きな変化

　さらに、「読み・書き・計算」を行った結
果は、高齢者の前頭葉検査の数値が向上した
ことにとどまらない。道海永寿会での実践レ
ポートの中では、まったく無表情だった方が、
学習が進むにつれて笑顔が認められるように
なったり、おむつに頼っていた方が、尿意や
便意を伝えることができるようになり、つい
には自分でトイレに行けるようになったりと、
日常生活に大きな変化が表れたという事例が
報告されている。
　このように学習療法を通じて前頭前野の神
経細胞が元気を取り戻すことで、脳機能の働
きやコミュニケーション能力、身辺自立性が
改善される可能性がある事が立証されている。

学習療法　実践報告

　みくらの里では、平成18年 8 月に学習療法
についての説明会を実施し導入に向けて準備
を行ってきた。まずは、実施時間帯、学習療
法担当スタッフ、学習していただくことにな
る入居者の方について検討を始めた。くもん
の担当者の方を交え学習場所の確保や入居者
の方への説明を含め少しずつ準備を重ね、湘
南の学習療法を導入している施設への実習を
行い、実際の学習風景を確認し自施設での実
施方法を煮つめていった。
　学習療法を行うために必要な、学習療法士
の研修を重ね学習診断、検査勉強し11月13日
の学習療法開始の日を迎えた。
　くもんのスタッフの方に学習支援（指導）
を行っていただき、順調にスタートを切れた。

最初は緊張しこわばっていた入居者の表情も、
100点満点をもらうと笑顔になり、満足され
ていた様子だった。

■入居者自身も積極的取り組み

　当初、居室やユニットまでお迎えに行って
いたが、ほぼ全員の方が、自力で数十メート
ル離れた教室まで時間前に来られるように
なった。中でも脳梗塞後遺症にて半身に麻痺
のある方が、手すりを使いながら一生懸命廊
下を車椅子で移動される姿には、スタッフも
感動し、学習療法の効果を見たように思った。
何より意欲を引き出すことができたことに驚
いた。読み書きを行っている時でも、何度も
読み返される方がいたり、少しでも時間を短
縮しようと考える方がいたりと人それぞれで
はありますが、皆さん自分なりに学習に向け
ての取り組みをなさっていることにも驚く。
今では、学習の始まる 1時30分には、ほとん
どの方が集まり教室の外でお互いにコミュニ
ケーションをとられ、｢まだ来ないね ｣と来
ていない人の心配をしたり休まれる方がいる
と「昨日は、どうした」等と会話をされてい
る。

スタッフ説明会
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　中には、せっかくの一時帰宅（外泊）の際
にも学習療法の無い日でないと外泊しないと
おっしゃる方もあり、ご利用者の生活に深く
根付いてきたと実感している。目下の課題は、
対象者の拡大と学習療法スタッフの拡充で、
各部署での導入に向けて準備を行っている。
　他関連施設でも導入へ向けて準備を行って
おり、平成19年の新年の挨拶で理事長が認知
症への取り組みとして話したように、少しで
も多くの地域の方へ学習療法を知らせ、紹介

できるように努力している。みくらの里での
効果は、ＭＭＳＥ、ＦＡＢの検査結果を別表
で紹介するが、参加者のほとんど方について
学習への意欲が高まり、職員とのコミュニ
ケーションの機会も増加した。このため、生
活上での悩みや相談事なども遠慮なく話すこ
とができるようになった。今後も継続しより
多くのご入居者に参加していただけるよう取
り組んでいきたい。

■ 6カ月再検査結果

みくらの里
MMSE検査結果

みくらの里
FAB検査結果
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みくらの里　建設工程

■基本コンセプト

　「自分らしい生活ができる場所」をコンセ
プトに、法人初の全室個室ユニットケアタイ
プを取り入れた。そのことにより、プライバ
シーに配慮され、自分なりの生活リズムを作
ることができるようになった。それぞれの居
室は全室トイレ付で約18㎡、またリビング・
キッチンは約150㎡と、ゆとりある空間も同
時に提供できるよう設計されている。

　居室には入居者が使い慣れた家具や装飾品
などを自由に設置することができ、自分なり
の生活空間を実現することが可能。

ユニット居室（約18㎡）

　館内は生活スペースを個人、準個人、準共
用、共用の4つで構成し、入居者が家庭的な
雰囲気の中ですごせるよう配慮したユニット
ケアを取り入れ、より質の高い介護サービス
の提供ができるよう構成。

　地域との交流を目的とし、地域交流ホール
（約320㎡）を設置し、交流行事や各種会議等
が開催でき、また災害時には地域の高齢者等
の避難場所としての役割も果たせるように、
防災機材を備えている。

地域交流ホール（約320㎡）

　施設サービスを拠点とし、地域の福祉ニー
ズに対応すべく、ショートステイ、デイサー
ビス、ホームヘルプサービスおよび居宅介護
支援事業所を併設。

ユニットリビングルーム（約150㎡）

デイサービスルーム
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■建設事業費

1 ．財　源

区　　分 金　　額（円）

国庫補助金 301,638,000

県補助金 135,322,000

福祉医療機構借入金 855,800,000

静岡県社協借入金 20,000,000

自己資金 101,566,047

合　　計 1,414,326,047

2 ．建設費

区　　分 金　　額（円）

主体工事費 1,059,047,727

冷暖房設備工事費 103,638,682

浄化槽設備工事費 8,521,673

昇降機設備工事費 8,976,686

SP 設備工事費 25,957,423

その他（外構工事）工事費 58,057,809

設備整備費 92,136,047

設計監理費 57,990,000

合　　計 1,414,326,047

■建設設計・監理

　建築設計および監理に当たる業者は、過去
に社会福祉施設の設計を多く手掛けている業
者を選定し、指名競争入札により株式会社西
澤建築設計事務所が落札した。また、建築工
事は12社による指名競争入札により業者が選
定された。

設計・監理
事務所

株式会社西澤建築設計事務所

施　工 安藤・石井・河津特定建設工事
共同企業体

土　地 15,027.19㎡

建　物 特養（ヘルパー含む）
4,314.97㎡

ショートステイ
816.46㎡

デイサービスセンター
404.54㎡

居宅介護支援事業所
97.10㎡

地域交流ホール
324.69㎡

合　計 5,957.76㎡
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■建設の概要

　建設工事を進めるに当たっては、法人内に
建設委員会を設置し、綿密な協議を重ねて進
めていった。

平成15年 4 月 1 日　（建設委員会　発足）
平成16年 1 月14日　入　　札（建設工事一式）

平成16年 1 月15日　着　　工

平成16年12月20日　引　　渡

平成17年 1 月26日　落 成 式

平成17年 2 月25日　オープン

施設整備事業を振り返り

当時施設整備室長　江渡隆
　みくらの里は当法人の 4番目の施設として、
平成14年度から準備を進めてきたが、その準
備段階においては下田市や静岡県をはじめと
した関係機関、また、地権者や地域の多くの
方々のご理解、ご協力をいただきながら、進
めることができたと記憶している。建設工事
も順調に進み、無事に開園できたこと、つい
先日のような気がしている。
　今後も、地域福祉の拠点として、より一層
充実した福祉サービスの提供が行われること
を期待するものである。
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▲平成16年 1 月15日
地鎮祭が無事終了し、いよいよ工事の始まり。
引渡しは平成16年12月の予定。10カ月余りで完
成の見通し。

▲平成16年 6 月30日
太い柱と大きな鉄骨。建物の大きさが想像でき
る。梅雨の時期にも関わらず晴天が続き工事は
順調に進んだ。

▲

平成16年 5 月16日

基礎の杭打ちが終わり、 1階部分が若干でき始
めた。

▲
平成16年 6 月30日

1 階部分躯体（くたい）がほぼ完成。地上 3階
建の設計なので、完成時には写真の 3倍の高さ
が予想される。

▲平成16年 7 月 5 日
1 階の屋上ができた。徐々に日差しが強くなっ
てきた。
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▲平成16年 7 月14日
いよいよ梅雨明け宣言して、夏到来。建物には、
2階天井らしきものが確認できる。

▲

平成16年 8 月 5 日

この年の 8月は猛暑に見舞われた。この暑さの
ためコンクリートが固まり過ぎないように、特
殊な薬剤を混ぜているようだ。この薬剤を入れ
ないと、後々ひび割れ等の原因につながる恐れ
があるとのこと。

▲平成16年 9 月14日
3 階までの躯体が完成し、屋根が見えている。
建物の全貌が明らかになってきた。

▲平成16年12月、ついに完成。正面からの撮影のため奥行きがわからないが、奥
に100メートルある建物。これだけの建物が工事開始から10カ月余りで建った。



資料編
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社会福祉法人梓友会定款（設立当初）

社会福祉法人梓友会定款

第1章　総則
（目的）
第1条　この社会福祉法人は、援護、育成又

は更正の措置を要する者等に対し、
その独立心をそこなうことなく、正
常な社会人として生活することがで
きるように援助することを目的とし
て、次の社会福祉事業を行う。
⑴　第一種社会福祉事業
特別養護老人ホーム梓の里の設置経
営

（名称）
第2条　この社会福祉法人は、社会福祉法人

梓友会という。

（事務所の所在地）
第3条　この社会福祉法人（以下「法人」と

いう。）の事務所を静岡県下田市加
増野字平田181番地の1に置く。

第2章　役員及び職員
（役員の定数）
第4条　この法人には、次の役員を置く。

⑴　理事　7名
⑵　監事　2名

2　理事のうち1人は、理事の互選によ
り、理事長となる。

3　理事長のみが、この法人を代表する。
4　役員の選任にあたっては、各役員に
ついて、その親族その他特別の関係
がある者が、理事のうち1名をこえ
て含まれてはならず、監事のうちこ
れらの者が含まれてはならない。

（理事会）
第5条　この法人の業務の決定は理事をもっ

て組織する理事会によって行う。た
だし、日常の軽易な業務は理事長が
専決し、これを理事会に報告する。

2　理事会は、理事長がこれを招集する。
3　理事会に議長を置き、理事長をもっ
てあてる。

4　理事長は、理事の3分の1以上から
会議に付議すべき事項を示して、理
事会の招集を請求された場合には、
その請求のあった日から1週間以内
にこれを招集しなければならない。

5　理事会は、理事総数の3分の2以上
の出席がなければ、その議事を開き、
議決することができない。

6　理事会の議事は、法令に特別の定め
がある場合及びこの定款に別段の定
めがある場合を除き、理事総数の過
半数で決定し、可否同数のときは、
議長の決するところによる。

（理事長の職務の代理）
第6条　理事長に事故あるときは、理事長が

あらかじめ指名する他の理事が、順
次に理事長の職務を代理する。

2　理事長個人と利益相反する行為とな
る事項及び双方代理となる事項につ
いては、理事会において選任する他
の理事が理事長の職務を代理する。

（理事の委嘱）
第7条　理事は、理事総数の3分の2以上の同

意を得て、理事長が委嘱する。

（監事の選任）
第8条　監事は、理事会において選任する。
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2　監事は、この法人の理事、職員及び
これらに類する他の職務を兼任する
ことができない。

（役員の任期）
第9条　役員の任期は2年とする。ただし、

補欠の役員の任期は、前任者の残任
期間とする。

2　役員は再任されることができる。
3　理事長の任期は、理事として在任す
る期間とする。

（職員）
第10条　この法人に、職員若干名をおく。

2　この法人の設置経営する施設の長
（以下「施設長」という。）は、理事
会の議決を経て、理事長が任免する。

3　施設長以外の職員は、理事長が任免
する。

第3章　資産及び会計
（資産の区分）
第11条　この法人の資産は、これを分けて基

本財産と運用財産の2種とする。
2　基本財産は、別表に掲げる財産を
もって構成する。

3　運用財産は基本財産以外の財産とす
る。

4　基本財産に指定されて寄付された金
品は、すみやかに第2項に掲げるた
め必要な手続きをとらなければなら
ない。

（基本財産の処分）
第12条　基本財産を処分し、又は担保に供し

ようとするときは、理事総数の3分
の2以上の同意を得て、静岡県知事
の承認を得なければならない。

　　　　ただし、社会福祉・医療事業団に対
して基本財産を担保に供する場合に
は静岡県知事の承認は必要としない。

（資産の管理）
第13条　この法人の資産は、理事会の定める

方法により、理事長が管理する。
2　資産のうち現金は、確実な金融機関
に預け入れ、確実な信託会社に信託
し、又は確実な有価証券に換えて、
保管する。

（特別会計）
第14条　この法人は、特別会計を設けること

ができる。

（予算）
第15条　この法人の予算は、毎会計年度開始

前に、理事長において編成し、理事
総数の3分の2以上の同意を得なけ
ればならない。

（決算）
第16条　この法人の事業報告書、財産目録、

貸借対照表及び収支計算書は、毎会
計年度終了後2月以内に理事長にお
いて作成し理事会の認定を得、監事
の監査を経なければならない。

2　会計の決算上繰越金を生じたときは、
次会計年度に繰越すものとする。た
だし、必要な場合には、その全部又
は一部を基本財産に編入することが
できる。

（会計年度）
第17条　この法人の会計年度は、毎年4月1

日に始まり、翌年3月31日をもって
終る。
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（臨機の措置）
第18条　予算をもって定めるもののほか、新

たに義務の負担をし、又は権利の放
棄をしようとするときは、理事総数
の3分の2以上の同意がなければな
らない。

第4章　解散及び合併
（解散）
第19条　この法人は、社会福祉事業法第44条

第1項第1号及び第3号から第6号
までの解散事由により解散する。

2　社会福祉事業法第44条第1項第1号
及び第3号に規定する解散をする場
合には、理事総数の3分の2以上の
同意を得て、静岡県知事の認可又は
認定を受けなければならない。

（残余財産の帰属）
第20条　解散（合併又は破産による解散を除

く。）した場合における残余財産は、
理事総数の3分の2以上の同意に
よって社会福祉法人のうちから選出
されたものに帰属する。

（合併）
第21条　合併しようとするときは、理事総数

の3分の2以上の同意を得て静岡県
知事の認可を受けなければならない。

第5章　定款の変更
（定款の変更）
第22条　この定款を変更しようとするときは、

理事総数の3分の2以上の同意を得
て静岡県知事の認可（社会福祉事業
法第41条第1項に規定する厚生省令
で定める事項に係るものを除く。）
を受けなければならない。

2　前項の厚生省令で定める事項に係る
定款の変更をしたときは、遅滞なく
その旨を静岡県知事に届出なければ
ならない。

第6章　公告の方法その他
（公告の方法）
第23条　この法人の公告は、社会福祉法人梓

友会の掲示場に掲示するとともに、
静岡新聞に掲載して行う。

（施行細則）
第24条　この定款の施行についての細則は、

理事会において定める。

附則
　この法人の設立当初の役員は、次のとおりとす
る。ただし、この法人の成立後遅滞なく、この
定款にもとづき、役員の選任を行うものとする。

理事長　永田雅夫
理　事　村山恭之助
　〃　　永田雅一
　〃　　富永静枝
　〃　　石井基
　〃　　小林初雄
　〃　　石井重信
監　事　西山藤夫
　〃　　鈴木忠雄
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別表
基本財産
1．土地

所　　在 地　　番 地　　目 面　積㎡ 摘　　要

静岡県下田市加増野字平田 181番 1 畑 1,539

静岡県下田市加増野字平田 181番 2 原　野 　352

静岡県下田市加増野字平田 181番 4 雑種地 　 15

静岡県下田市加増野字平田 184番　 畑 　 60

静岡県下田市加増野字平田 185番 1 雑種地 　 18

静岡県下田市加増野字平田 185番 2 畑 1,285

静岡県下田市加増野字平田 185番 3 原　野 　 33

計 3,302
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永田　雅夫 理事長

川島　優幸 理事・理事長・評議員

村山恭之助 理事

永田　雅一 理事

富永　静枝 理事・評議員

石井　基 理事

小林　初雄 理事

石井　重信 理事

西山　藤夫 理事・理事長・評議員

鈴木　忠雄 監事

秋澤　収一 理事

土屋　弘 監事

井出　要 監事

村山　素六 理事

中村　忠次 理事・評議員

中島　豊 理事・評議員

土屋　晃 理事・評議員

土屋都紀夫 理事・評議員

永田　友子 理事・評議員

酒井　雅典 理事・評議員

片山　康 評議員・理事

川島　浩子 評議員・理事

大滝　康哉 理事

佐野　晃一 監事

遠藤　茂 評議員

堀田　正道 評議員

永田　雅次 評議員

稲津　隆夫 評議員

細田　千秋 評議員

松田　敏博 評議員

佐倉　健人 評議員

山田　尚志 評議員

高松　登 評議員

原田　昌志 評議員

山田　政良 評議員

社会福祉法人梓友会
理事長・理事・監事・評議員任期一覧

理事長■　　理事■　　監事■　　評議員■
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編集後記

　社史は最も読まれない本のひとつである。
出発点はここからでした。
　しかし、作るからには多くの人に関心を
もって読んでもらいたい。そこで資料性・
記録性を主体とした「社史」ではなく、法
人の歴史像に現状と将来展望を加えた「周
年記念誌」を制作するという方針が決定し
ました。
　最初の作業は 4施設に点在していた資料
の整理でした。カビのにおいに歴史を感じ
ましたが、記念誌作成のための資料収集と
いう期待は見事に裏切られました。収穫は
ワゴン車 1台分の廃棄書類と引き換えにで
きた保管庫のスペースでした。
　次の作業は伊豆新聞さんを訪問しての新
聞記事検索でした。セピア色の紙に歴史を
感じ、過去の記事に思わず見入ってしまう
こともしばしば。この時の成果はスクラッ
プ・ブックが 2冊できたことでした。
　しばらくは資料の整理だけで、形が見え
ないまま、桜の季節が過ぎ梅雨になりまし
た。ぼんやり輪郭が見えはじめた頃には残
暑が過ぎていました。

　編集作業は 7名のメンバーで分担して行
いましたが、メンバーの意外な才能に気づ
かされました。写真を公募したことにより、
職員にセンスの良いカメラマンがいること
もわかりました。　
　小誌の編纂により、30年史・50年史へ向
けての資料整理ができ、若い職員に当法人
の歴史を知らせる資料ができましたが、20
周年を機に歴史を振り返ることで法人内の
結束がより強固になれば編集に携わった者
としては嬉しい限りです。
　最後に、写真や原稿を快く提供してくだ
さった皆さんと短期間での作成にもかかわ
らず無理難題を受け入れていただいた牧歌
舎の矢吹さん、松澤印刷さんに感謝を申し
上げます。

平成19年11月　　編集委員長　松田敏博
　　　　　　　　編集委員　　金指正彦
　　　　　　　　（50音順）　　高松　登
　　　　　　　　　　　　　　富田佐江子
　　　　　　　　　　　　　　細田千秋
　　　　　　　　　　　　　　本村信大
　　　　　　　　　　　　　　渡辺サチ子
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