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社会福祉法人 弘道福祉会
大宇陀特別養護老人ホーム ラガール 1999年 11月開設 75床 〒633-2164 奈良県宇陀市大宇陀拾生250-6 TEL.0745-83-2080

洲本特別養護老人ホーム ラガール 2001年 8月開設 70床 〒656-0004 兵庫県洲本市中川原町安坂字居屋敷986 TEL.0799-25-8585

明石特別養護老人ホーム ラガール 2002年 12月開設 70床 〒673-0033 兵庫県明石市林崎町3-542-37 TEL.078-923-9230

茨木特別養護老人ホーム ラガール 2005年 5月開設 120床 〒567-0000 大阪府茨木市大字安威12 TEL.072-648-1500

明石二見特別養護老人ホーム ラガール 2012年 4月開設 100床 〒674-0094 兵庫県明石市二見町西二見685-8 TEL.078-942-9420

守口金田特別養護老人ホーム ラガール 2017年 10月開設 49床 〒570-0011 大阪府守口市金田町4-5-16 TEL.06-6905-7070

茨木太田特別養護老人ホーム ラガール 2020年 11月開設 39床 〒567-0013 大阪府茨木市太田東芝町2-9 TEL.072-627-1500

上本町特別養護老人ホーム ラガール 2021年 4月開設 119床 〒544-0031 大阪市生野区鶴橋1-9-34 TEL.06-6777-8033

尼崎特別養護老人ホーム ラガール 2021年 4月開設 120床 〒660-0077 兵庫県尼崎市大庄西町4-4-1 TEL.06-6430-6439

大宇陀グループホーム ラガール 2011年 4月開設 18床 〒633-2166 奈良県宇陀市大宇陀迫間166-1 TEL.0745-83-0088

門真グループホーム ラガール 2014年 12月開設 18床 〒571-0048 大阪府門真市新橋町27-12 TEL.06-6908-2020

洲本中川原グループホーム ラガール 2015年 4月開設 18床 〒656-0004 兵庫県洲本市中川原町安坂字居屋敷986 TEL.0799-25-8587

守口金田グループホーム ラガール 2017年 10月開設 18床 〒570-0011 大阪府守口市金田町4-5-16 TEL.06-6905-7070

茨木太田グループホーム ラガール 2020年 11月開設 18床 〒567-0013 大阪府茨木市太田東芝町2-9 TEL.072-627-1500

尼崎グループホーム ラガール 2021年 4月開設 18床 〒660-0077 兵庫県尼崎市大庄西町4-4-1 TEL.06-6430-6439

明石グループホーム ラガール 2021年 9月開設 18床 〒673-0033 兵庫県明石市林崎町3-553-7 TEL.078-923-9250

洲本小規模多機能施設ラガール 2008年 11月開設 9床 〒656-0055 兵庫県洲本市大野608-15 TEL.0799-22-3366

明石小規模多機能施設ラガール 2014年 12月開設 9床 〒673-0033 兵庫県明石市林崎町3-553-7 TEL.078-923-9240

門真小規模多機能施設ラガール 2014年 12月開設 9床 〒571-0048 大阪府門真市新橋町27-12 TEL.06-6908-2020

洲本中川原小規模多機能施設ラガール 2015年 4月開設 9床 〒656-0004 兵庫県洲本市中川原町安坂字居屋敷986 TEL.0799-25-8586

明石二見小規模多機能施設ラガール 2016年 4月開設 9床 〒674-0094 兵庫県明石市二見町西二見685-8 TEL.078-920-9292

守口金田看護小規模多機能施設ラガール 2017年 10月開設 9床 〒570-0011 大阪府守口市金田町4-5-16 TEL.06-6905-7070

茨木太田小規模多機能施設ラガール 2020年 11月開設 9床 〒567-0013 大阪府茨木市太田東芝町2-9 TEL.072-627-1500

大宇陀小規模多機能施設ラガール 2021年 4月開設 9床 〒633-2164 奈良県宇陀市大宇陀拾生250-6 TEL.0745-83-2080

尼崎小規模多機能施設ラガール 2021年 4月開設 9床 〒660-0077 兵庫県尼崎市大庄西町4-4-1 TEL.06-6430-6439

社会医療法人 弘道会
守口生野記念病院 2006年 10月開設 199床 〒570-0002 大阪府守口市佐太中町6-17-33 TEL.06-6906-1100

萱島生野病院 2007年 4月開設 140床 〒571-0071 大阪府門真市上島町22-11 TEL.072-885-3000

寝屋川生野病院 2013年 7月開設 103床 〒572-0028 大阪府寝屋川市日新町2-8 TEL.072-834-9000

なにわ生野病院 2014年 12月開設 173床 〒556-0014 大阪市浪速区大国1-10-3 TEL.06-6632-9915

門真介護医療院 2021年 6月開設 100床 〒571-0048 大阪府門真市新橋町33-12 TEL.06-6902-7272

守口老人保健施設ラガール 1991年 9月開設 125床 〒570-0012 大阪府守口市大久保町3-30-15 TEL.06-6900-1900

鶴見老人保健施設ラガール 1998年 1月開設 127床 〒538-0052 大阪市鶴見区横堤4-3-30 TEL.06-6915-8181

寺方老人保健施設ラガール 2014年 12月開設 100床 〒570-0048 大阪府守口市寺方本通1-5-5 TEL.06-6991-2020

なにわ老人保健施設ラガール 2014年 12月開設 100床 〒556-0014 大阪市浪速区大国1-10-24 TEL.06-6632-8865

都島PET画像診断クリニック 2008年 4月開設 〒534-0027 大阪市都島区中野町5-15-21都島センタービルB3F TEL.06-6922-9090

茨木弘道会クリニック 2021年 4月開設 〒567-0013 大阪府茨木市太田東芝町2-8 TEL.072-624-1510

門真弘道会クリニック 2021年 6月開設 〒571-0048 大阪府門真市新橋町33-12 TEL.06-6902-7272

寺方サ高住ラガール 2019年 7月開設 34室 〒570-0048 大阪府守口市寺方本通1-5-1 TEL.06-6991-4165

茨木サ高住ラガール 2021年 4月開設 30室 〒567-0013 大阪府茨木市太田東芝町2-8 TEL.072-627-1500
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このような課題をふまえ、それぞれの相互補完を発想したのが弘道福祉

会の「複合施設」。まずは施設全体を“One LAGARE〜ひとつのラガール”

として捉え、特養が不得手とする柔軟なサービスをグループホームや小

多機がフォロー、グループホームが外部との交流を求めたなら特養や

小多機がフォロー、小多機がヒューマンパワーの応援を必要とした場合

は特養やグループホームがフォローする。こうした“相互補完の好循環”

を通じ、利用者のQOL（生活の質）を高めるのが複合施設の役割であり、

弘道福祉会にとって最大規模となる尼崎ラガールでは、社会全体のモデ

ルケースとなることも意識し、その実践を始めています。

複合施設の尼崎ラガールは“なに”をめざすのか
尼崎ラガールがめざしているのは、団塊の世代をふくむ高齢者の方々が

介護予防となるパワーリハビリなどを積極的に利用、在宅で“健康長寿”

を実現してもらいつつ、やがて訪れる入所を経ての看取りまで、一貫した

ケアを続けること。それは他のラガールも同様です。

但し目標は他にもあります。それは第２次ベビーブーム期に生まれ、今は

団塊の世代のご家族となった方々も支援すること。弘道福祉会と尼崎ラ

ガールは長期にわたって途切れなく、ケア環境を変えずにサポートし続け

られる複合施設ならではの「ワンストップ介護サービス」により、団塊の世

代ジュニアと呼ばれる数多くの人たちも支え、社会が抱える将来不安を

払拭する一助になろうとしています。

尼崎ラガール
2021年4月、弘道福祉会が阪神エリアに初めて開設した「尼崎ラガール」。

特別養護老人ホーム、グループホーム、小規模多機能施設、計147床という規模でめざすのは、
約600万人とされる団塊の世代が後期高齢者に加わる2025年問題と向きあうこと。

弘道福祉会にとって“最大級”となる複合施設の取り組みにフィーチャーします。

それぞれの専門性と個性も複合化し
2025年問題に向きあっていこう

尼崎ラガールをはじめとする弘道福祉会の複合施設がめ

ざしているのは、特養・グループホーム・小多機がフォロー

しあう“相互補完の好循環”によってサービス全体の“質”

を高めながら、ケア環境を変えずに高齢者とご家族をサ

ポートし続けることです。

但し目標実現のコアとなる“相互補完の好循環”には、全

職員の意識改革が必要不可欠です。これができなければ

複合施設は単なる寄り合い所帯となり、多様な

サービスを集積する意味はなくなります。

その点を十二分にふまえ、まずは“One 

LAGARE〜ひとつのラガール”であること

を強く意識するようにしてください。

この意識が強ければ小多機からグループ

ホームへ、もしくはグループホームから特養へ

といった利用者さんのサービス移行支援はとてもスムーズ

になり、他の部門・部署の仲間を自らフォローする積極性

も生まれます。

また、職員相互が補完しあう場面では職能が入り交じり、

専門性や個性が“ごちゃまぜ”になることもあるでしょう。

それは一人ひとりが自身の専門性を発揮しつつ、自分には

ない専門的な知識やスキルにふれて学ぶ場。団塊の世代

が後期高齢者に加わり始める時代に向けて、複合施設の

ラガールではスタッフの専門性と個性も複合化しておきた

いと思っています。

社会福祉法人 弘道福祉会 理事長
尼崎ラガール 施設長

生野 雅昭

3年後に迫る2025年問題と向きあうために
特別養護老人ホーム・グループホーム・小規模多機能施設が

相互補完してサービスの質を高めていく

複合施設
弘道福祉会は“なぜ”複合施設をつくるのか
弘道福祉会は特別養護老人ホーム（以下・特養）、グループホーム、小規

模多機能施設（以下・小多機）、これらを組み合わせる「複合施設」を各

地で展開しています。

その始まりは14年前の2008年。特養のみだった洲本ラガールに小多機

を加えて以降、大宇陀ラガール、明石ラガール、明石二見ラガールを複

合施設化していきました。

また、2014年にはグループホームと小多機を備える門真ラガールを開設。

その後も特養・グループホーム・小多機を集積する複合施設として守口

金田ラガールを2017年に、茨木太田ラガールを2020年に、尼崎ラガール

を2021年に開設し、同年には地域密着型と広域型の特養をもつ上本町

ラガールも開設しています。

これらは約600万人とされる団塊の世代が75歳以上の後期高齢者に加わ

る2025年問題に向きあい、各地域で備えるための取り組みに他なりません。

但し複合施設を開設するだけで地域の介護サービスが充足するわけで

はなく、この問題の解決に向けて今なにをすべきなのか。

弘道福祉会は特養・グループホーム・小多機が単体では

できないことを補完しあって可能とし、サービス全体の

“質”を高めていくことを答えのひとつと考えています。

複合施設が果たすべき役割とは
戦後の第１次ベビーブーム期に生まれ、約600万人とされる

団塊の世代から介護が必要な方を少しでも減らす、もしくは必要となる時

期を少しでも遅らせる。そのための“健康長寿”を地域全体で実現していく。

これが2025年問題の解決に向けた社会的な方針ですが、その実現は決

して容易ではありません。

施 設 長 生野 雅昭

所 在 地 〒660-0077 兵庫県尼崎市大庄西町4-4-1 
 TEL.06-6430-6439 / FAX.06-6430-6429

施設機能 特別養護老人ホーム
 ●長期入所 定員100名　
 ●短期入所（ショートステイ）定員20名　
 小規模多機能施設
 ●居宅サービス 登録定員25名　
 ●通い利用定員15名
 ●宿泊利用定員9名　
 ●訪問サービス

施設 概要

グループホーム
●入所 定員18名
デイサービス
●利用定員30名

刻一刻と進む加齢に対峙しながら団塊の世代の方々に“健康長寿”を実

現してもらうには、そのための場と機能、そして専門的な知識とスキルをも

つプロのサポートが必要不可欠です。

また特養、グループホーム、小多機が単体である場合、それぞれが提供で

きるサービスのみでは、サポートに限界が生じる場合もあります。
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ワンストップ介護サービスの実践により
“幸福感”あふれる尼崎ラガールに
コロナ禍で面会は難しい今ですが、尼崎ラガールにはデイサービ

スに通い、入所されている奥様と日 １々階でアクリルパネル越し

の談笑を楽しまれているご主人がおられます。こうした夫妻に寄

り添えるのも複合施設ならではの利点です。但しこのご夫婦もそ

うですが、利用者さんの状況は変化しますから、サービスも個々

にあわせて変化しなければ“幸福感”は生まれません。今後も利

用者さん個々の状況変化にあわせ、利用形態を同じ館内で変化

させられる「ワンストップ介護サービス」をスタッフの相互連携で

実践、幸福感あふれる施設にしていこうと思っています。

在宅から入所での看取りに至るまで
途切れなく利用者とご家族を支え続ける

ワンストップ介護サービス

尼崎ラガール 事務責任者（介護支援専門員 介護福祉士）

上野 裕
自己紹介 / 開設時に入職した明石ラガールから明石二見に異動、今は立
ち上げに関わった尼崎でチーフをしています。弘道会と同じ1980年生まれ
の42歳!! ここでキャリアの集大成をするのが私個人の目標です。

尼崎ラガールのサービス概括
阪神本線の尼崎センタープール前駅と武庫川駅、どち

らにも近い「尼崎ラガール」は、特別養護老人ホーム、

グループホーム、小規模多機能施設、３つを１棟に

集積する弘道福祉会“最大規模”の複合施設です。

長期・短期の入所あわせて定員120名の「特別養護

老人ホーム」はすべてプライバシーが確保された個

室であり、定員30名の通所介護（デイサービス）では

日々楽しいプログラムや季節行事を実施しています。

「グループホーム」は認知症に対応する共同生活型

の介護施設として、入所定員18名それぞれの健やか

な暮らしをサポートしています。

在宅の方々を対象とする登録定員25名の「小規模

多機能施設」ではデイサービス型の“通い”を軸に、

訪問介護や“泊り”をフレキシブルに組み合わせるケ

アを提供しています。

あわせてパワーアシスト機能のある高齢者向けト

レーニング機器を用い、個々に適切な負荷を与えな

がら行うパワーリハビリも導入。入所・通所それぞれ

利用者の身体機能を保全することに努めています。

ワンストップであることの意義
このような「ワンストップ介護サービス」は、“健康長寿”の実現に

つながる15年から20年のスパンで設計されています。

それはデイサービスなどの積極的な通所利用により、在宅で“健

康長寿”を実現してもらいつつ、入所に至っても利用環境を変化

させず、一貫して同質のケアを提供し続けるための仕組みです。

但し人生のターミナル期は誰もがいずれ迎えます。ひとつのラガー

ルで永年にわたり慣れ親しんだスタッフに見守られ、看取りまで

の日々を安らかに過ごしていただけるのも弘道福祉会の複合施

設ならではと言えるでしょう。

尼崎ラガールのワンストップ介護サービスとは
先に概括したとおり、特養、グループホーム、小多機、いずれのサービスも単体では他の

施設と大きなちがいはありません。

但し要介護度が高くなるといった利用者の状況が変わるたび、異なる地域の異なる施

設に移らなければならないとしたら、心身に与える負担は相当です。

しかも以前と異なる法人が運営する施設に移ることも多く、利用者の個性・特性を理解

した介助や介護がされるまで、日数を要するケースは少なくないでしょう。

こうした単体施設の課題解決に向けて、尼崎ラガールをはじめとする弘道福祉会の複

合施設が取り組むのが「ワンストップ介護サービス」。その利用イメージは次のとおりです。

●グループホームでの共同生活が数年にわたって続く間も加齢は待ってく

れず、認知症や基礎疾患が重くなっていくこともあります。その場合は同じ施

設内にある特養へのエレベーターによる“お引越し”を行い、入所での手厚

いケアを受けていただきます。

●その際、利用者の個性・特性に関する引き継ぎがスタッフ間で入念に行わ

れるのも弘道福祉会が展開する複合施設の利点のひとつ。しかもグループ

ホームと特養の居室（全個室）は内装も仕様も概ね同じなため、転室のスト

レスを感じることは少ないようです。

●こうしたケアを続けていても在宅が難しくなることはあります（特に独居高

齢者）。その場合は通所で慣れ親しんだ施設内のグループホームに住まいを

移し、共同生活を営んでいただきながら、認知症の進行を遅らせていきます。

●加えてグループホームから特養への“施設内通所”も行い、デイサービスや

大浴場、リハビリなどの利用を通じ、QOL（生活の質）を保全いただきます。

●それでも要介護度が高くなった場合、通所によるデイサービスや入浴、

リハビリなどは継続しつつ、小多機の訪問サービス（訪問介護）を利用いた

だき、ご自宅でのケアを加えていきます。

●さらに状況によっては小多機や特養がショートステイを受け入れ、ご家族

の負担を軽減していきます。

●まずは１日でもながく在宅生活を続けてもらうことをテーマに定め、特養の

デイサービスを通所で利用いただきます。

●あわせて各ラガールが特色のひとつとする準天然温泉の大浴場、介護浴

室、屋上庭園、パワーリハビリなどの利用を通じ、心身を健やかに保ち続ける

“健康長寿”の実現につなげていきます。

尼崎ラガールが複合施設として取り組む
ワンストップ介護サービスのイメージ

在宅利用
●デイサービス　●ショートステイ　●訪問介護

入所利用
●長期入所　●看取り

認知症
●長期入居　●認知症ケア

小規模
多機能施設

グループ
ホーム

特別養護
老人ホーム

生活相談 ケアプラン策定

パワー
リハビリ
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尼崎ラガール
“魅力”あれこれ

ご家族の“SOS”に素早く対応、個々にふさわしい介護環境を整える相談援助に際し、通所から

入所まで、さまざまなサービスや利用形態がご提案できる複合施設ならではの利点を日々実

感しています。また、特養やグループホーム、小

多機、ショートステイ、デイサービス、いずれも受

け入れ可能な私たちには急を要するサポート

依頼も数多く届きます。今後も計147床という弘

道福祉会で最大規模の複合施設なら「なんと

かしてくれる」という皆さんの思いにお応えし続

けようと思っています。

尼崎ラガールでは３カ月ごとに利用者さんのケ

アプランを見直します。その際、私たちはご家族

のお考えや利用者さんのお気持ちをしっかり確

認して寄り添い、あわせて担当するスタッフとも

入念なカンファレンスを行い、皆さんが笑顔でお

過ごしいただけるケアプランの再構築を心がけ

ています。引き続き在宅でのご利用から入所を

経ての看取りまで、「尼崎ラガールを選んで本当に良かった」と誰からも言ってもらえるよう、地

域の方々へ“One LAGARE〜ひとつのラガール”としての魅力を発信することに励みます。

当施設の特養から病院に移り、余命１週間

を告げられた方が「自宅同様のラガールに帰

りたい」と希望され、戻ってこられたことがあ

りました。その方をふくめ、この約１年で４名

の方々を看取りましたが、個室で広めの居

室では昼夜を問わずご家族が残りわずかな

日々をご一緒に過ごされ、皆さん心やすらか

に旅立っていかれました。これからも病院での延命治療を求められない方々が、自宅に戻る

感覚で帰ることのできる施設であり続けられるよう、介護・看護の垣根ないケアに努めます。

「笑顔で接すれば笑顔になってもらえる」。これをモットーに日々明るく快活なサポートに努

めています。また、尼崎ラガールには20歳代の若いスタッフや男性の介護福祉士も多く、さま

ざまな視点からケアに取り組める多様性に富

んでいるのも魅力のひとつと感じます。私自身、

介護職としての経験はまだ浅いのですが、先

輩たちからたくさん教わりながら利用者さんと

のコミュニケーションを大切にし、個々それぞ

れの“健康長寿”を伸ばすお手伝いをしていき

たいと思っています。

多様なサービスがご提案できる
複合施設ならではの相談援助

心やすらかな日々が過ごせる
介護・看護の垣根ないケア

住み慣れた場所で暮らしたい利用者さんの
お気持ちに寄り添うケアプランの策定

いろんな視点からケアに取り組む
介護スタッフの多様性

尼崎ラガール 生活相談員
（介護支援専門員 介護福祉士 社会福祉主事）

稲富 貴志

自己紹介 / 小学校2年の頃、阪神淡路大震災のボランティ
アを経験したのが福祉職をめざしたきっかけ。大学で福祉
を学び、他法人を経て入職した当施設でも人々の役に立ち
たい一心で相談援助に励んでいます。

尼崎ラガール ケアマネジャー
（介護支援専門員 介護福祉士）

野中 知代

自己紹介 / 他法人の居宅介護支援事業所から当施設へ移ったのは複合
施設で経験を積むため。今は趣味の一眼レフカメラで撮った写真で「ラガー
ルだより」をつくり、ご家族に近況報告するといったこともしています。

尼崎ラガール 介護職員

川北 智香
自己紹介 / 福祉系の人材派遣会社で事務をしていましたが、自分自身が現場
に立とうと考え、新規開設の尼崎ラガールに入職。利用者さんが「ありがとう」と
言ってくださるたびに「転職して良かった」と思っています。

尼崎ラガール 医務員（看護師）

村田 雅美
自己紹介 / 入退院が頻繁な病棟では患者さんに向きあう時間が少なく、
じっくり利用者さんに寄り添いたくて選んだ尼崎ラガール。これまでの経験
を活かし、医務を通じて皆さんの穏やかな毎日を支えていきます。
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