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「神戸と明石」―その気になる条例 
 
 昨年１１月、神戸市議会で「神戸市認知症の人にやさしいまちづくり条例」の改正案

が可決され、今年４月１日より施行されます。神戸市民の認知症の人が事故を起こした

場合に備えて、被害者への見舞金支給と、自己の損害賠償責任を保障する三井住友海上

火災保険会社の保険に、市が加入するもの。市が払う掛け金は、市民税を年４００円上

乗せして賄う。全国初の「神戸モデル」、と大きく新聞に報道されています。 
 一方、明石市では１２月２０日「明石市更生支援・再犯防止条例」が市議会で可決さ

れ、今年４月１日より施行されます。刑務所を出所した人の再犯を防ぎ、地域での更生

を目指すもの。就労支援や居住確保などのサポートを充実させ、地域の一員として円滑

な社会復帰を目指す全国初の条例。明石市は罪を犯した人に対し、生活保護受給や福祉

施設への入所仲介、障害者手帳取得などを３年前から支援。１７年には法務省から職員

派遣を受け、専門部署を設けた。条文では「罪に問われた人」を支援対象とし「地域社

会を構成する個人として尊重しなければならない」と明記。住居の確保や適切な保健医

療サービスの提供を市に求めている。また、市民にも支援対象者が地域で孤立しないよ

う配慮する努力規定を盛り込んだ。と報道されています。 
長寿１００年時代を創り上げた平成の世は、一方で「少子化進行」の３０年でもあり

ました。敗戦後の混乱期に超多子の団塊世代を産み、東西冷戦の中で戦後復興・高度経

済成長を成し遂げた『昭和の時代』は多様性と柔軟性と可能性に満ちた時代でもありま

した。其れを引継いだ平成の世は、成長が一段落して安定・成熟の時代に入り、徐々に

多様性や柔軟性を失ってきました。政府も根本的な議論と対策を先送りし、国全体の負

債総額が１１００兆円を超えました。昭和４０年代半ばに約６００万人が誕生した団塊

ジュニア以降４０年以上に亘って新生児が減り続け、昨年平成 
３０年は約９２万人でした。政府が国難とも言う少子化に対し 
て、原因の追求も根本的な対策も先送りされている様にしか思 
えません。結婚・妊娠・出産・育児と続く人間にとって最も根 
源的な「本能」が、平成の３０年間で希薄になってしまったの 
でしょうか？           （次ページに続く） 

       



  
（前ページの続き）  

人は、遺伝子が伝える本能に添う営みの中で「命」を引継ぎ、「命の限り」を伝

えます。遺伝子で命を引継ぐと共に、集団の中で「老いの暮しと最期」を仲間に委

ねて『命の限り』を伝え、社会を構成する上で必要となる、遺伝子では引継げない

『思想や人間性や社会性』を引継ぎます。其の引継いだ思想が、多様に変化する自

然や社会に対して融通無碍に順応する「柔軟な生活力や生命力」を養って来たのだ

と思えます。人が、自らが構成する社会を引継ぎ歴史を続ける上で、老いと死は極

めて『創造的な営み』なのだと確信します。『老いと死』が創造性を取戻せば、長

寿社会から引継ぐ「未来社会」は、多くの『新たな命』が生まれて明るく輝くも

の、との期待が膨らみます。 

 長寿の日本社会は今『老いと死を克服の対象』とし、老いを遠ざけ死を回避する

努力を優先します。老いに抵抗し、健康を願います。大半の人が「認知症にだけは

成りたくない」と言います。ガンや心臓病など身体的な病気との付き合い方は其れ

なりに納得して受容れる人も、認知症には拒否的です。知性や理性が衰えて認知機

能や理解力が低下すると、人格崩壊・人間失格の烙印が押され、個人的に「予防」

を願うと同時に、社会的にも一人前の構成員とは認められずに「責任無能力者」と

されます。認知症は「進行性の病気」ですが身体的な病気とは違い、初期の混乱が

進行に比例して酷くなる訳ではなく、大半の人が進行に連れて「少々異質ながらも

安定的な生活」に落ち着きます。其処ではむしろ、認知症の人に対する世間の人の

『許容量』を鋭く問い掛けている様に思えます。その観点からみると、認知症の人

を『地域社会の構成員』と受け止め、『一個の責任主体』として位置付ける『神戸市

の条例改正案』は評価に値すると思います。加古川市を初め他の市町への拡がりを

期待すると共に、近い将来には『公的介護保険制度』への位置付けを、と願います。 

日本は長寿の一方で急速な少子化と労働力不足に陥っています。女性活躍社会、

障害者雇用、高齢者の再雇用、働き方改革等々の施策と共に、外国人の労働者や実

習生を受け入れる制度が導入されていますが、外国人が安定的に定着するのか？先

行きは不透明です。その一方で、刑を終えた元受刑者の「再犯・再々犯率」が高く

なり、国も「罪を犯して生き辛さ」を抱える人々に対して『再生の道』を拓く必要

性を強く訴えます。１０年程前に国は民間企業と連携して受刑者に職業訓練を行う

「新型刑務所・社会復帰促進センター」を創り、全国で２番目のセンターが加古川

に出来ました。２つの既存少年院に隣接して造られた結果、加古川市は少年院と刑

務所が２カ所ずつ在る全国的にも希少な街に成りました。加古川の街が、受刑者の

『人間再生を可能にする街』であって欲しいと願います。其れと同時に、認知症の

人が『一個の責任主体』として最期まで暮らせる街でもあって欲しい、と願いま

す。 

齢７０を超え『人生の仕上げ』を迎えた我々団塊世代は、老いて死期を迎える人

も、ダウン症など病気や障害を抱えて生まれる子も、刑に服した人も、外国人も、

誰もが共に多様性と柔軟性と可能性に満ちて創造性豊かに暮らせる街を創りたい、

そして新たに生まれる子供達に引継ぎたい、と切に願います。 

せいりょう園  渋谷 哲 

 



【介護についてみんなで語ろう会（2018 年 11 月 30 日）】 

「当たり前の生活」「自立支援」とは？ 

ユニット型特養副主任 橋本 美穂 

（介護福祉士） 

 

 今回の介護についてみんなで語ろう会は、「当たり前の生活とは」について、参加された方

にそれぞれ語って頂き、「自立支援」について考えました。 

 参加者の方々は、夫婦二人で暮らすことが当たり前と思っていたが、突然の病気・入院で

一人暮らしになった方、死別して一人暮らしになった方、今は夫婦二人暮らしだが、どちら

かが一人になることもあると夫婦で家事の分担をしている方などがおられました。 

 参加者の方々は、当たり前の生活とは個々の考え方、性別によって異なり、病気によって、

また年を取ることによって、変化すると言われていました。そしてこれからも当たり前の生

活が変化していくことを想像し、不安を感じ、何かできることがないか自問自答し、他の参

加者の当たり前の生活についての意見を興味深く聞き入っておられました。 

 自立支援について参加者の方々に意見を頂く予定でしたが、時間切れで意見交換はできま

せんでした。しかし会の最中、「生活に困った時にどんな支援を受けられるのか。」「自宅で生

活が難しくなった時に施設での生活とはどんなものか。」との質問があり、「施設でも、でき

るだけ自宅での生活を継続できるように、本人の希望に沿った支援をしていきます。そのた

めには、その人が、何ができて、何ができなくて、何に困っているか、どんな支援が必要な

のか、どんな支援を望んでいるのかを知ることが大切です。個々の意向に沿って支援してい

ます。」とせいりょう園での介護の理念としての自立支援について、伝えました。 

参加者（せいりょう園の入居者の家族）の方から、「病院に入院している時は、認知症のた

めに、リハビリを嫌がることを責められて、面会に行くのが苦痛でした。せいりょう園に入

居して、サービス担当者会議でサービスの内容を利用者、家族の意向を大切に、一緒に考え

てくれたことが嬉しかった。」と言って頂きました。家族や介護職などの専門職が利用者のこ

とを考えてサービスを決定するのではく、せいりょう園の理念である【利用者が主役である】

という視点で、利用者の望むサービスを提供することが自立支援であることを、参加された

方に伝えられたと思います。 

 

晴香うららさん新春コンサート【2019 年 1 月 29 日】 
 

園内の様々な事業所から多くの方が聴きに来られ、大盛 

況の会となりました。晴香うららさんは歌いながら、観客の

方一人一人に挨拶をしてくださいました。観に来られていた

利用者のお一人は晴香うららさんと握手をするととても嬉し

そうで、笑顔全開で握手したままの手 

を左右に振って喜ばれていました。ま 

た別の方は、歌を聴きながら得意の切 

り絵で晴香うららさんの歌う姿を金の紙で切りだし、プレゼント 

されていました。歌の合間にいろいろな話も聞かせてくださり、 

皆さんは終始歌と話に聞き入っておられました。 

次回のコンサートは 4 月 5 日（金）14 時より自愛の家さくら 

前にて開催されます。無料でご観覧いただけますので、地域の皆 

様もお越しください♪（雨天時：特養 1 階ホールにて） 利用者の方が作った切り絵 



M さんの看取りについて 
地域密着型特養 池田 優夏 

 
 M さんは平成 29 年 4 月 12 日よりロングショートを利用開始されました。M さんと初めてお

会いした時の印象は円背（本来は腹部の方に凸である背骨が、後方に凸に変形した状態）がひど

く、しっかりと前を見ることが出来ないけれどそれでも自分で車いすを一生懸命こぎ、小さな身

体なのにとてもパワフルな方だなという印象でした。 
 せいりょう園での生活がスタートしてからも環境の変化に戸惑っている様子もなく、館内を車

いすで自操して毎日マイペースに過ごされていました。毎朝 M さんに「おはようございます」

と挨拶すると、職員の手をギューっと痛いくらいに握り、「おはよう～」と返してくれました。

時には「おねえちゃ～んどこ～」と言って車いすを自操しながら誰かを探していることがあり、

私の姿を見つけると「おねえちゃんおった～」と満面の笑みで嬉しそうにされることもありまし

た。口数が多い方ではありませんでしたが、自分の思う気持ちを単刀直入にしっかり伝えて下さ

る方でした。ご家族の方もよく面会に来られていたのですが、特に長男さんのお嫁さんがものす

ごく M さんを想う気持ちが大きく、会いに来られるたびに「おかあさん、きたよ」と色々な話

をされていました。ちょうどその時期に M さんのお孫さんが妊娠されていたのですが生まれた

ということをお嫁さんが M さんに報告しに来られた時、お嫁さんの携帯で曾孫さんの写真を見

せると「かわいい～嬉しい～」と携帯の画面を触り、ものすごく喜ばれていました。その時の M
さんの嬉しそうな顔を今でも思い出すことがあります。 

M さんは食べることが大好きで食事の時は進んで自分で食されていましたが、円背の為食べに

くそうな様子もあり介助することもありました。しかし介助しようとしても自分で食べたいとい

う気持ちが強かったのか、沢山食べこぼしながらも一生懸命自分の力で食べられていました。い

つも食べ終わるのが誰よりも遅く、ほとんどこぼしてしまっていることもありましたが、食べ終

わったあとの M さんの顔はとても満足そうでした。夕食時に長女さんが面会に来られることが

よくあったのですが、最後まで自分で食べている M さんの姿を見て「お母さん、ほとんどご飯

落ちてしまってるけど自分で食べたいねんな。その方が美味しいんやろな」と食べ終わるまで側

でずっと見守っている姿が印象的でした。今思うと、出来ることは自分でしたい、人の手を借り

ず自分で最後まで食べたいという気持ちが強かったんだろうなと思います。 
 介護の仕事をしていると利用者さんの出来ることをついついこちらが先回りして、しなくても

いい少しいきすぎた介護をしてしまうこともあります。でもそれは利用者さんにとって本当にし

てほしいことなのかを考えるとそうではなく、出来ることを奪ってしまっているだけなのだと M
さんから学びました。 
毎日マイペースに過ごされていた M さんでしたが、だんだんと離床している時もほとんど目

をつぶり、車いすで自操することもなくなり、食事量も減っていきました。そして栄養状態が悪

くなっていく中で徐々にスキントラブルも見られ始めました。手足に水泡や皮膚剥離も出来始め、

毎日処置が必要になりました。とても痛々しく、私だったら絶対に我慢出来ないだろうと思うこ

とも M さんは黙って毎日処置を受けていました。M さんが元気だった頃、車いすから落ちたこ

とがあり腕に皮膚剥離が出来たのですが、その時も M さんは「痛い」と一度も言いませんでし

た。ご家族の方の話によると、M さんは昔からとても我慢強い性格で、人のことを悪く言うこと

も一度もなく何があっても我慢されていたそうです。 
そして M さんは平成 30 年 10 月 25 日にご家族の方に見守られながら亡くなられました。身

体は痛かったかもしれませんが、苦しそうに亡くなったわけでもなく、本当に静かに息を引き取

られました。静かに穏やかに亡くなられたのは M さんの人柄そのもので最後まで M さんらしい

なと思いました。M さんが亡くなられたあとも、ご家族の方が来られ「本当にありがとうござい



ました」とお礼を言って頂きご家族の方とも良い関係が築けていたのかなと思います。M さんか

ら学ばせてもらったことを大事にし、これからも利用者の方に寄り添った介護が出来るようにし

ていこうと思います。 
 

 

 

職業人と語ろう 2018 年 12 月 4 日：野口南小学校・12 月 7 日：野口小学校 
 

グループホーム主任 別府 克彦 
（介護福祉士） 

 
せいりょう園の「職業人と語ろう」への参加は今年で三年目になります。「職業人と語ろう」

は様々な職種が集まり、小学生が将来の仕事を考えるきっかけを提供する企画です。私も一
昨年、見学したことがあります。そして今回は「介護福祉士」という職業を教える講師とし
て参加することになりました。せいりょう園からは他に管理栄養士の田村と相談員の稲城が
参加しましたので来月号でも報告させて頂きます。 

「職業人と語ろう」は小学校の体育館で行い、そこには色々な職種が参加しています。前
回、歯医者さんは実際に歯を削る実演を、テレビ局はカメラマンや、レポーター体験をして
いました。どこも見た目は華やかで小学生もとても楽しそうでした。では介護福祉士は何を
伝えればいいのだろうと 3 人で話し合いました。実際に行っている事は移乗、食事介助、ト
イレ誘導やオムツ交換、入浴介助です。どれも生活を支える上では大事なのですが、当日に
これらの一部を疑似体験してもらってもこの仕事の大事な部分は伝わらないだろう。では何
を伝えなければいけないのか、出し合った意見は…「人が亡くなっていくという現場」「認
知症になってもいつまでも悲観的ではなく受け入れる力がある」「高齢になっても失われ
ない感性や感覚、社会性」「その人らしくとは」「生活を支えるとはどういうことか」「亡
くなっていく方から引き継ぐものは何か」です。これらを中心に老人ホームはどのような
所で、どのような職種が働いているのか、「認知症とは何か」を実演はせずに質問を交え意見
交換していこうと決めました。しかし、不安もありました。他の職種は実演が多く小学生は
周りが気になるのではないか、集中力は持つかな、退屈するのでは、話が難しくないのかと
いう不安です。上司からは「相手が子供でも、お年寄りでも、外国人でも、障害者でも、目
を見て真剣に話をすれば伝わるのよ」とアドバイスを頂き、「真剣にやるしかない」と思い当
日に挑みました。 

結果としては「やり切った」というのが感想です。二つの小学校で二回ずつ、一回 10 人
弱の小学生と意見交換をしました。時間は一回に 30 分の予定でしたが実際には 45 分程あり、
毎回時間いっぱいまで小学生と話が出来ました。後日、参加してくれた小学生一人ひとりか
らお手紙を頂きました。それを読むと、相手に何かを伝えるのは難しいな…このように伝わ
るのかと思う部分もありましたが、「私もやってみようと思った」「人の人生に関わる仕事、
人の亡くなる所を見届ける仕事は多くないので必要な仕事だと思った」「高齢者の方はみんな
同じではないので、その人に合った援助が必要」という感想を頂き、目的は達成出来たのか
なと安心しました。また、「話ばかりでしたが楽しかったですよ」というこちらの心配を見透
かされていたような感想には恥ずかしくもなりましたが、優しいなと嬉しくなりました。 

小学生と話をして思った事は、消防士、美容師、看護師等は人気があって説明しなくて
もどのような仕事か知っていますが、介護福祉士は「どのような仕事か知らない」、認知
症は知っているが間違った認識を持っている、老人ホームについても「何をしているのか



分からない」、という意見がほとんどでした。施設には教育実習の一環で実習生を受け入れ
ているのですが、大学生の多くも同じです。介護職がどういった仕事で、認知症はどういう
ものなのか、それらを広めていけるのは実際に働いている私たちだと思います。今回はその
ヒントを貰えた気がします。 
 

 
 
 

天台宗 鶴林寺宝生院 幹 敬盛 住職 
 

 今年初めての仏教講話は、鶴林寺宝生院の幹 
敬盛ご住職です。本日は立春、暦どおりの暖か
い日です。 
 ご住職は、最初に「昨年もこの２月に来させ
て頂きました。一番寒い時ですが、今日は暖か
いですね。今年は雨があまり降らず、空気が乾
燥してますね。そのせいかインフルエンザが流
行っています。私の家族は８人ですが、私以外
全員インフルエンザに罹りました。ここも職員
さんや皆さん、気を付けておられると思います
が、お身体を大事になさって下さい。」とご挨
拶されて、ご講話に入られました。 

 「２月の行事と言えば、豆まき、バレンタインとありまして、お寺ではお釈迦様が
お亡くなりになった日を偲ぶ日があって、『涅槃会

ね は ん え

』というお勤めがあります。お釈
迦様が亡くなられた事を涅槃に入ると言います。この日は朝の７時からお勤めをして
います。お寺によっては大根炊きをする所もあります。 
 お釈迦様は 2500 年前にインドで生まれ、王子として何不自由なく暮らしておられ
ましたが、29 歳で自分の身分を捨て、修行に入られ、35 歳になった時に悟りを啓か
れてお釈迦様になられました。それから 45 年間インド中を回られました。80 歳の年
に自分の生まれた国に向かっておられた途中で、亡くなられました。沙羅双樹の樹の
下で身を横たえて、お亡くなりになられたその姿が、『涅槃図』として留められまし
た。鶴林寺の太子堂壁画に描かれています。すすけて真っ黒で何が描いてあるか分か
りませんでしたが、40 年前に私の父が赤外線カメラで黒い壁を写したところ、絵が
現れました。その内の 1 枚が『涅槃図』でした。復元したところ、とても綺麗な絵で
した。 
 鶴林寺は 1400 年前に聖徳太子が創られました。その当時は『四天王寺』という名
前でした。500 年後に鳥羽天皇が、その絵を見に来られ、『沙羅双樹の樹々は真っ白
で鶴がたくさんいるように美しい姿（白い鶴の林）・沙羅双樹のお寺』として『鶴林
寺』と名前を与えて下さいました。 
 この絵ではお釈迦様は仰向けに寝ておられます。涅槃の仏像は横向きになっていま
す。何で仰向けかと言いますと、まだお釈迦様は目を閉じていない、亡くなられる直
前まで、教えを請うて来られた弟子たちに説法されている姿だとされています。この

仏教講話 2 月 4 日（月） 

涅槃図
ね は ん ず

 



壁画は日本で 2 番目に古いと言われていますが、これから後の時代は横向きに描かれ
ています。 
 お坊さんはお釈迦様を偲んで『涅槃会』という法要をします。お釈迦様は『仏 性

ぶっしょう

』
という事について話をされたと言われています。『人間は等しく誰もかれも仏性を持っ
ている。だから皆もこれを心に留めて、仏になるように頑張りなさい』と言われた。
人間が生きていたら、苦しみ・悩みがある、どうしたら解き放されて、幸せに生きる
方法は何かを悟られて、仏になられたのです。『皆同じ、自分だけ特別な事ではない、
皆仏様になれます。』と言って、亡くなられたと言われています。 
 私もそういう事を心掛けてやってまいりました。ここにおられる皆さんもいろんな
事を乗り越えて生きてこられました。いつか命が尽きてきますが、『何で自分の命が
ここにあるのか、分からない。』『早く向こうへ逝きたい。』『何の役にも立たない。』
とこぼされる方がありますが、命あって生きておられる事が大事です。それによって、
周りの方は考えさせてもらい、影響を与えているのです。見送る人たちも『こうした
ら良かったなあ。』等、亡くなってから、気付く事が多いのです。生きている間にや
いやい言っている時間が大事です。生きている間は無理でも亡くなってから、仏教徒
でしたら、戒名を頂きます。仏の国に行ってから、仏様に教えをうけて修行していく
のです。住職は亡くなってから出家する為の手続きをしているのです。生きている者
には勤めがあり、亡くなってからも勤めがある、役割があります。皆、仏様の種を
持っています。自分の勤めを果たす事が大事だと、我々は皆様にお伝えさせてもらっ
ています。 
 最後にインドの聖者『ガンジー』が残した言葉をお伝えして、終わります。」 

『明日死ぬかのように生きよ、そして永遠を生きるが如く学べ』 
 以上でご住職の話が終わりました。涅槃図のコピーを持ってきて下さり、その美し
い艶やかな色彩に見入り、ご住職のお話に引き込まれ、時間の経つのが早く感じまし
た。沙羅双樹の花が咲く頃に鶴林寺を訪れたいと思います。 

ありがとうございました。 
サービス付き高齢者向け住宅相談員：岡村 照代 

（介護支援専門員） 
 

 

平成 30 年度第 5 回運営推進会議報告 
 

日 時：2019 年 1 月 24 日（木）14:00~16:00 
場 所：せいりょう園リバティかこがわ 2 階 
事業所：地域密着型老人介護福祉施設・定期巡回随時対応型訪問介護看護 

     グループホーム・グループホームまどか 
参加者：地域代表 4 名   行政担当 1 名   医療担当 2 名 

     家族代表 5 名   職員 10 名     計 22 名 
内 容：行事報告 

     ひやりはっと事故報告 
実習生受け入れ報告 

     介護についてみんなで語ろう会報告 



     ターミナル報告 
     身体拘束適正化委員会報告 
     介護医療連携推進会議、自己評価の取り組み 
     意見交換（インフルエンザ予防投薬について等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                     

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

せいりょう園グループハウス（シェアハウス） 

2019 年 4 月竣工予定！  
 

高齢者や障碍者、低所得者、シングルマザーなど住宅確保が困難な方々が、 

地域社会の一員として暮らせる空き家活用の『住まい』です。 

介護や支援が必要になれば、せいりょう園がサポートします。ヘルパーや 

訪問看護を利用して最期まで暮らしていただけます。 
 

場 所：加古川市野口町長砂 639 番地１（新長砂町内会） 

定 員：４名（入居要件：住居確保要配慮者専用賃貸住宅対象者） 

家 賃：30,000 円～39,000 円（13.48 ㎡～19.15 ㎡） 

（敷金・礼金・共益費なし、光熱水費は実費負担） 

構 造：木造２階建て（築 41 年を改修） 

設 備：台所、食堂、トイレ、浴室、洗面は共用

  

就労継続支援 B 型 

障がい者就労支援センター『おむすび』の移転について 
 

この度、『特定非営利活動法人オリーブの木』が運営されている『就労支援センター

おむすび』が、せいりょう園リバティかこがわ前に移転します（2019 年４月予定）。  

地元産の食材をふんだんに使った日替わり弁当を作り、配達や店頭販売をされます。  

お弁当は、隣接の喫茶ラヴィックで召し上がっていただくこともできますので、  

オープンの際にはぜひお越しください。 

                   

 

 

 

 

 

                               

    

      

 

１階 ２階 

入居者 

募集中 

問合先：せいりょう園介護相談室 ℡（079）424-3433 

 

【お問い合わせ先】 
  就労支援センターおむすび 
  現住所：加古川市新神野 7 丁目 1-26 
      ℡（079）438-7083 

開所日：月～金曜日（祝日は休み） 

おむすび完成予想図 



 

 

 

 

 

 
移転先住所：加古川市野口町長砂 95-36 
（かこバスで長砂公民館前下車すぐ） 


