
未来の福祉を考える
～勝山リノベーションプロジェクト～

社会福祉法人の新たな役割と挑戦
政所茶 高橋農園 / お米 ざわざわ農園

基弘会の「ケア接客」

TOP TOPICS

KIKOUKAI TOPICS

KIKOUKAI COLUMN



  10 周年記念事業・
  夢の箱勝山リノベーション
　２０２１年２月、特別養護老人ホーム夢の箱勝山は、
開設１０年目の節目を迎えます。地域からの温かいご
支援はもちろんのこと、現場スタッフや運営に関わる
すべての方々の努力と真心込めたサービス継続で、夢
の箱勝山は地域から求められるサービス発信と盤石な
法人運営の基盤として成長を遂げてまいりました。

　この節目の年に、今の夢の箱勝山が抱える課題と、
これからの時代に求められるであろう社会福祉の役割
の遂行という二つの大きな課題を解決するべく、夢の
箱勝山のリノベーションプロジェクトが起動しました。

＜ プロジェクトメンバー ＞
ABABA（上ノ薗正人）氏　ロコールジャパン島直哉氏
夢の箱勝山：川西本部長　江部施設長　江田副施設長
　　　　　　薮内機能訓練指導員　松井相談員
　　　　　　嶋浦介護職員　山本広報室長

  プロジェクトメンバーと学び、
  考える「未来の福祉」
　リノベーションに先立ち、昨年度リズムタウン仙台が
取り組んだ「コミュニティデザインプロジェクト」を展
開くださった ABABA（アババ）さんこと上之薗正人さ
ん牽引のもと、夢の箱勝山の次世代を担うスタッフら
をプロジェクトメンバーとして選出し、そのメンバーを
対象にワークショップを行いました。

　このワークショップでは、今の夢の箱勝山が抱える
課題を抽出し、そこから第一線で働く現場スタッフとと
もに「未来の福祉」を考えます。この取り組みは１０周
年記念事業として行われる勝山リノベーションのコンセ

夢の箱勝山の改修を成功させ、生活するとい
う点において「原理」に戻り、そこに集うスタッ
フや入居者が自然なものに囲まれるような場
所となり、クオリティオブライフをより高めた
日常を送る（＝未来の福祉）ことができるよう
になること

今回のワークショップのビジョン

アートディレクター

上ノ薗 正人氏 
（ABABAさん）

　大阪生まれ大阪育ち。九州大学芸術工学部環境設計学科卒業。
大阪のデザイン事務所 graf で丁稚として修行後、再び福岡に移
住。福岡の古ビル再生プロジェクト「紺屋 2023」の設計、運営を行
う no.d+a/TRAVEL FRONT での勤務を通してデザイン、建築設
計からイベント運営、アートプロジェクト等幅広い業務に携わる。
　2014 年に関西に戻り、グランフロント大阪レナッジキャピタルの
総合プロデュース室に所属。アルスエレクトロニカとの協働プロ
ジェクトや中高生を対象とした学びのプログラムを担当。
　2017 年よりロフトワークに入社。趣味は野球観戦とハイキング。

プトにつながる大きなプロジェクトの第一歩です。

　福祉の次の時代を展開する「しなやかな場づくり」
のためのリサーチを通して、若手スタッフらが「未来
の福祉＝勝山の未来」と紐付け、考えていくことこそが、
リノベーション後の勝山にインストールすべき「思想」
だと導き出せたワークショップでした。

1_ ワークショップの目的とプロジェクトについて
ABABA 氏から説明を受ける基弘会幹部とプロ
ジェクトのキーパーソンとなる若手３人 / 2_ 壁の
紙になにやらメモを書いて貼り付けている / 3_ リ
サーチに向けて用意されたレジュメ / 4_ メモを貼
り終えた壁を眺める。ここにはきっとプロジェクト
に必要なヒントが埋もれている



本当に美味しくて安全なお米とは？

　減農薬、無農薬、特別栽培、有機栽培…市場にはこ
のように様々な名目が謳われているお米が流通していま
すが、一番安心で安全だと言えるお米とは何かと考え
たとき「完全無農薬・無化学肥料」がそれにあたります。
「完全無農薬・無化学肥料」とは読んで字のごとく、栽
培に農薬や化学肥料を一切使わないことを指します。し
かし「完全」と言い切るには、様々な条件をクリアせね
ばなりません。その条件の一つに、田んぼのある場所
があります。

　お米は川の下流部の平地で栽培されることが多いの
ですが、その理由は平地の方が用水路の整備をしやす
く機械化が進めやすいからです。逆に川の上流部は地
形の傾斜がきつくなるため、棚田（たなだ）が多くなり
一つの田んぼの面積が小さくなる上、機械も入りにくい
ので手作業が多くなります。つまり、川の上流部ではお
米の栽培にとても手間がかかります。

　効率を考えると前者の方が圧倒的に優れていますが、
川の上流と下流では使う水の質が全く違うのです。

失われかけている
「良いもの」を後世につなぐ、
社会福祉法人の新たな役割と挑戦

1_ 青々とした政所茶の新芽が
のびている /2_ 丸みがあり肉
厚な茶葉 /3_ 視察に伺ったの
はまだ残暑きびしい９月上旬
/4_ 農園で淹れていただいた
お茶 /5_ 雪に耐え、おいしい
お茶になる（ここまで雪が積も
る茶畑は全国的にも珍しい）

基弘会で味わえる、
太閤秀吉も愛した幻の銘茶
　政所茶の始まりは室町時代。最澄が中国から茶の樹
を比叡山に持ち込み、そこから永源寺の越渓秀格禅師
が、地質・水質で栽培に適した政所の地に株を持ち込
み、村人に茶の栽培を奨励したことから歴史が紡がれ
脈 と々伝統として受け継がれています。

　しかし近年は、集落の過疎化や少子高齢化により茶
葉の生産量が減少。現在は３０軒ほどの農家でしか生
産されない希少なお茶となっています。

　政所茶はススキや油粕などを肥料とし、農薬も使わ
ない昔ながらの製法で栽培されているため草むしりが一
番大変な作業で、お茶の樹に愛がないと続きません。

　そんな政所茶と基弘会の接点とは…？実は今年から
基弘会に茶葉を下ろしている高橋農園の高橋さんは、
川西本部長が以前勤めていた建設会社の先輩でもあ
り、そのご縁が社会福祉法人基弘会と政所茶を繋いだ
のです。

　このご縁を大切にし、我々基弘会は失われつつある
銘茶が後の世にも繋がるよう、今後も活動を展開してい
きます。

【ざわざわ農園（佐賀県基山町）】
佐賀県基山町でざわざわ農園を営む、代表の麻澤直希さん。元々
は大阪で１７年間、産直流通会社と飲食店を経営される中で、日
本の農業において使用される農薬・化学肥料・除草剤等の農業
問題に向き合われ、家族で福岡へ移住し、自ら農家へ転身されま
した。未来の社会では、安心安全な自然栽培の農産物を当たり前
にしたいという思いで、「消費者の健康」「生産者の健康」「自然
環境の健康」の３つを大切に農産事業・コンサルティングを展開さ
れています。

　川の下流部には生活排水や他の田んぼで使われた
肥料や農薬・除草剤が大量に流れ込んでしまい、川か
ら水を引く田んぼへもそれらの混入を防ぐことはできま
せん。これが「コメの雑味」へと直接繋がっていきます。

　つまり、「完全無農薬・無化学肥料のお米」とは、
栽培される田んぼが川の最上流かつ農薬や化学肥料を
使用せず栽培されたお米、というとても厳しい条件をク
リアしていることになります。

毎月美味しいお米を取り寄せ、
利用者様の食卓へ
　基弘会ではもともと、提携している給食会社（株式会
社 SEVEN MIND さん）を通して、季節ごとに厳選され
た美味しい国産米を入荷し、ご利用者様に少しでも安
心安全で美味しいお米の提供を目指してきました。そし
てそのお米の美味しさには皆様にも定評をいただいて
おりました。今後はそれに加え、法人全施設のご入居
者様、ご利用者様、そして職員の食を豊かに、また地
方で頑張る生産者様と共に、豊かな生活を創造する社
会福祉の在り方を模索しながら進めてまいります。

　ざわざわ農園さんの完全無農薬米から始まり、これ
から毎月、定期的に生産者様から素晴らしいお米を仕
入れていきますので、ぜひ楽しみにしてください。

【高橋農園（滋賀県東近江市）】
代表の高橋賢司さん
滋賀県東近江市で高橋賢司建築事務所を経営する
一級建築士。昔から代々受け継いできた実家の政
所茶畑の管理・運営や、政所茶を後世に繋ぐため
のブランディング活動にも尽力する。



　社会福祉法人基弘会では、『ＳＫ式ケア接客』を
導入しています。あまり聞き慣れない言葉だとは思
いますが、『ケア接客』とは高齢者をはじめとする
身体機能面で不自由を抱えている方々への配慮を
プラスした接客の定義であり、介護現場において
も介護技術に接客をプラスした、時代のニーズに
あわせ、変化した新しい『介護サービス』の形です。
　なぜ介護に接客が必要なのか、なぜ今までの介
護ではダメなのか、時代の変化と照らし合わせて
考えてみましょう。
　例えば『買い物』という場面でいうと、八百屋
はコンビニエンスストアやスーパーになり、店舗と
客の関係性が “顔なじみのご近所さん” から “お
客様” に変化しました。『宿泊』という場面では、
旅館や民宿のようなアットホームな宿泊施設の他に
ホテルの需要が増加し、仲居さんといういわばお
もてなしスタッフの有無が生じてきました。時代の
流れと共に、サービスを利用するお客様のニーズ
が多様化してきていますね。
　近年は、病院でも患者の敬称を「～さん」では
なく「～様」に変えています。介護業界でも「措置」
から「契約」へと時代が変化し２０年が経ち、利用

KIKOUKAI COLUMN②　SK 式ケア接客のルーツを辿る

ケア接客導入の背景にある

時代の変化 社会福祉法人基弘会

福祉事業部長　　江部　成治

者が介護サービスを選ぶという考え方が定着しまし
た。対して施設側は、利用者に選ばれるための意
識改革が必要となる訳です。これが、基弘会が『Ｓ
Ｋ式ケア接客』を導入した一番の理由です。
　ケア接客の導入にあたり、基弘会の各事業所に
接客担当スタッフを任命し委員会を立ち上げまし
た。とはいえ特養やデイサービス、リハビリ施設な
ど、事業所の役割により世界観とコンセプトがまる
で異なります。そのため、それぞれの世界観にあっ
た接客のコンセプトを設定する必要がありました。
大阪の特養ではエンターテインメント的な空間を目
指した接客をコンセプトに、デイサービスはカフェ
の世界観を考え、リハビリ施設では介護施設を超
えたホテルの世界観を再現し、利用者満足度をよ
り高めるような接客を設定しました。仙台の特養は
大阪の事業所モデルを集結させ『おとなの時間を
編集しよう』をコンセプトに掲げ、新しい時代の福
祉を構築すべく取り組んでいます。
　基弘会ではこのように事業所ごとのコンセプトと
世界観を明確に位置付け、団塊の世代そしてその
次の世代にも適応できる法人となるため、ケア接
客を通し人材育成と組織構築を実践しています。

基弘会では介護職員の技術向上を主な目的に外部から講師をお呼びし、定期的な技術指導
をいただいています。このコーナーでは上野式介護技術のブラックカード所持者である夢の
箱勝山の副施設長・江田氏に技術を紹介してもらいます！

ブラックカードとは？

上野式介護技術において行われる実習テストで、
上野先生直々の判定に合格したものだけが所持で
きる、上野式介護技術マスターのお墨付きカード。
ここ７年間では、全国で２０枚ほどしか新規発行さ
れておらず、取得は超難関である。

夢の箱生野
施設長

中林　妙子

特別養護老人ホーム夢の箱勝山
副施設長

江田　雅晴

基 弘 会 流
介護技術論
v o l . 1

人が動くとき、体は直線運動ではな
く、必ず曲線を描いて動いています。
曲線を描く身体の部分は頭（頭部）
を指します。

立ち上がりの
生理的曲線

人の体が安定した姿勢を保つ条件は
「臀部」「脚」「手」の３点が着地してい
ることです。移動の際、この３点の支持
を作りながら介助をすることで転倒・
転落の危険が無くなり、安全な介護に
つながります。

３点支持

人の動作とは、体重移動の結果です。
座位の姿勢で臀部にかかっていた体
重が、徐々に脚や手に移ることで動
作が起こります。

体重移動

人が座っている状態から立ち上がるため、まずは脚を手前
に引きます。上半身がイスの背もたれに預けている場合は、
背もたれから前へ頭が動き出し、徐々に前かがみの姿勢へ
近づきます。頭が両膝の上を通過するあたりからお尻（臀
部）が上がり始めます。（この時にお尻にかかる体重が徐々
に脚・手に移っていきます）
その後、手で何かを掴む・支えることで頭（頭部）が上に向け
て曲線で上がっていき、イスから立ち上がりが完了します。
手が何かを掴む・支えるとは、テーブルの天板だったり、椅
子の肘掛け・自分の両膝だったりとこれらは人によって異な

お年寄りのお身体に直接触れて介護をする私たちが介護技術を学ぶとき、最初に教わる
のがこの３つのポイントです。この３つのポイントを理解し、意図的にこの動きを作ること
こそが、我々の介護技術の基本となります。

立ち上がりの
ポイント!

り無意識に身に着けた習慣です。
　わたしたちはこれらの無意識動作を意識化させ、その都
度必要な介助場面において、ご利用者様の身体状況に合
わせて必要な（しづらい・出来ない）部分を緻密なセッティン
グを行いお身体に触れ、ご支援させていただいています。

夢の箱勝山
副施設長
江田　雅晴

▶人がイスから立ち上がる動きとは | 生理的曲線 |３点支持、体重移動

顔なじみのご近所さん お客様
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事業所紹介

　　　　　　　　 

　夢の箱勝山の正面玄関を入ると、真正面に見えるパー

テーション。当時新建材だったワーロンという和紙素材を

使用し、夢の箱ロゴをモチーフデザインにしてスケッチし

制作されています。

　時は平成 20 年代、特養夢の箱勝山建設前は「特養は補

助金事業」という概念がまだまだ色濃く、どこまで法人の

独自色を出して許されるのか解らない時代でした。加えて

当時の基弘会の運営面からすると、たった１つのデイサー

ビスしか経営していない極小規模の社会福祉法人が、「100

床の特別養護老人ホーム」という大規模事業を手掛けるこ

とは、例えるなら「10 万円を持って世界旅行にチャレン

ジする！」ほどの無謀とも言われる挑戦的な事業で、それ

ゆえに建設コストも極力抑えつつ、早々に稼働を安定させ

ていかなければいけないという、大きな使命も抱えていた

のです。

　そこで一級建築士でもある川西本部長は、コストを抑え

ながらも良い空間に仕上げていく為に試行錯誤し、ご利用

者様から目線から近い部分は良いものを使い、目線から遠

い部分はコストを抑えたものにするという工夫で、その課

題を克服していきました。

　そんな中でも何とかして「デザイン」を介護施設に取り

入れていきたいと足掻いた部分が、この玄関真正面にそび

え立つパーテーションだったり、床や各フロアやに施され

たサインだったりするのです。

夢の箱勝山が背負っていた宿命

表紙の話❺

夢の箱勝山 談話室

▲夢の箱のシンボルマーク「夢の成る木」をイ
メージしたエレベータホールカラー

▲手に触れる家具は「飛騨家具」を採用

▲床に施されたサインのデザイン

夢の箱勝山のご利用相談はコチラ

特別養護老人ホーム夢の箱 勝山
〒544-0021  大阪市生野区勝山南1丁目17番43号

TEL：06-6712-2220　FAX：06-6712-2224


