
三相園福祉会の沿革と社会情勢 

 
昭和２６年 ６月 １日 社会福祉事業法施行 

昭和２８年       天台宗歌道寺住職旭海應が戦争被災老人等救済の必要性の為養老院建設を計画 

８月２８日 保護施設設置申請（生活保護法第３８条による養老施設） 

昭和２９年 １月２３日 厚労省並びに兵庫県知事より保護施設設置の認可を受ける 

      ４月 1日 施設整備着工 

      ６月３０日 木造モルタル張２階平屋建て（３人部屋）施設整備完了竣工（福知山市吉良建設） 

      ７月１５日 竣工式挙行（設立年月日） 

８月 １日 黒井町立『丹波養老院三相園』の名称を以て事業開始（定員３０名） 

            初代院長旭海應就任、県内８番目の救済施設としてスタート 

昭和３０年 ３月 １日 町村合併により黒井町立から春日町立となる 

５月 ９日 感謝の塔完成落成式 

      合計特殊出生率２．３７ 

昭和３１年 ７月３０日 三相園入居者五輪納骨供養塔建立竣工（昭和３１年６月２５日知事許可） 

昭和３３年１０月    利用定員増員に伴う施設増改築工事認可 

     １１月１５日 増改築工事完了竣工（４人部屋）（木造モルタル張）（柏原吉竹工務店） 

昭和３４年 １月１０日 定員５０名として事業開始 高齢化率５．７％ 

昭和３６年 ４月 1日 国民皆年金・皆保険制度が発足 

昭和３７年 ４月 １日 全国老人クラブ連合会結成 

昭和３８年 ８月 １日 老人福祉法施行（施設種別が特別養護老人ホーム・養護老人ホーム・軽費老人ホー

ムに区分、ホームヘルパーが制度化） 

            老人福祉法制定により『養老院』という名称が廃止、 

名称を丹波養護老人ホーム三相園と改称  

１００才以上高齢者１５３人 

平均寿命 男性＝６７．２１才、女性＝７２．３４才 合計特殊出生率２．０ 

昭和３９年 ７月 １日 母子福祉法施行 

１０月１０日 東京オリンピック開催 

昭和４１年 ６月２５日 国民の祝日に関する法律の改正により国民の祝日「敬老の日」制定    

１０月 １日 養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準施行 

昭和４４年１２月１８日 社会福祉法人設立申請 

昭和４５年 ３月１５日 日本万国博覧会が大阪府吹田市で開催される（～９月１３日） 

      ５月 １日 心身障害者対策基本法施行 

７月１５日 社会福祉法人として厚生大臣、兵庫県知事の認可（法人設立年月日） 

１０月 １日 社会福祉法人丹波養護老人ホーム三相園として発足、初代理事長旭海應就任 

       園長旭海應・副園長小椎尾隆、理事７名（旭海応・小橋泰一・荻野周次・野村勝・

大滝慈孝・杉本喜多三・荻野昇一）、監事２名（林彌二郎・杉本喜八郎）を以て役

員を構成、法人の機構を整備充実し社会福祉法人の第一歩を踏み出した。 

       高齢化率が７．１％となり、高齢化社会に突入 

昭和４６年 １月    社会福祉施設緊急５か年計画策定、老人福祉施設では特別養護老人ホームを中心

とする整備に転換 

第二次ベビーブーム（昭和４６年～４９年）合計特殊出生率２．１６ 

昭和４８年       福祉元年（７０才以上の医療費無料化、年金物価スライド制導入等） 

１０月    第１次オイルショック発生、戦後最大の不況    

昭和５２年１２月    大敏建設社長側敏夫氏を初代会長として三相園後援会が発足 

            （昭和５４年度後援会会員数３７０名） 

昭和５３年 ３月    氷上郡母子、父子家庭新入学児童の座布団等プレゼント事業開始（～平成２６年度） 

            ショートステイ制度化 

昭和５４年       デイサービスの制度化 

昭和５５年 ４月    入所措置に係る費用徴収制度の導入 

      ９月    養護老人ホーム三相園改築請負契約締結（山南町森津工務店・設計は小野市内藤設計） 

     １０月 １日 改築工事着工 

昭和５６年 ２月    兵庫県知事よりのじぎく賞受賞（母子・父子家庭新入学児座布団プレゼント事業）  



６月    建築基準法改正（新耐震基準の導入）  

７月    養護老人ホーム三相園全面改築竣工（２人部屋）  

      ８月 ４日 竣工式挙行（第二会場は黒井駅前総合福祉センター） 

            １００才以上高齢者１，０７２人（千人超え） 

            平均寿命 男性＝７３．７９才、女性＝７９．１３才 合計特殊出生率１．７４ 

     １１月    地域給食サービス事業開始（～平成１２年度） 

昭和５７年       老人保健法制定 

昭和５８年 ６月    氷上高校女子バレーボール部寄宿舎として旧三相園（松葉寮等）使用開始 

昭和５９年       健康保険法改正（被保険者の医療費に一割負担） 

昭和６０年 ６月    三相園福祉工場（絵合わせ版パズル）開始 

            男女雇用機会均等法制定、年金制度改正（基礎年金の創設） 

昭和６１年 ７月１４日 初代園長旭海應退任 

        １５日 副園長兼事務長であった小椎尾隆が二代施設長に就任 

 ８月    短期入所事業開始（空き部屋利用、定員２名） 

       高年齢者雇用安定法により６０才定年を努力義務化 

昭和６２年 ４月    旭海應理事長勲五等瑞宝賞受章 

昭和６２年 ８月    居室棟南側中央非常螺旋階段設置（６月東京松寿園火災） 

     １１月    非常通報装置（消防署・職員宅自動通報）、緊急放送設備等設置 

         ８日 戸川昌子チャリティコンサート開催（第１回） 

昭和６３年１２月 ９日 初代理事長旭海應逝去（行年８４才） 

昭和６４年 １月    二代理事長旭秀海就任、理事７名（旭秀海・小椎尾隆・野村勝・三井治雄・ 

臼井澄雄・赤松暉久・山本永二）、監事２名（足立寛之助・婦木悦次） 

      １月 ８日 昭和から平成に改元 

平成 １年       養護老人ホーム三相園に特殊浴槽導入 

      ４月 １日 消費税導入（３％） 

     １０月 ７日 大木康子チャリティコンサート開催（第２回） 

     １２月    ゴールドプラン策定（軽費老人ホームの新類型としてケアハウス創設） 

            １００才以上高齢者３，０７８人（３千人超）  

平均寿命 男性＝７５．９１才、女性＝８１．７７才 合計特殊出生率１．５７ 

平成 ２年 ４月    福祉八法改正（在宅サービスの推進、福祉サービスの市長村への一元化、市町村と

都道府県の老人保健福祉計画策定義務化） 

            定年後再雇用を努力義務化 

      ９月２９日 松尾和子チャリティコンサート開催（第３回） 

平成 ３年 ３月    スプリンクラー設備工事 

      ４月    （社福）丹波養護老人ホーム三相園から（社福）三相園に法人名称変更 

            育児休業法制定 

      ９月２３日 菅原洋一チャリティコンサート開催（第４回） 

            家庭奉仕員がホームヘルパーに改称、級別養成研修制度導入 

            バブル経済崩壊 

平成 ４年１０月２６日 大津美子チャリティコンサート開催（第５回） 

平成 ５年 ４月    老人及び身体障がい者の入所措置権移譲（県から市町村に） 

     １０月２６日 さとう宗幸チャリティコンサート開催（第６回） 

            就職氷河期（～平成１７年度）、 

平成 ６年 ３月    春日町と特別養護老人ホーム等建設協議 

特養建設用地を春日町山田、金川氏より譲渡決定 

     １２月 １日 新ゴールドプラン策定 

            高年齢者雇用安定法改正（６０才未満定年制を禁止）平成１０年施行 

            高齢化率１４．５％、高齢社会に突入 合計特殊出生率１．５ 

     １０月２８日 ロス・インディオス＆桑江知子チャリティコンサート開催（第７回） 

     １１月    大阪市類設計室と特別養護老人ホーム建設設計監理契約締結  

平成 ７年 １月２７日 阪神淡路大震災発生、被災施設に水等救援物資を運搬、他施設と共に救援活動 

      ３月    西松建設（株）と特別養護老人ホーム建設工事請負契約締結、建築確認書受理、着工 

      ４月    三相園浴槽改修工事 

９月    （社福）三相園から（社福）三相園福祉会に法人名称変更 



     １０月２６日 ビリーバンバンチャリティコンサート開催（第８回） 

平成 ８年 ３月    特別養護老人ホーム工事完了、工事検査済証受理、建物引き渡し 

            特養おかの花（定員５０名）ショートステイ（定員２０名）、 

ケアハウス（定員３０名）、デイサービスセンター（定員３０名）、 

在宅介護支援センター 

      ４月    備品搬入等施設開設準備 

        ３０日 小椎尾隆施設長退任 

      ５月 １日 兵庫県より設置許可、事業開始 

（春日町では初めての特養、氷上郡（丹波市）では５番目） 

            小椎尾隆が初代おかの花施設長に就任 

            養護老人ホーム三相園は旭成海が三代施設長に就任 

        １４日 おかの花竣工式（春日勤労者体育館） 

      ７月１５日 評議員会設置、１５名（三井治雄・松山正一・臼井澄雄・小橋隆明・金川敬三・ 

荻野忠治・旭秀海・梶村経雄・山本静子・赤松暉久・足立洋子・小橋蹲・細見忠美・

小椎尾隆・山城建司） 

     １０月２４日 鶴岡雅義と東京ロマンチカチャリティコンサート開催（第９回） 

            １００才以上高齢者７，３７３人（７千人超）合計特殊出生率１．４３ 

     １２月    三相園全居室にエアコン取り付け 

平成 ９年 １月１７日 第１回災害食支援訓練（被災施設＝おかの花）〔阪神淡路大震災を教訓として〕 

 ４月 １日 消費税率５％に 

     １０月 ４日 森田公一とトップギャランチャリティコンサート開催（第１０回） 

            障害者雇用保険法改正（知的障がい者の雇用を一定規模以上の事業所に義務付け） 

            教員免許特例法（小中高教員免許の取得に介護体験義務付け） 

     １２月    介護保険法成立 

平成１０年 １月１７日 第２回災害食支援訓練（被災施設＝三相園）  

９月１９日 森山加代子チャリティコンサート開催（第１１回） 

     １２月    氷上高校 VB 部旭館（旧三相園松葉寮・談話室等）解体工事 

            １００才以上高齢者１０，１５８人（１万人超え） 

            平均寿命 男性＝７７．１６才、女性＝８４．０１才 合計特殊出生率１．３８ 

            第１回ケアマネ試験（合格率４４．０７％） 

平成１１年 ４月    「平成の大合併」スタート      

            介護休業法施行 

      ６月    養護老人ホーム三相園の給湯・暖房ボイラー取り換え、厨房・居室棟屋根防水工事 

１０月 １日 地域権利擁護事業開始 

１６日 田辺靖雄＆九重佑三子チャリティコンサート開催（第１２回） 

            高等学校学習指導要領改正（新教科「福祉」が創設） 

     １２月    ゴールドプラン２１策定 

平成１２年 ４月 １日 介護保険制度施行（三相園は措置施設として存続） 

            おかの花居宅介護支援事業所開設 

            社会福祉事業法から社会福祉法に名称変更 

三相園居室棟南側里道避難路舗装工事、下水道切り替え配管、浄化槽埋戻し工事 

      ９月 ９日 春日町社会福祉協議会より地域給食サービス感謝状（１９年間給食サービス実施） 

     １０月 １日 処遇向上委員会設置 

     １０月２８日 菅原洋一チャリティコンサート開催（第１３回） 

            ６５才までの雇用確保措置の努力義務化 

平成１３年 ４月    おかの花ショートステイ定員を２０名から１２名に減員 

            特別養護老人ホーム定員を５０名から５８名に増員 

            三相園食堂ホール床張り替え工事 

      ９月１１日 アメリカ同時多発テロ事件 

     １０月２７日 ペドロ＆カプリシャスチャリティコンサート開催（第１４回） 

     １１月    三相園の清水濾過装置一式及び給水タンク設置工事（トイレ、風呂清水使用） 

平成１４年１０月 ５日 デユークエイセスチャリティコンサート開催（第１５回） 

平成１５年 ４月    三相園の居室棟１・２F 共同トイレ改修（洋式トイレ設置）工事 

            支援費制度施行（身体障がい者・知的障がい者に対する福祉サービスが措置制度 



から契約制度に移行） 

      ９月    三相園管理棟屋根防水工事・ボイラー室給湯ポンプ取り換え工事 

１０月１８日 ペギー葉山チャリティコンサート開催（第１６回） 

            祝日法改正（ハッピーマンデー制度の実施により敬老の日が９月第三月曜日に） 

            １００才高齢者が２０，５６１人（２万人超え）合計特殊出生率１．２９ 

            平均寿命：男性＝７８．３６才、女性＝８５．３３才 

平成１６年 ８月 １日 おかの花訪問看護ステーション開設 

            高年齢者雇用安定法改正（６５才までの雇用確保措置を段階的義務化）H１８年施行 

            三相園創設（事業開始より）５０周年 

     １０月    厚生労働省より養護老人ホーム及び軽費老人ホームの将来像研究報告書通知 

            おかの花ユニット型特養建設について兵庫県と協議 

        １６日 ダ・カーポチャリティコンサート開催（第１７回） 

     １１月 １日 丹波市発足（氷上郡六町合併） 

            高年齢者雇用安定法改正（６５才までの雇用確保措置義務化） 

平成１７年 １月    高齢化・重度化等に伴い、三相園にエレベーター及びデイルーム、 

男女別トイレを１・２Fに設置等増築工事、環境の整備 

            おかの花事務所・厨房増築工事 

      ４月    個人情報保護法施行・老人福祉法改正、 

      ８月    平成１７年度社会福祉施設等施設整備費補助金決定（おかの花ユニット型特養） 

類設計室とユニット型特養建設工事の設計監理契約締結 

     １０月    吉住工務店とユニット型特養建設工事請負契約締結、着工 

        １５日 芹洋子チャリティコンサート開催（第１８回） 

            認定こども園設置法施行 

平成１８年 １月    特別養護老人ホームおかの花事務所・厨房増築 

３月    特別養護老人ホームおかの花北棟ユニット工事完了・引き渡し 

（２階建て、定員３０名、個室、３ユニット） 

      ４月 １日 介護保険法改正･高齢者虐待防止法施行･障害者自立支援法施行 

９日 おかの花ユニット型特養竣工式（ユニット棟多目的ホールにて）ユニット事業開始 

            養護老人ホームの設備及び運営に関する基準改正（居室面積３．３㎡以上から 

１０．６５㎡に、居室入居人員を原則２人以下から１人に変更） 

            介護予防サービスの開始 

     １０月 １日 三相園に外部利用型特定入居者生活介護事業所及び訪問介護事業所を設置 

        ２８日 狩人チャリティコンサート開催（第１９回） 

平成１９年 ３月    三相園バリアフリー化事業工事（管理棟・サービス棟・居室棟各改修工事） 

１００才以上高齢者３６，２７６人（３万人超え）合計特殊出生率１．３４ 

平均寿命：男性＝７９．１９才、女性＝８５．９９才 

      ９月    特別養護老人ホーおかの花南棟外壁塗装工事 

     １０月２７日 イルカチャリティコンサート開催（第２０回） 

     １１月 ３日 二代理事長旭秀海逝去（行年７８才） 

     １１月２０日 小椎尾隆が三代理事長・統括施設長に就任、 

理事７名（小椎尾隆・三井治雄・赤松暉久・金川敬三・木村正義・井上隆義・ 

竹村義法） 

監事２名（本庄一郎・野村貞夫） 

評議員１５名（三井治雄・小橋隆明・金川敬三・荻野忠治・赤松暉久・足立洋子・ 

小橋蹲・細見忠美・小椎尾隆・山城建司・野村慎次・木村正義・井上隆義・ 

臼井泰夫・竹村義法）、 

小椎尾竹信がおかの花二代施設長に就任 

            高齢化率２１．５％（超高齢社会に突入）丹波市高齢化率２７．５％ 

平成２０年 ４月 １日 後期高齢者医療制度開始 

三相園サービス棟屋上防水工事 

            介護の日制定 

     １０月    全国社会福祉協議会設立１００周年 

平成２１年 4 月    介護サービス情報の公表 

１００才以上高齢者４０，３９９人（４万人超え） 合計特殊出生率１．３７ 



平均寿命：男性＝７９．５９才、女性＝８６．４４才 

     １０月    介護職員処遇改善交付金創設 

平成２２年       三相園施設外壁全面塗装工事及び居室１F床張替（フローリング工事）工事 

      ５月    おかの花南棟浴室等大規模修繕、デイサービスセンター浴室増設工事、 

３F 浴室改修工事 

      ８月２４日 三相園と県との老朽改築協議、２６日三相園と丹波市との老朽改築協議  

平成２３年 ３月１１日 東日本大震災発生、東日本各地で大津波、火災、原発事故等未曾有の大災害 

      ４月    高齢者の居住の安定確保に関する法律の改正（高齢者専用賃貸住宅を廃止、 

サービス付き高齢者向け住宅を創設） 

      ６月    韓国天台宗社会福祉友好交流視察団来園 

 ７月    おかの花南棟空調・厨房空調設備・電源工事  

平成２４年 ４月    職員処遇改善加算新設 

            希望者全員の６５才までの雇用を義務化（平成２５年施行）        

 ９月    おかの花訪問看護ステーション休止 

１００才以上高齢者５１，３７６人（５万人超え）合計特殊出生率１．４１ 

平均寿命：男性＝７９．９４才、女性＝８６．４１才 

     １１月    おかの花南棟・北棟非常電源設備工事 

      ５月２５日 山田区役員会にて三相園移転改築整備計画の概要説明 

平成２５年 ４月    訪問介護員養成研修が介護職員初任者研修に移行 

９月    類設計と三相園移転改築基本設計業務委託契約 

     １０月２５日 三相園福祉会所有大敏商事建物解体工事（～１２月１０日）（福知山市ヨネダ） 

     １１月    おかの花と三相園の災害時相互支援協定締結 

     １２月    山田自治会とおかの花・三相園との災害時相互支援協定締結 

平成２６年 ３月２８日 おかの花北側県砂防堰堤工事（３月２８日～２７年３月２４日）（施工＝池田建設） 

      ４月 １日 おかの花兵庫県より地域サポート型特養認定 

            消費税８％に 

            兵庫県より養護老人ホーム三相園移転改築内示 

            平成２６年度社会福祉施設等施設整備補助金決定 

            三相園改築工事の設計監理契約を（株）類設計室と締結 

      ８月 １日 養護老人ホーム三相園創立（事業開始）以来６０周年 

      ８月１７日 丹波市豪雨災害 三相園裏山土砂崩れにより施設一部破損・床上浸水被害、 

おかの花砂防堰堤建設中に土砂が施設内に多量に流入被害、 

三相園、おかの花創設以来の大災害 

     １１月    三相園林地崩壊箇所石積擁壁復旧工事 

            三相園移転改築工事請負契約締結、着工（請負業者＝姫路市ハマダ）      

平成２７年 ３月    兵庫県砂防堰堤工事終了、完成 

５月    おかの花訪問看護ステーション廃止 

            第１回山田区とおかの花防災訓練実施 

      ９月    おかの花南棟 LED 照明切替工事 

   １１日 三代理事長小椎尾隆急逝（行年７４才） 

１００才以上高齢者６１，５６８人（６万人超え）合計特殊出生率１．４５ 

平均寿命：男性＝８０．７９才、女性＝８７．０５才 

        １９日 四代理事長に竹村義法就任 

理事７名（竹村義法・木村正義・井上隆義・旭成海・濟木茂明・本庄一郎・ 

小椎尾竹信） 

監事２名（野村貞夫・田中義人）、 

評議員１５名（木村正義・井上隆義・竹村義法・臼井泰夫・旭成海・小椎尾竹信・

松岡貞明・由良廣之・西田玲子・濟木茂明・大槻忠司・本庄一郎・村中三朗・ 

松山俶子・森本重治） 

１０月２７日 春日町山田に移転改築、新養護老人ホーム三相園完成（３階建て、個室） 

１１月１９日 三相園竣工式（三相園多目的ホールにて） 

１１月２１日 三相園内覧会 

１２月 １日 春日町山田に移転引っ越し入居 

１２月    法人住所を黒井２２８２－３から山田１７０に変更 



       施設住所を黒井２２８２－３から山田１２１０に変更 

平成２８年 ３月    おかの花ユニット型創立１０周年 

４月 １日 社会福祉法一部改正（社会福祉法人制度改革・福祉人材の確保の推進） 

 ５月 １日 おかの花従来型特養創立２０周年 

       鯉池（想念の池）工事 

 ７月２０日 旧三相園の解体工事着手（～９月３０日） 

       北側駐車場整備工事 

      ８月１８日 おかの花従来型特養大規模修繕工事（～１１月） 

平成２９年 ４月    社会福祉法人制度改革（経営組織ガバナンスの強化・評議員会を必置等） 

平成３１年 ４月 １日 新元号（令和）発表、翌月１日に改元 

令和 元年 ９月    １００才以上高齢者７１，２７４人（７万人超え）合計特殊出生率１．３６ 

平均寿命：男性＝８１．４１才、女性＝８７．４５才 

令和 元年１０月 １日 消費税率１０％に 

令和 ２年 １月２８日 新型コロナウイス感染者、日本で初めて確認 3 月兵庫県で感染者確認 

      ３月 ２日 全国で一斉休校、施設面会制限の実施 

        ２４日 東京オリンピック等延期決定（１年程度） 

令和 ２年 ４月 ７日 緊急事態宣言発出（東京・神奈川・埼玉・千葉・大阪・兵庫・福岡） 

        １６日 緊急事態宣言対象地域を全国に拡大、特定警戒地域（兵庫県他１２都道府県）指定 

      ５月２５日 緊急事態宣言解除 

令和 ２年 ７月１５日 昭和４５年７月１５日（１９７０年）社会福祉法人丹波養護老人ホーム三相園設立

認可以来５０年 

      ９月    １００才以上高齢者８０，４５０人（８万人超え）、内兵庫県４，５３１人、 

丹波市７０人   高齢化率２８．７％ 

     １０月 １日 社会福祉法人として発足以来５０年、５１年目がスタート 

 

 

   １０月１日現在の三相園福祉会役員（理事・監事）、評議員、各委員等一覧 

 

理 事 ６名（竹村義法〔理事長〕・旭成海・小椎尾竹信・松岡貞明・松山俶子・大槻忠司） 

名誉理事  （赤松暉久） 

監 事 ２名（野村貞夫・田中義人） 

 

評議員 ７名（木村正義・濟木茂明・本庄一郎・由良廣之・西田玲子・村中三朗・森本重治） 

評議員選任・解任委員４名（井上隆義・臼井泰夫・野村貞夫・秋山純子） 

 

おかの花・三相園処遇向上委員７名（濟木茂明〔委員長〕・本庄一郎〔副委員長〕・金川芳隆・大槻忠司・山川茂則・ 

山内冨士江・岡田まるゑ） 

 

おかの花統括施設長（小椎尾竹信） 

おかの花次長（秋山純子）  

おかの花副施設長（在宅＝井上賢廣・施設＝石田浩之） 

 

三相園（養護・特定・訪問介護）施設長（旭成海） 

三相園（養護・特定・訪問介護）副施設長（横山喜代志） 

       

           

 


