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　社会福祉法人ひまわり、特別養護老人ホームけ
やきホールの開設30周年にあたり思えば振り返る
間もないほど福祉を取り巻く環境の変化の波とスピ
ードに乗り遅れまいと邁進してきた30年間でありま
した。
　法人創設者・島田孝久氏が、兵庫県と京都府の
境に位置する「但東町」に根を下ろし、「福祉は文
化」を掲げ、その当時の福祉課長・奥田清喜様はじ
め関係各位への福祉に対するパッションにご賛同
頂けたことからその歴史の一歩を踏み出すことがで
きました。
　その後の事業拡大につなげてこられたことも、ひ
とえに行政機関のご指導、また、（前）福田和臣理事
長よる「ルール重視」の教育・意識改革の周知指導
をはじめ、歴代理事・評議員の皆様のご協力と、地
域住民の皆様、利用者、ご家族、ボランテイア団体
の皆様に支えられ、また職員のたゆまざる頑張りと
努力によって築いてきたものと心から感謝申し上げ
ます。
　社会福祉法人が「運営」から「経営」へシフトした

ことを含め、社会福祉法人改革の実践と経営責任
の重責と共に、社会情勢の変化に対応すべく戦略
を考え事業発展に努めなければならないと思いま
す。
　今後は、少子高齢化問題、雇用の確保と働く女
性の子育て支援、職員のスキルアップ、人材育成に
継続して取り組み、新たなニーズに対応するサービ
スの提供に努力し、また、施設の労働環境の向上に
もいち早く取り組み、コミュニケーションツールの導
入や利用者の安全安心につながるシステムを導入
しエビデンス基づいた介護サービスを提供すること
で地域の高齢者福祉の充実を担う集団に成長した
いと思います。
　私たちの経営理念「地域になくてはならない存
在になろう」「お客様に喜ばれ、信頼される介護サー
ビスを提供しよう」をしっかりと実践してまいります。
　最後になりますが、当社会福祉法人ひまわり全施
設の職員の努力に感謝し、地域住民の皆様のご協
力や関係各位のご指導を引き続き賜りますようお願
い申し上げます。

　特別養護老人ホームけやきホールの開設３０周
年を心からお慶び申し上げます。
けやきホールは、社会福祉法人ひまわりが設置運
営する施設として平成２年に設置され、「地域にな
くてはならない存在になろう！」「お客様に喜ばれ、
信頼される良質なサービスを提供しよう！」の理念
のもと、但東町の中核的な高齢者福祉の拠点とし
て、大きな役割を果たしてこられました。これもひと
えに、岩田優子理事長、池本雄一施設長をはじ
め、歴代の役職員、ボランティア、そして地域の皆
様の永年に渡る、ご熱意とご努力のたまものと、深
く敬意と感謝を表します。
　高齢化や過疎化が進む中、高齢者介護への要
望は今なお強く、中でも特別養護老人ホームの役
割は必要不可欠です。今年９月の「敬老の日」に発
表された１００歳以上の方は全国で初めて８万人
を超え、豊岡市においても９７人を数えるとのことで
す。このことは医療の着実な向上、健康増進や介
護予防の取組みなどに加え、高齢者ご本人はもち
ろん、福祉施設の関係者皆様のご努力の賜であ

ろうと思います。
　こうした中、国が行うべきことは、利用者のニーズ
に応じた介護サービス基盤の整備、高齢者の社会
参加や健康づくり、介護人材の確保・育成等の施
策を、今後とも積極的に推進することです。私も、持
続可能な介護、医療、年金など国の仕組みの再構
築とともに、現場の介護職員などの皆様の待遇改
善にも今後とも精一杯努力してまいります。
　今年は新型コロナウイルス感染症への対応に
振り回された一年でした。貴法人の記念式典も開
催できず、スタッフ、関係者の皆様の御苦労も大変
だったろうと推察申し上げ、御苦労をいとわず働か
れる姿に改めて御礼と感謝と敬意を表します。
　最後に、「けやきホール」が、これまでの豊富なご
経験をもとに、地元を大切にする「地域に不可欠な
施設」として、地域や利用者から愛され、信頼され、
益 ご々発展されますことと、関係皆様方のご健勝、
ご多幸をご祈念申し上げ、お祝いのご挨拶とさせ
ていただきます。
　　　　

理事長　岩田優子

けやきホール開設30周年のお礼 祝30周年
自由民主党組織運動本部団体総局長

衆議院議員　　谷 公一
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　特別養護老人ホームけやきホールが、開設30
周年を迎えられましたことを、心からお祝い申し上
げます。
　社会福祉法人ひまわりにおかれましては、日頃か
ら、豊岡市の高齢者福祉に多大な貢献をいただい
ていることに深く感謝申し上げます。岩田理事長を
はじめ、池本施設長、職員、ボランティア、地域の皆
さまには、長年にわたり地域福祉の向上にご尽力
をいただいておりますことに、心からの敬意と感謝
の意を表します。
　本市においては、2020年2月1日現在、75歳以
上の後期高齢者が14,600人で後期高齢者の高
齢化率が18.1％と、昨年と比較して0.5ポイント増
加し、単身世帯や高齢者のみの世帯も年 増々加し
ています。
　介護予防、生活支援、生きがい対策、健康保持
等の保健・福祉サービスを総合的、計画的に進め
るとともに、介護保険サービスの提供体制の確保
など介護保険事業の円滑な運営を図るため、「老

人福祉事業」と「介護保険事業」を一体的に見直
した「豊岡市老人福祉計画・第７期介護保険事業
計画」を2018年に策定しました。
　計画の基本理念は、「みんなで支え合い 笑顔あ
ふれる まちづくり」の実現です。2017年に発足し
た地域コミュニティ組織の活動とあわせて、様 な々
人が集い、運動習慣を身に付けたり、趣味や社会
参加等により生きがいをもつ機会を増やす活動を
行っています。また、たとえ介護や支援が必要な状
態になったとしても、住み慣れた地域で少しでも長
く暮らし続けられるよう、今後も市民、医療機関、介
護・障害福祉サービス事業者の皆さまとともに、支
えあいの活動を進めてまいります。
　けやきホールが、地域の皆さまに寄り添う施設と
して、また地域になくてはならない存在として、今後
も一歩ずつ一歩ずつ、歩みを進められますことを期
待いたしております。関係者の皆さまの益 の々ご活
躍を祈念申し上げ、御祝の言葉といたします。この
度は誠におめでとうございます。

　山深いこの但馬の地に社会福祉法人立として
けやきホールが誕生したことに、そして30年の歩
みを残されたことに深い敬意を表します。創立者
の努力は並 な々らぬものがあったことでしょう。
　その意思を引継ぎ、広げる中で、私は社会福祉
法人という組織体に関わることが出来ました。大変
意義深いことでした。なぜ創立出来たのか、どのよ
うな出来事につまずき克服しようとしたのか。同じ
社会福祉法人を運営してみて、私自身反省するこ
とばかりでした。
　この法人を引き継いでおられる理事の方 や々実
際の現場で日々 ご苦労されている職員のみなさん

は、ここから学ぶものはとても大きいと思います。
　1つは初心忘れるべからずです。簡単でありふ
れた言葉ですが、それだけに難しいことです。とも
に歩む仲間たちこそ、その力になってくれることで
しょう。
　もう1つは理念なき経済は罪であり、経済なき理
念は寝言である（二宮尊徳）です。経済はお金で
得る活動と読み替える―これもまた難しいもので
す。
　地域になくてはならない法人を目指して共に頑
張りましょう。

豊岡市長　中貝宗治

けやきホール30周年のお祝い
社会福祉法人 愛心福祉会理事長　　

福田和臣

けやきホール創立30年に寄せて
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10周年オープンデイ 20周年オープンデイ 30周年 寝たきりはしんどいなぁ研修

シルバーファッションショー けやきホールユニット棟増築竣工 支え合いサービス事業
（ゆうゆうくらぶ）

家族会 高橋地区ささえあい交流会
（地域貢献）

資母たんぽぽの会
（地域貢献）

玉宗寺　大西道雄導師による
偲ぶ会

手話サークル
加藤 冨美子先生　

粘土クラブ
川 千恵子先生

茶道クラブ
沖野 宗芳先生

たんとうふれあい駅伝 地域の皆さんの協力による
夏祭り露店

けやきホール
30年の軌跡

けやきホール竣工式

平成元(1989)年
平成2(1990)年

平成3(1991)年

平成5(1993)年

入札(於.但東町役場)
社会福祉法人ひまわり認可
但東町デイサービスセンターB型
(但東町より受託運営)
特別養護老人ホームけやきホール
(法人ひまわりが設置運営)
デイケア事業(法人ひまわりが運営) 
但東町在宅介護支援センター
(但東町より受託運営)
寝たきりはしんどいなぁ研修
町職員全員が、
けやきホールで入所体験を行う
ねたきりゼロシンポジウム
「シルバーファッションショ ー」
けやきコレクション
ゆーゆー賞(県知事表彰)を受賞
(兵庫県労働部)

社会福祉法人として
兵庫県では最初に
ISO9001:2000の認証取得
地域交流ホーム工事開始 
地域交流ホーム完成
ユニット型居住スペース完成
（長期３０床・短期２床）
地域貢献事業（外部トイレの設置）
ユニット型福祉施設として認可
（長期３０床・短期２床）
新豊岡市発足
（豊岡市、城崎町、竹野町、日高町、
出石町、但東町の1市5町が合併）
地域交流センターを
旧但東町より譲渡
各事業の介護予防部門開始
訪問介護事業休止
地域貢献事業
（たんたん温泉への送迎）の開始
通所介護（認知症対応型）事業所開始

平成14（2002）年

平成15（2003）年
平成16（2004）年
平成17（2005）年

平成18（2006）年

平成19（2007）年

平成21（2009）年

10月10日

9月30日
3月31日
2月1日

3月16日

4月1日

4月1日

6月1日

2月6日

9月1日

8月1日
3月26日
3月29日

4月16日

6月24日
1月1日

10月～

11月20日

11月5日

平成7(1995)年

平成8(1996)年

平成9(1997)年

平成10(1998)年

平成11(1999)年

平成12(2000)年

平成13(2001)年

1月5日
4月30日
5月7日

10月16日
8月1日

7月23日

12月12日

8月

4月1日

3月31日

ナイトケア事業(法人ひまわりが運営)
デイケア事業(法人ひまわりが運営)
韓国のソウルでデイサービスを
チャリティで運営している
「恩天老人福祉会」と人事交流のため提携
給食サービス(法人ひまわりが運営)
朝来町小規模特別養護老人ホーム
運営内定
特別養護老人ホームあさがおホール
(朝来町より受託運営)
日本総合研究所と共同で
ホームヘルパー2級養成講座を開始
介護予防事業ゆうゆうくらぶ
(但東町より委託運営)
居宅介護支援事業、訪問介護事業、
短期入所生活介護事業所、
通所介護(一般型)事業所、
但東町在宅介護支援センター
受託運営解除

平成22（2010）年
平成23（2011）年

平成24（2012）年

平成25（2013）年

平成30（2018）年
平成31（2019）年

5月1日
10月1日

3月7日
7月1日
12月1日
2月29日

4月1日

11月22日

9月1日
4月1日

訪問介護事業　廃止
通所介護（認知症対応型）
事業所休止
居宅介護支援事業休止
居宅介護支援事業再開
居宅介護支援事業再休止
通所介護（認知症対応型）
事業所廃止
法人本部移転（但東町から朝来市へ）
居宅介護支援事業廃止
大韓民国ソウル市社会福祉法人
幸福創造と姉妹提携
地域密着型通所介護サービスへ変更
豊岡市の委託事業である、
生きがい活動支援通所事業より、
支え合いサービス事業へ変更
（ゆうゆうくらぶ）

Keyaki Hall 30 years

07 Keyaki Hall 30th Anniversary



10周年オープンデイ 20周年オープンデイ 30周年 寝たきりはしんどいなぁ研修

シルバーファッションショー けやきホールユニット棟増築竣工 支え合いサービス事業
（ゆうゆうくらぶ）

家族会 高橋地区ささえあい交流会
（地域貢献）

資母たんぽぽの会
（地域貢献）

玉宗寺　大西道雄導師による
偲ぶ会

手話サークル
加藤 冨美子先生　

粘土クラブ
川 千恵子先生

茶道クラブ
沖野 宗芳先生

たんとうふれあい駅伝 地域の皆さんの協力による
夏祭り露店

けやきホール
30年の軌跡

けやきホール竣工式

平成元(1989)年
平成2(1990)年

平成3(1991)年

平成5(1993)年

入札(於.但東町役場)
社会福祉法人ひまわり認可
但東町デイサービスセンターB型
(但東町より受託運営)
特別養護老人ホームけやきホール
(法人ひまわりが設置運営)
デイケア事業(法人ひまわりが運営) 
但東町在宅介護支援センター
(但東町より受託運営)
寝たきりはしんどいなぁ研修
町職員全員が、
けやきホールで入所体験を行う
ねたきりゼロシンポジウム
「シルバーファッションショ ー」
けやきコレクション
ゆーゆー賞(県知事表彰)を受賞
(兵庫県労働部)

社会福祉法人として
兵庫県では最初に
ISO9001:2000の認証取得
地域交流ホーム工事開始 
地域交流ホーム完成
ユニット型居住スペース完成
（長期３０床・短期２床）
地域貢献事業（外部トイレの設置）
ユニット型福祉施設として認可
（長期３０床・短期２床）
新豊岡市発足
（豊岡市、城崎町、竹野町、日高町、
出石町、但東町の1市5町が合併）
地域交流センターを
旧但東町より譲渡
各事業の介護予防部門開始
訪問介護事業休止
地域貢献事業
（たんたん温泉への送迎）の開始
通所介護（認知症対応型）事業所開始

平成14（2002）年

平成15（2003）年
平成16（2004）年
平成17（2005）年

平成18（2006）年

平成19（2007）年

平成21（2009）年

10月10日

9月30日
3月31日
2月1日

3月16日

4月1日

4月1日

6月1日

2月6日

9月1日

8月1日
3月26日
3月29日

4月16日

6月24日
1月1日

10月～

11月20日

11月5日

平成7(1995)年

平成8(1996)年

平成9(1997)年

平成10(1998)年

平成11(1999)年

平成12(2000)年

平成13(2001)年

1月5日
4月30日
5月7日

10月16日
8月1日

7月23日

12月12日

8月

4月1日

3月31日

ナイトケア事業(法人ひまわりが運営)
デイケア事業(法人ひまわりが運営)
韓国のソウルでデイサービスを
チャリティで運営している
「恩天老人福祉会」と人事交流のため提携
給食サービス(法人ひまわりが運営)
朝来町小規模特別養護老人ホーム
運営内定
特別養護老人ホームあさがおホール
(朝来町より受託運営)
日本総合研究所と共同で
ホームヘルパー2級養成講座を開始
介護予防事業ゆうゆうくらぶ
(但東町より委託運営)
居宅介護支援事業、訪問介護事業、
短期入所生活介護事業所、
通所介護(一般型)事業所、
但東町在宅介護支援センター
受託運営解除

平成22（2010）年
平成23（2011）年

平成24（2012）年

平成25（2013）年

平成30（2018）年
平成31（2019）年

5月1日
10月1日

3月7日
7月1日
12月1日
2月29日

4月1日

11月22日

9月1日
4月1日

訪問介護事業　廃止
通所介護（認知症対応型）
事業所休止
居宅介護支援事業休止
居宅介護支援事業再開
居宅介護支援事業再休止
通所介護（認知症対応型）
事業所廃止
法人本部移転（但東町から朝来市へ）
居宅介護支援事業廃止
大韓民国ソウル市社会福祉法人
幸福創造と姉妹提携
地域密着型通所介護サービスへ変更
豊岡市の委託事業である、
生きがい活動支援通所事業より、
支え合いサービス事業へ変更
（ゆうゆうくらぶ）

08



タブレット、パソコンを活用して記録の電子化を図っています。
電子化することで記録入力業務の簡素化、多職種での情報共有の容易さ等メリットが
あり、職員の業務負担軽減となっています。
また記録、情報の効率化を図ることで統一したケアの実施及び、データ分析を行いサー
ビスの質の向上につなげることができます。

ICT化の取り組み

Information and
Communication Technology

介護ロボットの活用

リショーネとは、ベッドの半分が分離して車いすになる介護ロボットです。
通常の介護用ベッドでは、ベッド⇔車いすへの移乗介助の際に、ご利用者、職員
ともに大きな負担となっていましたが、リショーネベッドを使用することにより、移
乗介助する必要がなく、ご利用者、職員ともに負担が「０」となりました。また、移
乗介助時に発生しやすいアクシデントの予防や、業務効率化にもつながってい
ます。使用されているご利用者は、気軽にお部屋から出られ、お友達や職員とお
話ができるようになり、表情がとても明るくなられました。

職員間での情報共有をより円滑にするために、ナースコールと連動したインカムを導入し
ました。
導入により今迄では、情報の発信、共有に時間を要していたが、導入後は職員同士の円滑
な情報共有、コミュニケーションが今まで以上に充実し、情報を同時にリアルタイムで共有
できることから職員間の連携の向上につながりました。
また、インカムとナースコールが連動している為、今迄ではホール内にナースコールが鳴り
響く状況でありましたが、そのようなことはなくご利用者は自然な生活音の中で穏やかに
生活が送れています。

離床アシスト
ロボット
リショーネ

ベッド上のご利用者の寝返り、呼吸、心拍などを測定する眠りスキャンを導入しました。
眠りスキャン導入前は、ご利用者の居室内でのご様子は直接訪室しないとわからない状
況でしたが、導入後は訪室しなくても様子（睡眠、覚醒、離床）がモニターで把握できる為、
全室を巡回する必要が無くなり、職員負担の大きな軽減となりました。
また、眠りスキャンの感知機能を設定することにより現在のご利用者の状況がわかる為、
事前に行動予測もでき不意なコール対応に追われず、ご利用者の安否確認が可能となり
ました。

眠りスキャン
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地域になくてはならない存在になろう！

Become a necessary presence for the region

デイサービス

医務

住み慣れたご自宅での生活を続けながら常にご利用者の心
に寄り添い「楽しかった」「嬉しかった」そんな思いを積み重ね
て頂きたい…

常にご利用者のお傍で

　最期までその人らしく過ごしていただきたい、ご家族
の想いを大切に、ご入居者とご家族の絆を繋ぐお手伝
いをしたいとの思いを持って、心と身体の支援を行って
います。
　ご入居者の笑顔が職員のやりがいや活力となってい
ます。いつも「ありがとう」の感謝の気持ちを持ち、笑顔
あふれる場所でありたいと考えています。
　新型コロナウイルス感染症が流行する中、施設にお
いても、ご入居者や職員の感染予防の徹底を行い、環
境面でも空間洗浄機などの活用など考えられるさまざ
まな取り組みを行っています。
　コロナ禍の中、ご入居者の心のケアの大切さを実感
しています。ご家族になかなか会えない状況の中、寂し
さを抱えておられる方も多く見られます。WEB面会や
WEBカンファレンスを行い、ご家族からの手紙の代読
やご入居者の元気な様子を写真でお届けするなど、ご
家族との繋がりを大切にしながら、ご入居者の暮らしを
守っていきたいと考えています。

ご入居者の暮らしを守る

「入居者の健康管理」を第一に、他
職種と連携をとり、利用者様やご家
族様が安心して生活できるように支
援しています。

暮らしの中の看護
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家での暮らしがここでも続けられるように、ご入
居者の暮らしの在り方に目を向け、充実した日々
を送って頂けるように寄り添っています。

特養（従来型） 特養（ユニット型）

一人ひとりの『暮らし』を支えています。
皆様とのご縁を大切にし、ご入居者が笑顔、お元
気で暮らして頂けるよう日々、関りをもち、「あり
がとう」の一言を励みとして頑張っています。

ご入居者の笑顔多き日々を。

社会福祉法人ひまわり　
けやきホール副施設長　小林幸恵
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　平成2年（1990）4月12日、社会福祉法人ひま
わりが、但東町に誕生し30年を迎えることが出来
ました。
　設立当初や、これまでの歩みの間、行政、地域の
皆様を始め多くの関係者の方 の々ご理解と多大な
ご支援を頂戴し、旧但東町唯一の介護老人福祉
施設として、役割を担って来れましたことに改めて
感謝を申し上げます。
　私は、入職し早くも22年が経過し、当初高齢者
福祉に対して全く未経験であり、諸先輩方の指導
を受け、介護現場経験を重ねながら今日に至って
おります。
　管理者としての責務を担い、日々 経験と勉強を積
み重ねております中、元 卸々売業に従事していた経
験からも自社商品が売れる前には先ず、社員自身
が売れなければ商談成立しないことは、業種問わ
ず同じであると痛感しています。
　旧但東町も年々人口も減少傾向にある中、今後

の地域福祉に対して存在価値のある施設とは何
を求められるのか。　
　国が進めている地域共生社会の実現という課
題がありますが、地域ニーズの把握は、社会福祉
事業者のみならず、地域住民や福祉活動を担う地
域関係団体とのコミュニケーションが重要であると
考えます。
　当法人の理念であります「地域になくてはならな
い存在になろう」を再認識し、社会貢献をさせて頂
きながら、地域に必要とされ受入れられる施設とは
何かを追求し、お客様に喜んでいただける施設運
営を継承するためにも、常に地域の皆様の声に耳
を傾け、サービスの要である人材育成に力を注い
で参ります。
　最後になりましたが、皆様におかれましては、今
後とも当法人、施設運営と役職員一同に対しまして
ご指導、ご鞭撻を宜しくお願い申し上げます。

社会福祉法人ひまわり　
けやきホール施設長　池本雄一

30年のあゆみに感謝をこめて

＜法人役員＞

理事長　岩田 優子
理事　　梶原 宏
理事　　西山 充
理事　　波多野 崇
理事　　三谷 夏木
理事　　池本 雄一
監事　　北見 龍彦
監事　　尾崎 登

＜評議員＞

評議員　　　生駒 敬一
評議員　　　藤次 文紀
評議員　　　能見 恵子
評議員　　　松本 久司
評議員　　　土肥 隆良（令和2年8月 故 ）

評議員　　　植田 政由
評議員　　　上田 容子

＜第三者委員＞

第三者委員　高石 俊一
第三者委員　澤田 忍
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