


従業員に対して職務内容を
明確に定義し、労働時間で
はなく成果で評価する雇用
制度。

職務内容や勤務地を限定せ
ず、スキルよりも会社に合う
人材を雇用する、日本では
一般的な制度。

ジョブ型雇用 メンバーシップ型雇用

▶令和三年度の経営方針
　令和三年度の経営方針を検討するため、この混沌とし
た社会の考察と、社会福祉法人が今後どうあるべきかを
中心に進みました。

　令和元年から始まった大企業主体の「働き方改革」に
加え、コロナ禍によってますます個人事業が淘汰される
時代の流れが見えてきています。そんな社会の流れに対
し、基弘会としては地方の個人生産事業者、それも自然
の “いいもん” を残していくために尽力されている企業か
ら買い付けを行い、そんな頑張る地方企業を応援する法
人として動き始めています。

　滋賀県の政所茶や佐賀の完全無農薬米（KIKOUKAI 
通 信 vol.5「KIKOUKAI TOPICS」参照）など、すでに
導入済みのもの以外にも、地方企業とのパイプ作りを進

めながら、良いものをどんどん取り入れる法人へと進化
させていきます。

　また、スタッフの働き方についても、基弘会は大企業
が推し進めるジョブ型雇用ではなく、メンバーシップ型
雇用で、スタッフが安心して働ける環境を整え、成果や
効率だけでなく個人のキャラクターが活きるような職場作
りを進めていきます。

本題に入る前にコロナ禍の一年を事業所ごとに振り返り、ウォーミングアップ。それぞれの事業所で提供するサービス内
容こそ違えど、共通して感じられたのはコロナ禍でも踏ん張ったスタッフへの敬意でした。社会福祉の大義である「地域
のセーフティーネット」としてのマインドが法人にはしっかり根付いています。

▶介護保険法改正と
　社会福祉法人としての使命
　三年に一度の制度改正が施行される介護保険法。世
相を反映した改正内容とそれに対して基弘会はどう動く
か、考えるかを考察しました。

　２０２１年度の改訂の方向性は、自立支援への評価意
識が強く、要介護状態の改善など成果報酬型へ移行して
います。制度改正は国からのオーダーと捉え応えていく
べきですが、基弘会を利用される全ての方にこの方針を
強いることが正解なのではなく、利用者お一人おひとり
とその家族の意向を汲み取り、サービスを提供すること
が介護保険制度の本質です。

　それは利用者が主体的にサービスを選択し、ご本人
や家族の思いを一番に反映する方法でサービスを提供し
続けたい、という基弘会創立時からのモットーである「ち
いきのきずな」へと繋がります。

▶コロナ禍を生き残るに足る企業とは？
　そして基弘会は生き残る
　これまでも基弘会の事業所は、これからの高齢者層で
ある団塊の世代が持つ新しい価値観に順応した「サービ
ス（接客・介護技術）」「施設のデザイン（空間・設え）」「働
き方のあり方」についての実験所として「次世代の介護
ビジネスモデル」を構築してきました。

　しかし、時代の転換期とも言える令和三年度以降、基
弘会が社会で生き残るためにはもっと頑丈な「これから
の介護社会基盤」をつくり、働き手と利用者の両面から
支持される法人として成長を続ける必要があります。まさ
に先述の個人事業支援の動きやメンバーシップ型雇用、
利用者主体のサービス提供などは、そのための大きなカ
ギとなってきます。

　こうした活動を実践していくことで、来たる２０２５年と
その先も、地域になくてはならない存在として「基弘会
は生き残る」と幹部合宿は締めくくられました。

▼幹部合宿とは
基弘会では毎年、次年度の経営方針について法人幹部が集い
話し合う「幹部合宿」を行っています。
今回のレポートでは、今年度の法人経営方針の内容について、
抜粋してお伝えします。
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研修二日目は大阪屈指のパワースポット・犬鳴山七宝
龍寺へ。山中を奥へ奥へと岩肌を削った階段を進んだ
先には岩壁から流れる荘厳な行者の滝。
研修の最後に、心身ともに清められました。



　令和の時代に入り、突然社会が混沌としてしまったよう
に見えます。このままでは、相互扶助である社会保障制
度の未来は決して楽観できないものへと陥ったように思い
ます。しかし、私たち社会福祉法人基弘会は以前より、
少子化が進む現代の行き着く先に社会保障制度の終焉
が来る事も予想しつつ、将来を見据えた介護ビジネスの
在り方を模索してまいりました。（あえて介護ビジネスと申
し上げましたのも、社会保障制度の上であぐらをかかず、
自立できる体質をつくっておく必要をこの一年で強く感じ
たからに他なりません。）
　介護施設の在り方やその役割には、様々な時代に合
わせた変革や社会の混沌に対応する柔軟性も求められて
いるように思われます。ただ、それがどんなものである
かは全くわかりませんが、この世の人々の暮らしの中で
普遍的に必要な事は息を吸い、水を飲み、食べ物を食べ、
そして人 と々交わるという事だと思います。これを『生活』
というのではないでしょうか。
　その生活を守るために今、私たち社会福祉法人ができ
る事はこの混沌によって起こるかもしれない経済を含む社

私たちの介護技術の基本は、お年寄りに正しく座って頂く姿勢を作って差し上げることです。

それにはお体に合った椅子に座って頂くことが大切で、生活リハビリには欠かせないものと

なります。今回はそんな正しい椅子の選び方をお教えします。

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。

デイサービス夢の箱生野
生活相談員

酒井　慧

デイサービス夢の箱生野
機能訓練指導員

山畑　　守

基 弘 会 流
介護技術論
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　正しい座位姿勢とは、人間の骨盤にある座骨結節が座
面に対して垂直に骨盤が立っている状態です。背もたれに
身体を預けずに座位姿勢がとれている状態を背面開放端
座位とよびます。椅子の選定を間違うと、骨盤（座骨結節）
が座面に対して傾いてしまい座位姿勢が崩れ、結果として
背もたれに身体を預けないと座れなくなります。

　それでもご本人様に合う椅子を探し出すことが難しいこ
ともあります。その場合は下腿長を足台で補い、奥行はクッ
ション等を挟んで正しい座位姿勢に整えてください。

夢の箱勝山
施設長
江田　雅晴
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正しいイスの選び方
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会システムの変革など考えうる危機に備え、地域の『生活』
が保たれるような仕組みをつくる事だと考えました。
　そしてそれを実現するために『乙 ( キノト )』という名
のプロジェクトを立ち上げたのです。
　この活動拠点として、昨年末より大阪市生野区舎利寺
で改修工事を行った倉庫用の建物が『乙倉庫』という名
称で２月に完成いたしました。ここに納められるモノは
様々な地域との「きずな」をつくり、そこで育てられた安
全な農作物を提供いただき、そして施設で消費するとい
う形でご利用者様や職員へ還元するという社会循環シス
テムをつくります。それらはご利用者様や職員の健康な
体をつくるための未来への架け橋になるのと同時に災害
時には備蓄物資、セーフティネットにもなり、新しい共助
のカタチが生まれのではないかと考えました。
　この活動を通じ、地域福祉の向上と広く『ちいきのき
ずな』を築いて行きたいと思います。

これからの
社会福祉を見据えて

乙（キノト）発足に寄せて

基弘会本部長　川西 収治

座骨結節
●

両膝が側面から見た時に直角であり、
また両足の足底が床に接地出来ている
状態になっているかを見ます。

両脚足底に
体重が乗っている

Point
1

奥行の長さがあると、他の条件が整っ
ていても、深く座ると両脚の足底が床
から離れてしまいます。

座面の奥行が
36cm！

Point
3

座面の奥が傾斜している椅子は
人間の骨盤にある座骨結節が
傾き、座位が不安定になります。

座面が床と
平行の椅子

Point
2

足台製作のポイント

（乙倉庫完成お披露目会・倉庫前にて）

　　 　 キノト第一弾、
　　　  制服マスクができました！
　新型コロナウイルスの流行でマスク着用の習慣が長期化・ 常用
化していく社会情勢を踏まえ、社内の身だしなみを統一する目的で
基弘会オリジナルデザインの制服マスクを作成しました。
　長時間着用するものなので肌に優しい天然素材を使いたいと考
え、肌着や腹巻などの繊維製品を専門に製造開発をされているラッ
ク産業株式会社様に開発をお願いしています。
　「肌触りの柔らかさ」「装着感の
心地よさ」 を追求して布や縫製を選
定し、 特に染料は天然成分にこだ
わって、今回は「 草木染」とい
う天然染料で基弘会のイメージ
カラーを再現しました。

このたび、基弘会のライフブランド「乙（キノト）」
が発足しました。キノト商品第一弾・制服マスクの
紹介と、新ブランド立ち上げの経緯を掲載します。

肩幅よりも広く、足を出し引きし
ても足底が接地できる十分な面
積を確保。

面積

１㎝・２㎝・３㎝の高さを複数枚
用意し、組み合わせて５㎝まで
調整できるもの。

高さ

ホームセンターなどで手軽に入
手できるコンパネ・スポンジ・
滑り止め素材を活用。

素材
※イメージ画像

「下腿長」とは？
下腿長とは、両膝外側にある腓骨
頭（腓骨小頭）から床までの長さ
を指します。
※日本人の下腿長の平均は３８㎝



■ケア接客について、どう思ってる？
中村：僕は介護のケアと接客を組み合わせている言葉

だと単純に理解してます。

江部：基弘会から発信しているケア接客という言葉は、
そもそもは６年前にココナラ巽というホテルコンセ
プトの施設で、お客様満足度の高いケアを提供し
て、介護業界の中で特別感や差別化を明確にし
たい、という思いからスタートしたんやけどね。

　　　昔から、介護業界も「接客」はちゃんとせなあ
かんというのはあっても、研修はビジネスマナー
とかの講師が最上級の接客いろはを教えるのが
はびこっていた。

　　　僕も接客研修という名目で社内研修講師をしたこ
とがあるけど、結局はこの場合の上座はどこだ、
なんて一般常識クイズみたいな内容程度。予備
知識としては学べたとしても皆のためになってな
いと思ってた。

中村：そんなん、ありましたっけ。

江部：だから普通の接遇マナー研修では意味がないか
ら、ケア接客という概念を言語化したんやけど、
最初はケア接客という造語だけが独り歩きして、
現場への落とし込みは全くできていなかったな。

中村：そうですね。僕も、ココナラ巽はホテル接客！と
いうイメージは理解していたけど、じゃあ特養や
デイサービスのケア接客のあり方ってどう説明し
たらいいのか…すごく悩みました。

■夢の箱勝山のケア接客とは？
江部：介護・福祉って『優しく丁寧』やったら良い、信

頼関係があれば問題なし、という歴史があって、
もはやそんなこと自分たちはできていて、介護現
場で具体的にどうするねん、ということがやっぱ
りわからなかった。

　　　だからまずは委員会を立ち上げて、それぞれの
事業所の事例検討をしていこうという取り組みか
ら始めていった。

　　　まず各事業所の世界観を決めるというところで特
養は『ユニバーサルスタジオジャパン』になったな。

中村：これ言い出したのはユニットリーダーの豊久君で
したね。キャストは元気で丁寧。ゲストは心地よく
楽しく過ごせて、また来たいと思える。そんなおも
てなしを最終的な目標にすれば、基弘会ブランド
に恥ずかしくない特養になるという理由から。

江部：委員会では敬語・謙譲語など、基本的な国語の
勉強をした時期もあったけど、例えば「〇〇して
ください」ってどれだけ丁寧に優しく言っても「命

基弘会福祉事業部長

江部 成治

夢の箱勝山

中村 　智

令言葉」やねんな。表情や言葉のトーンなど、
非言語コミュニケーションがめっちゃ大切。

中村：今はみんながマスクを着けていて、表情なんて顔
の半分隠れているから、ほんま意識必要ですよね。

■スタッフからの抵抗ってあったの？
江部：最初は抵抗だらけ。昔からの悪しき風習は少な

からず誰しもの中にあって、要はやってあげてる、
助けてあげてる、という感覚が福祉業界には根
強くあった。

　　　言葉がくずれても信頼関係が出来ていたら大丈
夫とか、親近感が感じられるから敬語は使わな
いほうが良いとか。利用者さんが、「ありがとう
ございます」という時代やったから。

　　　でも、時代が変化している中で、高齢者の感覚も
変わってきているというのが基弘会の考える高齢
者の定義やから。

中村：今はもう反対する声が無くなってきたのはなんで
だろう？

江部：言い続けて、やり続けてきたからやな。会社が
旗を振って進めているのも大きい。

中村：評価制度が難しい。面談をしたり、チェックシー
トを作ったり、「最上級」「一流」「標準」「二流」「三
流」と格付け制度を作ってみたり。

江部：腕章を作ったりしても面白いかな。あの人の接客
真似したら間違いないで、とか。

　　　ただ、まだ試行錯誤の段階。２０２５年に向けて
委員会中心に取り組んで、一目置かれるような施
設づくりに取り組みたいな。

　　　ここ最近入職しているスタッフさんは「こういうも
んや」と思ってくれているので、無意識に当たり
前にケア接客を取り入れられている。むしろ、昔
から介護の仕事をしている古参スタッフの方が昔
の習慣が体に染みついていて、ぶれやすい。

中村：ケア接客できる方が得やと思ってほしい。だから
僕らも取り組みを面白くしていかないと。

　　　実習生さんとのカンファレンスで、声掛けの必要
性・笑顔・一動作一声掛けなどの必要性を教わっ
たという感想が聞けるようになった。自分が教え
る立場になって、ケア接客が良いって思ってくれて
るから、それを伝えるスタッフが増えてきている。

江部：ええ話やな、ちょっとずつ浸透してきてるんやな。

KIKOUKAI COLUMN③　ケア接客事業所別対談リレー vol.1

ほら、残って
ないやろ（笑

）

SK GALLERY
No.3_Reismtown Collection

　基弘会の施設には大小さまざまなアート作品が飾ら
れているのですが、誰のどんな作品か…皆さんご存知
ですか？このコーナーでは、知れば知るほど面白いアー
トの魅力をお伝えしていきます！

Text by kikoukai hensyubu Chiharu Matsuda

　今回はリズムタウン仙台に飾られているジョア
ン・ミロの作品をご紹介します。
　ミロは９０年という長い生涯の中で様々な作家や
土地、そして時代に影響を受けた芸術家です。リ
ズムタウンにあるミロの作品は晩年のもので、書
道などの日本文化に影響を受け制作されています。
この作品も墨で描いたような線に和の要素を感じ
ませんか？
　このように海外作家が日本文化に影響を受け、
作品に生かすことはジャポニズムといわれ、古く
は１９世紀後半からヨーロッパでは流行していまし
た。それらの多くは着物を描いたり、浮世絵の模
写といった形から入るものばかりでしたが、ミロは

黄金の羽根を持つ
トカゲ 790
ジョアン・ミロ　作

作者紹介
スペイン出身のミロ。
絵画のみならず彫刻など
の立体物も制作した多彩
な芸術家。

文化の先にある日本の心である「侘び寂び」を咀
嚼し、自身の世界観との融合を見事に具現化して
いるように思えます。
　リズムタウンには他にも版画集から額装したミロ
の作品が多く納められていますので、お越しの際
はぜひご覧ください。

海外画家とジャポニズム



事業所紹介

　　　　　　　　 

　リズムタウン仙台の施設の中には、街の路地のような回

廊があります。

　そこですぐ目に入るのがモダンでお洒落な造りの屋台。

この屋台はオリジナルデザインのもので、リズムタウン仙

台の入口に居を構えるCafe264で使用している椅子と同じ

鉄職人さんに製造頂きました。

　そもそも屋台といえば、人が集まる場所に出店し、そこ

に集う人々を楽しませるものです。

　私たち介護事業所も、多くのご利用者様が集い、利用さ

れる建物ですが「介護が必要にならないと足を踏み入れな

い場所」というネガティブなイメージもまたあるもの。

　リズムタウン仙台は、介護が必要になるもっともっと前

から暮らしの中に当たり前にある場であって、どんな状態

になっても利用できる場になる、というポジティブな空間

をデザインするために作られた新しい介護施設です。だか

らこそ、身近に感じられ、人が集まる場所のシンボルであ

る『屋台』で、その想いを表現したのです。

　屋台のデザインは、リズムタウン仙台のモダンな空間に

馴染むヨーロッパの屋台から着想を得たものです。日本で

も屋台は観光名所や観光の目玉とされることが多いので、

リズムタウン仙台が地域との絆の懸け橋となり、全ての方

の拠り所となる、そんな願いがこの屋台には込められてい

るのですね。

人が集まる場所のシンボル

表紙の話❻

リズムタウン仙台 屋台

▲ストリートを抜けるとライブラリーに繋が
り、　ゆったりとした空間を演出

▲イベントでは人が賑わい、マルシェのよう
　（2018 夏）

▲室内にいながらまるで街角にいるかのよう
な、開放的な空間

リズムタウンのご利用相談はコチラ

リズムタウン仙台（特養・ショートステイ）
〒981-3123  仙台市泉区古内字坂ノ上16-6

TEL：022-378-8050　FAX：022-378-8139


