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こもれびのなかで

社会福祉 法人

社会福祉法人 晋栄福祉会
奈良県生駒市で 3カ 所 目の特別養護老人ホームを計画

「地域らしさを大切 に」
高 山 ちどり施 設長

中島 一 栄 さん

∫
.竹 林 に囲まオ√茶
奈良県生駒市高山‖
先

(ち

ゃせん)の 里 Jと して如￨ら れる緑豊

にしたしJと 中島さんは
話i

かなこのμに、特別養護老人ホーム「高山
『
ちどりJが 誕生し早 10年 になる。デイサー

りに触れ、地 kの 自然

ビスや施設の祭 りをi亜 じ、今では地元で

を取 り入れて い る.夏

親 しまれる施設 になった。来 春、同 じ敷

は竹 で 作 った「流 しそ

地内に「 {仮 称)高 山ちどり別館 Jを 開設

うめん」、秋の祭 りでは

予定 だ.新 施設開設 の背景や抱負を施設

「竹切 り大会Jc奈 良 県

長 の中鳥

^栄 さんにうかがった.

l・

で生まれ育った中島さん

(文 和 H依 子 写真 陶7語 告二
141

に とって、古 い 件 まい
の残 る高山町の 自然は、

●入所 待機 者 が 多 い 生 駒 市
窓の外 には見

「高山ちどりJで は折

故 郷 の風 景 と重 なる.

11げ るほどに天に伸 びる

竹.秋 風 にしなり、優 しい葉ずれ の音 を
立てていた「
「 ここでは、時間がゆったり流れるんで

利用者 の地域 へ の愛着
にも共感できるのだc
●海外 か らの新 しい風

すよJと 中島さんc施 設の周 井￨に は竹林が
広が り、ナ
‖の中に風′
睛豊かな古民 家力ヽ
申

取 り組みたいこと,そ れは現施設で培 っ

き、海外から介護福祉Llf候 補者を受け人

在する.だ が、 この美 しい風 景 も、足腰

た経験 を活か しつつ、時代のニーズに応

れる[将 来は職員として共に働けるよう、

を痛 めた高齢 者 には時に厳 しい環境 にな

えた新 しい設 llHや ノウハウを取 ￨,入 れるこ

今からよいμl係 を築きたいと考えている.

るのだと話す
li駒 ￨卜 の特別養護老 人ホームヘ の
実はイ

とだ。イ肖書の技 術 ￨よ 目i笙 月歩 [10年 前 ￨[
はなかったが 今 は当たり前になっているこ

ら4人 の介護福祉士の候補者が「高山ち

入所待機者は 300人 を超 え、その数は人

とも積極的に取 り入れる=

どりJに 来る予定だc「 高山に新しい風が

i

]

中島 さんが 新施設 で

具体的には今年 12月 、インドネシアか

口の多 い奈良市 に次 ぐ]急 な坂や細 い山

ます 法 人が掲 げるノーリフティングポ

入ってくるこ今のスタッフにもきっといい風

道が多い同市では、元気 な高齢者でも膝

リシー (メ モ)に 基づ き移乗用 リフトの導

を吹かせてくれる」 と中鳥さんは期待に胸

や腰 を痛めると、外 に出るのが難 しくなる。

入を検討 しているc重 労働 を軽減すること

を膨らませている.

車が なければ買い物にも不 使で、家にF43

でゆとりが生まれ、スタッフが利用者 のケ

じこもりがちになる高齢者 も多い.

アに専念できるようにするためだ.

●出会 い があるか ら成長 できる

11駒 市は大阪のベ ッドタウンとして人口

さらに日本の労働力不足 に対応するた

晋栄福社会が海外の人材を積極的に取

は増加傾向だが、高齢 者人口に対する施

め、E■ ■ 経済連携 協定 =メ モ)に 基づ

り入れる背景には、経営方針に掲げる「ダ

設数の比率が低 いのが課題 だ.そ こで晋
「高 山ちど
栄福 社 会は市の公募 に応え、
りJの 敷地内に新たに特別養護老 人ホー
ム「 (仮 称)高 山ちどり別館Jの 開設を決
めたc市 内では、高山、萩の台に続 く3
カ所 目の施設になる.
「地域 らしさを大 切にしたいこ こ利り1者
だけでなく、面会に来たご家族にとっても、
F帰 ってきた』 と思えるゆった りとした場所

1日￨ヨ

回
￨ノ ー
フ
ン
リ
ティ
グ
シ
ー
ポリ

入力で要 介護者を持ち Lげ たり、抱 え Lげ たりしない理念を指す

̀看

護や介護現

場 に携 わる人たちの介助作業に伴 う腰痛は職業病 とも言われ、その予防対策 として
この考え方が導入されたt,1980年 代 後半にオーストラリアで取 り組みが始まり、日本
では介護施設関係者によって「全国 ノーリフティング推進協会Jが 設 立され、普及啓
発活動が進められている.

こもれびのなかで

社 会福祉 法人
イバーシティ(多 様性 )の 重視 Jの 考え方
が あるc兵 庫 。大 阪・奈良 の 3エ リアで

どかしい気持ちになったことはあ りま」司

さまざまな経 歴 を持 つ、多様 な職種の職

例えば、入居 したご利用者 か ら「家 に
゛
帰 りたしJと 訴えられたときcと んな言葉
をかけていいの力や
「そ
脳んだという。結局、

員が いる.

うですよねT帰 りたいですよね」 と気持 ち

30カ 所以上の施設を運営する同法人には、

老 人福 ll施 設一 l llの 中島さんにとって、
法 人内のいろんな職 種の人と出会 うことは

に寄 り添うことしかできなかった。
「本当は誰 もが住み′
慣れた家が いいT私

大 きな刺激になっているこ

自身、その気持 ちが よくわかるか ら …・.

「保育日のEI長 の意見を聞けたり、県外

ご利 ￨￨1者 が一番信頼 されているのはやは

の福祉事 睛を1日 ることができた りしいろん

りご家族ですし私たちは足元にも及びませ

な視点から今の仕事 を見ることができるの

んが、ここでで きる精 いっばいのことをさ

で、自分の成長につながるんです。それに
困 ったことが起 きても一人で悩 ま‐ 臨炎

せ ていただこうと思 うしかないんですねJ

^本
、
がで きるア
、
がた くさんいるのは′
いです
し
強
ねJと 話す

と中島さん.施 設 の限界 を感 じなが らも、
他にはない魅力があるというじ
とりわけご利用者の「看取 ￨)Jを 任され

福祉の仕事は狭 い施設の中で閉 じてい

るときは特 別な思 い を抱 くっ ご家族 か ら

るわ￨キ ではない,い くらでも成長で きるし

「信頼 されているJと いう責任感 1ス タ∵

日々発見もある.だ がその魅力は書 い人に

フ皆 でご利用者 の状 態 を見守 ￨)、 最 コ1に

なかなか伝わらない=書 い人材の確保 は

立ち会える責貢 な体験 cご 葬 儀 で「 ここ

ものは大 きいと思いますよJ

施設長である中島さんの悩 みの種 だっ

に任せてよかっdと ご家族から感「:￨さ れ

中島さんは少し笑った.

●「光栄」と思える仕事

る喜

れ らすべ てが「光栄なことなの

̀こ
です」
と中島さんは言った

こ利 用者 がつ くつた多面体 くす玉 と
フラワーアー トの桔梗 (き きょう)

新 しい施設は占都奈良の風上を活か し
た新 たなチャレンジになる.中 島さんは一

,

中島さん自身は十代で福祉の道に進もう

15

「こういうこと言うと、今どきの若 い人は

と決めた=祖 父母 と同居する家庭 に育ち、

[重 い 〜
』 って言うのか も。でも、福有￨:の

高齢者と判わる仕事 をしたいと自然 に思う

￨IL界

緒に取 り組む仲間を探 している。

に飛び込んで きてくださったら、得る

ようになった.立 命館大学産業社 会学部
で福祉 を学 よ 卒業後は老人福祉施設で
生活相談 員としてfl」 務 し、26歳 で施 設長
を任されたc現 在は晋栄福 llL会 で介護保
険施設唯一の女′
て活躍するっ
1生 施設長 とし
「仕事で辛か ったことはあ りましたか 咽
と尋 ねると、中島さんは「それはあまりな

■

国

I EPA鶴

瑯

定)

特定の国や地域同士の貿易 ・投資の自由化、人ll・ 技術交流の拡大を目指す取 り
決め.介 護福祉分野 では、2008年 度からイ
ド
護福 f■ 士 資格 の取得を目指す候補者
の受け人れを開始 .現 在、インドネシア、フィリピン、ベ トナヱ、
の 3カ 国から受け入れ
ている.

いですねぇJと 首を深 く傾 ￨六 「ただ …・も

休

昇

募集職種 :介 護職員 (生 活相談員候補含 む)。 看護職員
雇用形態 :正 職員 リト常勤 (応 相談 )
採用施設 :(仮 称 )ケ アホ ニム ちどり(大 阪府 門真市 )、
(仮 称 )高 山ちどり別館・高 山ちどり(奈 良県生駒市 )、
晋栄福祉会各施設 (大 阪府、兵庫県、
奈良県エリア)

日 :年 間休 日 107日 (lヶ 月 に9日 以上 。2月 のみ8日 の休
日)年 次有給休 暇 10日 (初 年度 )、 育児休 暇 、介護休
暇 、リフレッシュ休 暇 (勤 続 10年 )、 プリセット休 暇 (3
〜5日 の連続 休 暇 )
給 :年 1回

賞
与 :年 3回 42か 月 ※2016年 度実績
実繹推手当:夜 勤手 当・資格手 当・業務手 当・住宅手 当・交通費
保
険 :健 康・労災・雇用・厚生年金保 険
福利厚生 :退 職金制度・育児休 暇制度・研修旅行
教育制度 :内 定者研修・新人研修・中堅職員研修・法人研 究発表
会・施設内にある研修委員会の年間計画に沿つて実 施
(感 染症予防・AEDの 使用方法等 )
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こもれびのなかで

社会福祉 法人

社 会福 祉法 人 晋 栄福 社 会

地域とご家族とともに歩 む介護
｀
「中山ちと
り
」施設長 内池正 記 さん
兵庫県宝塚市 中山台に建 つ「 中山ちど

が地域 に対する収 り組みについて話 してく
れた.

りJは 、社会福祉法 人「 晋栄福社会J運

「 中山ちどりJは 地域 に開かれた施 設を

営 の施設 のなかで最 大規模 の介護 施設

目指 し、秋祭 りなど施設の行事 に近隣の

だc特 別養護老人ホームを中心にケアハウ

・き、交流 を深 めている。 なかで
住民 をT・

ス、夜問対応型訪問介護、訪間看護 ステー

も500平 方 ITの 広大 な屋 上庭 回は 2年

ションなど 11の サ ービスを提 供する。遠

前か らボランテ ィア団体である「 メリーボ

く大 阪平野まで見渡せる屋 卜庭回は四季

ピンズの会」 自身が整備 し、管理を委託.

の花 で彩 られ、地域の誰 もが 気軽 に

リニューアルし、地域の人々に開放 してい

利用 で きる憩 いの場所 に成長 したc2011

るc実 のなる植物 も多数栽培 し、子 ども

年 の開設かい今 までの歩みを振 り返 り、今

たちをイテゴの1又 穫体験 に招 くなニ イベ

後 の抱 負を施設長の内池 ]:記 さんにうか

ントも多数 企画するc

ll々

がった,

トイレを借 りに来 た 3人 は中山桜台小
(文

和円依子 1写 真

陶器浩平)

●施 設 を地 域 の 財 産 に

学校 の児童 だった。以前、屋

11で

の「押

し花作 りJ体 験 で訪れた経験 があり、気
軽 に立ち寄 ったようだ.イ ヽ
学校 の通学路

昼下が り]赤 いランドセルの女の子が 3

には商店が少 なく、高齢化 で空 き家が増

人手 をつなぎ、
「 中山ちどりJに 続 く緩や

えた住宅地は人の目が減った.そ こで子ど

かなスロープを上がって来る.3人 は憤れ

もたちの安 全を守るため、施設を「こども

た足 取 りで施設に入り、
「お トイレを貸 して

110番 の家Jに 登録 c宝 塚市の福祉避難

くださしJと 受イ
」に声をかけた。職 員の一

所 の指定 も受けたc内 池さんは「この場所

人がそれに気づ き、
「お帰 りなさい。 トイ

を地域の財産 として皆 さんで活用 してほし

レはこっちよJと 笑顔で奥 に招 き入れたっ

しJと 語る.

まるで家に帰 って来たかのような女の子た
ちのほっとした表′
1青 。 1然 な職員の対応に

● ご利 用 者 の お か げで職 員 も成 長

も驚 いた。

初はご利用者から厳 しい指摘 も多かった.
たとえばこんな事例 も。「OOさ んの排
泄 の後 片付 けは終わ りましたJと 大声 で

内池さんは同法人が運営する「宝塚ちど
「
りJで 介護士として勤務 し、

IJ山

ちどりJ

告げる職 員.業 務上ふつ うの報告だった
が、人前 で排 泄 の失敗に触れることでご

「子どもに立ち寄 って もらえたのは、 日

の設立準備に携 わった。施設開
「 後は介

利用者 に+い 思い をさせ てしまったのだc

頃の成果ですJと 施設長の内池 1[記 さん

護部長 として職 員の指導に当たったが、最

この地域の高齢 者 は奥ゆかしく、確固とし

l‐

2019年 全室個室ユニットケア特別養護老人ホーム

兵庫県神戸市垂水区高丸6丁 目2245番 129

寺
311::重
ー
ー
ム
アホ
(仮 称)ケ
神戸垂水ちどリオ プン予定 !! 緻 絆ス

・鉄道:」 R・ 山陽電鉄「垂水」駅下車
山陽バス④o③ 系統、又は⑤系統バス乗車
「団地下」下車、徒歩3分
お車のご利用:第 二神明「高丸」IC下 りて約6分 、
又は「名谷」IC下 りて約10分
・周辺施設からお車での所要時間
イオン垂水店 約5分、マリンピア神戸 約10分

こもれびのなかで

社 会福祉法人
た自尊心を持 つ方が多い.老 いても円さら

の観壕1会 があ り、観 劇や食事

しJの 気持 ちは特 別強い。 ご高齢者 の尊

を楽しみながらflい の関係 を深

厳 を守る介護 のあり方を学んだ出来事だっ

めた.地 域 の特性 を取 り入れ、

た.

ご家族 を通 じてご利用者 の希

「 この老人ホームは私たちの職場である

15

望をくみ月
てる 例だ.

前 に、 ご高齢 者 が過 ごされる ご 自宅 ■
私たちはそこに入れていただき、お手伝 い
する立場だJ.内 池 さんはこの考え方 を職

●「神戸垂水ちどり」 は
ゼロからのスター ト

員に徹底した.
今、施設の職 員は帰宅時、 ご利りl者 の
゛
前 で「お疲れさまJと は言 わない。 自宅゛

神戸 市垂水 κに特別養護老人

￨[「 疲れる」 とい う表現 はそ ぐわないか ら

ホーム「 (仮 称)ケ アホーム神

だ。職 員はご利用者 に教 わ りなが ら成長

戸垂水ちどりJを 開設予定だ=

する.

今、内池さんはその準備本の
、
メンバーとして計画をi笙 め
亡
中′

● ご家族 と とも に介 護 の 質 を高 め る
開所から2年 後、施設長 となった内池

「晋栄福社会Jは 平成 31年 、

ている.「 中山ちどりJσ )計 TJ

地域の幼稚 園、雲 雀丘学 園の 園児 との交 流会「ひ
ばりとちどりの会 Jで 共 同制作 した作品

運営を経験 した今、思うことが

さんは、地域やご家族 との関係づ くりにが

「神戸千水 ちどりJは「ゼ
ある.そ れは、

ひとつの施設を整備する〔
:そ のプロセスを

むしゃらに取 り組 んだ̀=モ ットーは「 今ま

ロからのスター トとして収 ￨,組 むJと いうこ

大切にしたしJ.内 池さんの′
思いだr

でどお り自分 らしく暮 らしたいJと い うご

とだじ大 阪、兵 le 、 奈良で培 った実績や

利用者の希望をお手伝 いすること
「 だが、

経験がそのまま通用すると考えてはいけな

施設の限界をどう認こ
明するかが いちばんの

いと自らを戒める。高齢者を取 り巻 く環境

課題 だったc

やニーズは地域 によってそれぞれ違うか ら

「割

は変えられないの J「 刺身を差 し

̀屋

だ.

入れたいJな 二 ご家族 か らの難 しい要

「神 llで の 介護 老人福祉施設は法 人初

望 には、施設 の規 則 を丁 寧 に説 明 した,
′
ヽ
「ご家族 とともに歩む介護 J
力ヽす
るのは、
し

めての挑戦 =垂 水 区の人たちの ご意 見を
「の先輩施設 の教 えを乞いなが
聞き、神戸

だっ ご家族 の話をよく聞くとご利用者へ の

ら施設運営の方向性 を考えたしJと 話す

り￨!解 が深 まり、 よl,行 きとどいたケアがで

今後 は新施設の準備室 を早期に立ち上

きるか 弓だ。そこで、ユニット毎に実施す

は 設備や家具、介護用 具の選定 なとヽ

る行事 などを利用 し、スタッフとご家族が

第一歩 の段 階から新 しいスタッフと共 につ

かかわる機会を増やすよう努めた。

くり上げていきたいという。

先 日もご家族 が参加 する「宝塚 歌 劇 J

「 介護 に携 わるスタッフと志 を共 にし、

休

昇

募集職種 :介 護職員 (生 活相談員候補含む)・ 看護職員
雇用形態 :正 職員 リト常勤 (応 相談 )
採用施設 :(仮 称 )ケ アホーム神戸垂水 ちどり(兵 庫 県神戸市 )、
(仮 称 )高 山ちどり別 館 (奈 良 県生 駒 市 )、 晋 栄福 祉
会各施設 (大 阪府 、兵庫 県、奈良県 エ リア)

内池さんてどんな人 ?
竿

印象は明るく豪 '限 なイメージ

)

実 は繊 率
Hで 「気配 りJσ )人 c記 者 に
施設を案内中にも、廊 卜やエ レベータ
内の装飾が車椅子「1線 になっている
か、さりげなくチェックしていたT
プライベー トでの趣 1床 はゴルフ、料
理なとヽ 特に最近ハマっているのは釣
り。「海に近 い垂水での施設オープン
が、 今か らとても楽 しみ。施設職 員
募 集 とともに釣 り仲間も募集中 Jと
のことだc

日 :年 間休 日107日 (lヶ 月に9日 以上。2月 のみ8日 の休
日)年 次有給休 暇 10日 (初 年度 )、 育児休 暇 、介護休
暇、リフレッシュ休 暇 (勤 続 10年 )、 プリセット休 暇 (3
〜5日 の連続 休 暇 )
給 :年 1回

賞
与 :年 3回 42か 月 ※2016年 度実績
実績各種手当:夜 勤手 当・資格手 当・業務手当・住宅手当・交通費
保
険 :健 康・労災・雇用・厚生年金保 険
福利厚生 :退 職金制度・育児休 暇制度・研修旅行
教育制度 :内 定者研修 。
新 人研修・中堅職員研修・法 人研

究発表
会・施設 内にある研修委員会の年間計画に沿つて実施
(感 染症予 防・AEDの 使 用方法等 )

