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ここには、あたたかい「家」がある、
あたたかい 「人」がいる、あたたかい「時間」がある。

ベルポートまるこ
開設10周年にあたって
　当法人は、「ひとがいきいきと暮らせる、
地域の福祉づくりに貢献する」を理念に、
平成７年４月に青木村に「ラポートあおき」
を開設したところからスタートしました。
その後、平成２０年４月に上田地域広域連
合が運営していた特別養護老人ホーム「徳
寿荘」及び養護老人ホーム「陽寿荘」の
運営移管を受け、同年１２月に上田市中丸子に移転新築して「高齢者
福祉施設ベルポートまるこ」を開設いたしました。
　これにより、青木村と上田市中丸子の２か所を拠点とした高齢者福祉
施設及び在宅サービス等の運営を通じて、地域の高齢者の福祉増進に
積極的に取り組み、現在に至っています。
　「ベルポートまるこ」は、特別養護老人ホーム120 床、養護老人ホー
ム70 床、合わせて入所定員 190 床という県下最大級規模の施設で
あるとともに、上田市初の全室個室のユニットケア型の施設となってお
り、家庭的な雰囲気で生活していただける設備を最大限活用しながら、
併設のデイサービスセンターとともに、ご利用者の皆様にぬくもりのある、
あたたかいケアを提供できるよう日々努力しています。
　「ベルポートまるこ」の開設 10 周年を機に、さらに関係行政・機関
及び地域住民の皆様のお力添えをいただきながら、関連法人である「医
療法人丸山会」の「丸子中央病院」をはじめ老人保健施設その他の
事業所と積極的に連携し、役職員一同力を合わせて地域の皆様からの
ニーズに応えられるサービス提供に努めてまいりますので、皆様のご支援
ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

社会福祉法人大樹会
理事長　丸山　和敏

～法人理念～

社会福祉法人大樹会は
「ひと」がいきいきと暮らせる、
地域の福祉づくりに貢献します。



ベルポートまるこ
開設10周年によせて
　私の「ベルポートまるこ」への関わりは、平
成１５年６月に上田地域広域連合が募集した
「特別養護老人ホーム等整備事業」のプロ
ポーザル参加事業者への応募から始まりました。
応募にあたり、ユニットケアについて様 な々本
や資料を頼りに学ぶなかで、施設での個別ケ
アを行うには不可欠で、ご利用者にとって理想的と確信しました。
　平成 16 年１月に事業予定者として決定後、約４年間の歳月がかかりま
したが、平成 20年 12月１日待ちに待った「ベルポートまるこ」が完成し、
平成 20年 12月14日、雪がちらつく中「徳寿荘」「陽寿荘」から引越し、
「ベルポートまるこ」での運営が始まりました。
　ユニットケアの基本である「ご利用者が自分の住まいと思える環境づくり
とともに、24時間のご利用者それぞれの生活を保障していくこと」は、開
設から10年間たった今でもまだまだ試行錯誤の連続で発展途上です。
　今後もご利用者の皆様、ご家族の皆様、地域住民の皆様に「ここで良
かった」と思っていただけるような「ベルポートまるこ」を目指して職員一
同努力してまいりますので、益々のご指導ご協力をお願い申し上げます。

ベルポートまるこ東
施設長　若林　喜久雄

ベルポートまるこ
開設10周年にあたって
　平成 20 年１２月に、「ベルポートま
るこ」が開設され１０年が経ちました。
　開設当時はもちろん、今でも職員一
同で試行錯誤を繰り返し活動していま
す。これまでもご利用者の方々、ご家
族様、地域の皆様には支えられてきま
した。これからも皆様に愛される、頼
られる施設になるよう職員一同　取組
んでいきたいと思います。

ベルポートまるこ東
副施設長　中村　千代子

～法人理念～

社会福祉法人大樹会は
「ひと」がいきいきと暮らせる、
地域の福祉づくりに貢献します。

ベルポートまるこ
開設10周年にあたって
　ご利用者の皆様、地域の皆様がこ
れからも、住み慣れた地域で住み続
けることができるよう、職員一同協力し
て、必要な福祉サービスを提供してい
きたいと思います。
　これからも「ベルポートまるこ」をよ
ろしくお願い致します。

ベルポートまるこ西
施設長　掛川　敦



沿革

平成 6年 3月 9日 社会福祉法人大樹会設立（本部：長野県小県郡青木村）
平成 15年 6月 上田地域広域連合において、運営する特別養護老人ホーム「徳寿荘」及

び養護老人ホーム「陽寿荘」の両施設を、上田市（旧丸子町）のカネボ
ウ跡地に移転新築し社会福祉法人による運営に移管する整備方針のもと
に、プロポーザル参加事業者募集

平成 15年 7月 上田地域広域連合の参加事業者募集に対し社会福祉法人大樹会から応募
平成 16年 1月 上田地域広域連合において社会福祉法人大樹会が事業予定者として決定
平成 16年 5月 上田地域広域連合において社会福祉法人大樹会が事業者として正式決定

し整備運営に関する協定締結
平成 19年 4月 長野県から「平成 19年度社会福祉施設整備事業」補助対象として採択
平成 19年11月 上田市中丸子カネボウ跡地の建築予定地にて「高齢者福祉施設ベルポー

トまるこ」建築工事起工式実施

平成 20年 4月 1日 上田地域広域連合から「徳寿荘」及び「陽寿荘」の運営移管を受け事業
開始
　◇「徳寿荘」
　　・特別養護老人ホーム　　定員　70人
　　・短期入所生活介護　　　定員　 4人
　◇「陽寿荘」
　　・養護老人ホーム　　　　　　　定員　76人
　　・生活管理指導短期宿泊事業　　定員　 2人
　　・特定施設入居者生活介護
　　・訪問介護

平成 20年12月 9日 「高齢者福祉施設ベルポートまるこ」の建物が完成し関係の皆様にお寄
りいただき「竣工祝賀会」実施

平成 20年12月14日 「高齢者福祉施設ベルポートまるこ」がオープンし、「徳寿荘」及び「陽
寿荘」両施設から引越し運営開始
　◇「ベルポートまるこ東」
　　・特別養護老人ホーム　　定員　110 人
　　・短期入所生活介護　　　定員　 10人
　◇「ベルポートまるこ西」
　　・養護老人ホーム　　　　　　　定員　66人
　　・生活管理指導短期宿泊事業　　定員　 4人
　　・特定施設入居者生活介護
　　・訪問介護

平成 21年 2月 1日 「ベルポートまるこデイサービスセンター」開所
　　・デイサービスセンター　　　　定員　20人

平成 26年 8月 1日 「ベルポートまるこデイサービスセンター」定員を 25人に変更
平成 29年 8月 1日 「ベルポートまるこデイサービスセンター」定員を 30人に変更

「高齢者福祉施設ベルポートまるこ」
10周年までの歩み

写真提供：故　佐藤宏様 写真提供：丸子郷土博物館様

写真提供：丸子郷土博物館様

写真提供：丸子郷土博物館様

写真提供：丸子郷土博物館様

写真提供：丸子郷土博物館様

「ベルポートまるこ」は
「鐘紡丸子工場」跡地の
一角に建てられています



徳寿荘・陽寿荘から
　　　大樹会ベルポートまるこへ



10年かけて育んだ
10のこと

敬老祝賀会
夏祭り

施設が１番アツく
なる日

みんなが１つにな
る日

ご利用者へお祝
いの想いをこめて



長野大学との
つながり

丸子修学館
高校とのつながり

若い力が支える

「ベルポートまる
こ」の未来



ベルポートまるこ
デイサービスセンター
開所

地域の保育園・
学校とのつながり

宮城県東松島市
「社会福祉法人 ことぶき会
  はまなすの里」との交流

ご利用者の皆さん
の笑顔とお元気な

姿が

私たち職員のエネ
ルギーです

子供達の笑顔に
元気をもらってい

ます

東日本大震災時
の支援をきっかけ

に

交流が深まってい
ます



ベルシティまつりへの参加

ボランティアさんとの
つながり

4法人の
つながり

より良いサービス
提供のため

依田窪福祉会・
みまき福祉会・恵

仁福祉協会の

皆さんと共に研鑚
と交流を深めてい

ます

傾聴、演奏、合
唱、生け花、ダ

ンス…

大勢の皆さんに支
えて頂いています

「歴史を紡ぎ未来
へつなぐ」

地域の輪が広がっ
ています

10年かけて育んだ
10のこと



私たちの10年前と
10年後

介護支援専門員

小沢　貴史
ケアワーカー

志摩　柚希
生活相談員

吉池　裕也
ケアワーカー

中沢　美鈴

Ｑ 10 年前どんな思いで入社しましたか？
小沢　「ご利用者お一人お一人に寄り添った介護がしたい！それが

この職場ならできるという思いで入社しました」
吉池　「新卒入社だったので、とにかく不安な気持ちと緊張でいっ

ぱいでした」
Ｑ 10 年後の自分へのメッセージ
小沢　「この10年どんな時もご利用者を第一に考えることがよい

結果につながってきました。初心を忘れず！この言葉を10
年後の自分に伝えたいです」

吉池　「地域の方 と々少しでも多く顔見知りとなっていれば嬉しい
です」

Ｑ 10 年前は何をしていましたか？
志摩　「魔法使いを夢見て勉強を頑張っていました」
中沢　「保育園の時からずっとピアノを習っていて、友達と色 な々曲を弾

いていました」
Ｑ 10 年後の自分へのメッセージ
志摩　「今と変わらず、ポジティブでいてほしいです」
中沢　「立派な大人になれるように頑張りたい！」

入社日 平成20年4 月1日 入社日 平成30年4 月1日

10年前です

10年前です
10年前です

ベルポートまるこ東
特別養護老人ホーム

ベルポートまるこ東
特別養護老人ホーム

あまり変わって
いませんが…



10周年を迎え、これからも皆様から愛されるベルポートまるこを目指します!!



社会福祉法人 大樹会　
高齢者福祉施設　ベルポートまるこ

〒 386-0405  長野県上田市中丸子 1897-1
特別養護老人ホーム  ベルポートまるこ東　0268-43-1600
養護老人ホーム  ベルポートまるこ西　　　0268-43-1500
ベルポートまるこデイサービスセンター　  0268-43-1700
bp.maruko@ever.ocn.ne.jp
http://daijukai.or.jp

住 所
ＴＥＬ 

E-mail
H P

最新情報発信しています。
ぜひご覧ください。

ベルポートまるこ


