
豪華客船をモチーフとしたサービス付き高齢者向け住宅『ハイレール』をはじめ、
青森市内で複数の事業所を運営している『社会福祉法人介援会』。
他にない独創的な事業所の展開を牽引してきたのは、入江理事長自身のアイデアだ。
「誰の真似もしようとは思いません。自らの創意工夫があれば、
人はどこまででも自分のストーリーを紡いでいけます」。
そう話す理事長は今、「後進育成」という次なるストーリーを自身の人生に描き出している。
新たな人材を見出し、次の時代も地域の介護・福祉を支え続けていく─
理事長の創意工夫は、青森の地に未来永劫続く地域貢献の旗を立てようとしている。

「自分で考え、実行できる『創意工夫』があれば
自らの人生を切り拓いていけるのです」

社会福祉法人介援会 理事長／㈱イリエ 代表取締役会長

入江 克昌
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公衆浴場  湯楽園 

御食事処  丼や

『ハイレール』に併設されている『湯楽園』は、
地域に開かれた公衆浴場だ。入居者でなくて
も利用でき、年中無休で 6 時から 22 時まで
と営業時間も長いため、入居者と家族が一緒
に風呂に入り、背中を流し合うこともできる。
掛け流しの快適な風呂は、大浴場の他、電気風呂、ジェット風呂、炭酸風呂、水風呂
と種類も豊富。サウナや仮眠室も完備しており、幅広い利用者を想定して、イスや洗
い場の高さ、通路の幅など、 あらゆる面で使い勝手を考えた作りとなっている。

総戸数 72 戸、居室面積 19.44m² 〜 23.62m² という大規模な施設の内外観は、さな
がら豪華客船のよう。施設の 1F にはイベントホール、2F には出張整髪や歯科治療など
を受けるための衛生室、ラウンジ、レストランを設け、各部屋には電動 3 モーターベッ
ドやウォシュレットトイレも完備。毎日の安否確認、生活を送る上での不安や困りごとへ
の相談支援も行っている他、障がいのある方にも配慮したバリアフリー設計で、車椅子の
まま全フロアを移動することも可能だ。誰でも“入れる”ように─そんな想いを込めた
施設名の通り、高齢の単身者や夫婦の誰もが安心して居住できる空間を提供している。

『ハイレール』では定期的にイベントを開
き、入居者に楽しいひとときを提供してい
る。取材当日には「マグロ解体ショー」が
行われており、左の写真はその時の一枚。
目の前で繰り広げられるプロによる解体
を、入居者も固唾を呑んで見守っていた。

2019 年 3 月に本格オープンしたばかりの『丼や』も、
入居者だけでなく誰でも利用可能だ。丼物やラーメンな
どの定番メニューはもちろん、ビール・焼酎などのアル
コールとおつまみメニューも充実。また、たこ焼きの提
供や地場野菜の販売も行っており、「御食事処」だけに
留まらず「地域の憩いの場」としても注目される。

サービス付き
高齢者向け住宅

ハイレール
青森県青森市西大野 5-24-1

船上で宴会や食事をして楽しむ遊興用として古くより
親しまれてきた「屋形船」。その姿形を外観に取り入れ
た通所介護事業所『屋形船』は、まさにその名にふさ
わしい、楽しく賑やかな雰囲気のあるデイサービスだ。
ゆったりとした広いスペースの中、利用者たちは楽し
みながら健康維持・向上を図るための様々な介護予防
プログラム・レクリエーションを行っている。

通所介護事業所 屋形船
青森県青森市西大野 5-24-4

認知症対応型共同生活介護事業所

あおやぎグループホーム
青森県青森市青柳 2-9-28

特定相談支援事業所

あおやぎ

認知症高齢者を対象に、楽しく共同生活を送ることのできるケア
を行っている認知症対応型共同生活介護事業所『あおやぎグルー
プホーム』。看護師が常勤してい
る他、『斉藤内科小児科』『嶋中
内科循環器科』『生協さくら病院』

『芙蓉会病院』や『ミナトヤ歯科』
『堀内歯科医院』などと協力関係
を結び、入居者が安心して過ご
せるようサポート体制を整えて
いる。また、「犬と楽しく暮らせ
る」と評判を集めているように、
ペット可の施設でもある。

『あおやぎグループホーム』には、特定相談支援事業所『あおやぎ』も併設されている。「障
がい福祉サービスを利用したいのだけれど、自分がどんなサービスを選べばいいのか分から
ない」─そんな悩みを抱える障がい者やその家族の相談に乗り、障がい福祉サービスを利
用するためのサービス計画の作成を行って、相談者の様々な悩みを解決している。

訪問介護事業所 介援隊
『屋形船』内に併設された『介援隊』は、身体介護や家
事サービスなどの生活援助を含む、訪問介護サービス
を提供している。かの坂本龍馬が先頭に立ち、各地へ
海を越えて向かった「海援隊」のように、介護従事者
としての高い志を持って、地域でお困りの利用者のも
とへ日々駆けつけている。

社会福祉法人介援会

法人本部所在地 青森県青森市西大野 5-24-1

ス タ ッ フ 人 数 80 名

法 人 理 念 私たちは、障がい者や高齢者を含む全ての人が 
  自立し、尊厳をもって暮らせる理想の福祉の実 
  現へ向けて、たゆまぬ努力と研鑽を続けます。

沿 革　　2012 年 3 月　『社会福祉法人介援会』設立
 　　2012 年 4 月　「あおやぎグループホーム」開所
 　　2017 年 3 月　「介援隊」開所
 　　2017 年 4 月　「屋形船」開所
 　　2017 年 5 月　「ハイレール」「湯楽園」　「丼や」開所

事 業 内 容　　（1）第 2 種社会福祉事業（2）公益事業（3）収益事業

Masters special interview社会福祉法人介援会

事業所案内
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東京で磨いた経営手腕をもって
故郷・青森で介護事業を展開する

─本誌の前身「国際ジャーナル」の
1999 年 1 月号、2011 年 12 月号と、入
江理事長には二度にわたってお話を伺っ
てきました。改めてになりますが、理事
長のご経歴からお聞かせ下さい。
（克）　元々は学業修了後に上京し、半導
体業界で働いていました。当時は「日本
列島改造論」が終焉を迎え、建設から半
導体へと移り変わる時代。そこから東京
に 13 年ほど身を置き、半導体業界の隆
盛と共に、国鉄や電電公社の民営化、昭
和から平成への改元、そしてバブル景気
など、大変革をその真っ直中で体感して
いました。これは今だから言えることで
すが、当時は様々な副業も行っていまし
たね。クラブを経営したり、信販会社の
立ち上げに携わったり、さらには国会に
も出入りしたり……。豪腕の代議士の方

など、様々な人とお付き合いをさせてい
ただき、学んだことは計り知れません。
─それだけ事業を手掛けられていた理
事長の実績も凄まじいですよ！　まだお
若いころですよね。
（克）　色々とビジネスの手を広げたのは
30 代に入ったころでした。ただ、他の
全てのビジネスで成功を収めた一方で、
本業である半導体業界は徐々に冬の時代
を迎えることとなりました。アイデアに
よって良い物を生み出すことよりも、量
産やモデルチェンジ、苛烈なコストダウ
ンが求められるようになったのです。そ
こで、私は東京でのキャリアに一区切り
を付けることを決めました。平成元年に
全てのビジネスを後任に託し、裸一貫で
地元・青森へと帰郷したのです。
─そうして故郷で一から挑戦を始め、
介護業界で躍進されていったと。
（克）　ええ。東京での経験を駆使し、ま
ずは一人で福祉事業を始めました。そこ

から、こちらの寛やもう一人の弟・篤に
も協力してもらい、『イリエ』を設立。
10 の介護事業所を運営していることは
前回もお話しした通りです。
─そこから現在までの 7 年の間に、こ
ちらの法人を新たに立ち上げられ、さら
に介護事業を拡大されたようですね。
（克）　ええ。引き続き『イリエ』を経営
しつつ、新たに『社会福祉法人介援会』
を立ち上げ、施設の立ち上げを進めてき
ました。現在は『ハイレール』をはじめ
とした 7つの事業所を運営しています。

飛躍的な事業展開の根底にある
「創意工夫」という信念

─次々と大規模な施設を展開してい
く、その積極的な姿勢が素晴らしいです。
（克）　ただ思い付いたアイデアを実行に
移してきただけのことです。やるか、や
らないかは自分次第ですから、決して特

青森の人 と々介護・福祉業界を
「創意工夫」で支え続ける

公衆浴場や御食事処を併設する大規模なサービス付き高齢者向け住宅
『ハイレール』をはじめ、青森市内で 7 つの事業所を展開している『社
会福祉法人介援会』。入江理事長はその他に『イリエ』の経営も手掛け、
同社では 10 の介護事業所を運営している。「創意工夫」の信念を胸に、
青森の介護・福祉を支えてきた理事長、そして理事長の弟で『イリエ』
の代表取締役を務める寛氏に、渡嘉敷勝男氏がインタビューを行った。

入江 克昌社会福祉法人介援会 理事長
㈱イリエ 代表取締役会長
青森市出身。学業修了後に上京し、半導体メーカーの
代理店に就職する。そこから 10 年以上を東京で過ご
し、会社勤めをしながら様々な副業を展開。平成元年
に帰郷し、福祉事業をスタートした。1995 年には『イ
リエ』を設立し、10 の介護事業所を展開。2012 年、
新たに『社会福祉法人介援会』を立ち上げ、現在に至る。

弟の●●氏を交えて

社会福祉法人 介援会　URL：http://www.kaienkai.com
サービス付き高齢者向け住宅 ハイレール／公衆浴場 湯楽園／御食事処 丼や
青森県青森市西大野5丁目24番地1

訪問介護事業所 介援隊／通所介護事業所 屋形船
青森県青森市西大野5丁目24番地4

認知症対応型共同生活介護事業所 あおやぎグループホーム／特定相談支援事業所 あおやぎ
青森県青森市青柳2丁目9番28

株式会社 イリエ　青森県青森市大字安田字近野366-6
▲入江理事長のもう一人の弟・篤氏（写真右）を交えて。篤氏は
現在『マッサージリハ特化型 ディサービス元気』の代表 CEO を
務めている。

別なことではないと思っています。
─簡単におっしゃいますが、アイデア
はあっても実行できない人は五万といる
でしょう。なぜ思い切れるのですか。
（克）　アイデアが生まれて、それを多面
的に考えていく中で、他人ではなく自分
の心に背中をどんと押される瞬間がある
のです。たとえばバンジージャンプはど
うしたって怖いですが、「このタイミン
グ！」という時に自分に喝を入れて飛ば
ないといけないですよね。ボクシングで
も「どんな大きな相手とも戦える！」と
いう思い切りが付く瞬間があるのではな
いでしょうか。そういう全身に力が漲る
瞬間を、私は「チャンス」と言うのだと
思っています。よく「運」と「チャンス」
という言葉を皆さん使われますが、私に
とっては全く別物です。
─確かにスパーリングを繰り返すうち
に、「強くなっている」と感じる瞬間が
ありますね。それは「運」ではなく、おっ
しゃるように自分の努力で掴んだ「チャ
ンス」です。しかし、そのチャンスを見
誤って失敗する人も多いですよね。

（寛）　一緒に仕事をし続けてきた私から
見ても、兄が失敗することは決してあり
ません。それは最初から「こうなる」と
いうイメージが明確にでき上がってい
て、そこに向かって突き進むだけという
状況になっているからだと思います。こ
ちらの法人も私たちが全く知らないうち
にアイデアが練られていて、気づけば兄

の主導で施設が展開されていきました。
いつこれだけのことを考え、どう実行し
たのか。私も驚いているぐらいです。
─しっかりと具体性を持ったアイデア
だからこそ、理事長の辞書に「失敗」は
ないわけですね。では、理事長がモットー
とされていることは何ですか。
（克）　これはずっと変わらず「創意工夫」
ですね。人の真似事をするのは大嫌いで
す。真似で行けるのは相手と同じところ
までで、その先にストーリーはありませ
ん。しかし、誰の真似もせず自分で考え
て進み続ける人間は、どこまででも永遠
にストーリーを紡いでいけるのです。私
はこれまで、自分が間違っていないかの
確認をするために、常にやったことはノ
ウハウも全て公表してきました。そこで
誰かが真似をすれば成功、誰も真似しな
ければビジネスとして普遍性がないとい
う点で失敗と言えるでしょう。このよう
に公表できるのは、たとえ真似されたと
しても、私たちは己のアイデアでさらに
その先へと突き進んでいけるからです。
─自ら考え、実行する。そんな「創意
工夫」が理事長の成功の秘訣なわけだ。

55 歳で始めた次なる挑戦
次代を担う後継者を育て上げる

─以前の取材では 55 歳で第一線を退
き、次の挑戦を行うと伺っていました。
（克）　ええ。私が 55 歳を迎えた時にや
りたかったのは、後継者となるような人
を探し出すこと。そのために、ここ数年

は世界中を旅してきたんですよ。そんな
中、フィリピンで良い人材と出会うこと
ができました。今は 3人のフィリピン人
を日本に呼び、奨学金や生活費を支給し
て、日本の学校で学んでもらっています。
─親代わりとなられていると。しかし、
なぜ日本人ではなく外国人を？
（克）　もちろん青森にも日本中にも優れ
た人材はいますし、日本人の育成にも力
を注いでいます。ただ、日本だけでなく
世界中に才能を持つ人はいるわけですか
ら、広い市場を見ないといけません。日
本でも今、外国人労働者の受け入れが進
んでいますが、それは労働力不足の解消
という側面が強いでしょう？　しかし、
彼らは物ではありません。日本の人手不
足を補填するために呼び寄せるのではな
く、私は優秀だから集まってもらってい
る。そして、日本人と同じように育てて
いきたいと思っているんです。
─では最後に、次世代を担う方々への
メッセージをぜひお願いします。
（克）　フィリピン人の彼らや日本人の従
業員たちにも、私の経験の全てを注ぎ、
いずれは後を任せていきたいと思ってい
ます。そんな彼らに伝えたいのは、夢は
実現するということです。だから、しっ
かりとした夢を掲げ、それを叶えるため
に自分自身で考え抜き、実行し続けてほ
しい。その積み重ねが、自らの人生を切
り拓き、夢を成し遂げる力となります。
─理事長のもとから多くの才能が羽ば
たいていくことを楽しみにしています！

（取材／ 2019 年 1 月）

㈱イリエ 代表取締役社長　入江 寛

「誰を頼ることもなく、自らの『創意工夫』によって
走り続けてこられた入江理事長。その辣腕ぶりの一
方で『多くの人の生活が双肩にかかっていますから、
自分に何かあれば周りの人はどうなるのか、と考え
ることもあります』とも話されていました。従業員
さんや利用者さんへの強い責任感と理事長の人情味
を感じるお言葉でしたね。これからも活動を通じて、
周囲の人々を守り続けて下さることでしょう」

ゲスト　渡嘉敷 勝男

　最初に本誌で取材をした 20 年前から、入江理事長が変わらずモットーと
してきた「創意工夫」。そのルーツは幼少期にあった。
　子どものころから物を作ることが好きだったという理事長。たとえば「技
術」の授業でラワン材が支給されれば、多くのクラスメイトが本棚を作る中、
一人サイドボードやコーナーラックを作っていたという。また、中学生の時
には写真にのめり込み、卒業アルバムの現像・編集を全生徒分、一人で手掛
けたこともあった。周囲に頼らず、自分で考えて何かを作り上げるというこ

とは、その時から理事長の心に染み付いていたのだ。
　その姿勢を今も貫く理事長は、ビジネスだけではなく趣味の釣りにも「創
意工夫」を欠かさない。何と使用する竿は自身で手作りしており、それで抜
群の釣果を記録しているという。「釣りは竿一本で魚と駆け引きするわけで
すから、魚の気持ちを分からないといけません。ですから、自分で竿を作る
のです」。そんな言葉に、理事長という人の本質が垣間見られる。
　従来の考え方やしきたりにとらわれず、物事を新しい見方で作り出す「創
意」。そして、自ら考えを巡らせ、良い方法や手段を見つけ出す「工夫」。そ
の 2 つで理事長は、これまでもこれからも自身の道を切り拓き続けていく。

常に貫き続けてきた「創意工夫」

企企業は人なり〜その人物像を探る Masters special interview
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