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理事長挨拶
　2019年度もお陰様で、新型コロナウイルス
の恐怖を感じながらも何とか無事に終えること
ができました。皆様のお支えをいただき安定的
に経営を行うことができました。感謝申し上げ
ます。3つのステーション構想（リハステー

ション、看護ステーション、栄養ステーション）が、6つのデ
イサービスの成長につながり、経営安定化と働く職員の安心・
安定に寄与したものと思われます。

　2020年度は、新型コロナウイルス感染症の被害を無くす、
いかに最小にするかが、最大の課題です。職員・利用者様の健
康管理、事業所の衛生管理に万全の態勢で臨んでまいりたいと
思っています。このような不安の中ですから、どうしても後ろ
向きに考えてしまいがちですが、「明けない夜はない」と希望
を持って、2025年の地域包括ケアの充実を目指して、下記の
取り組みを実施してまいります。

　理事長　森口　茂

　2020年度は昨年に続き、高卒2名の新卒採用、さらにケアワーカー4名、理学療法士1名、管理栄養士1名、看護

師2名の計1０名が新たに近江ちいろば会の仲間に加わりました。今後の活躍を大いに期待しています。

１：採用・育成・定着力強化
人材こそ事業の宝です。労働環境の整備と人材の育成に取り組みます。

２：4つのステーション構想
ステーション構想とは、専門人材を特定部門に集約し必要な事業に支援
することにより、法人価値を向上させることです
①看護ステ－ション　②リハステ－ション　③栄養ステ－ション
プラス　④労働衛生改善ステ－ション
ケアの価値向上と働き易い職場つくりに、挑戦します。

３：創業25周年記念行事開催
①祝賀会　②講演会　③法人の歩みをパネル展示します。

近江ちいろば会のブランディング向上につなげます

　近江ちいろば会の感染症予防対策：職員と利用者様を感染症から守ることと、業務改善による働き方改革を進めます。
 １：感染症委員会稼働による予防徹底
 ２：出入り口の体調管理と手首消毒の徹底、ケアハウス食堂の感染防止
 ３：事務所の分散化（フリースペース化）と濃厚接触防ぐ取り組み
 ４：サテライト事業所とITツールを活用したテレビ会議
 ５：時差出勤や訪問サービスの直行直帰　等

感染予防の取り組み

３つの取り組み

2020年度に向けて
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役職者研修 11月16日、12月14日

　管理者・主任研修は、天晴介護サービス総合研究所㈱の
榊原先生をお招きし、管理者研修、主任研修を一日かけて実
施しました。
　テーマは、部下育成・チーム力向上・職場内の課題解決。
　座学だけでなく、事業所の困りごと、悩みを具体的に話し
合い現場で役立つ研修になりました。

在宅死に関する研修会 2月11日

　滋賀医科大学主催の在宅死に関する研修会が、2月ピアザ淡海
で開催され、パネラーとして森口理事長が参加しました。
　これから、増えてくる在宅死をどのように実現していくかは、地
域包括ケアの実現には大きなポイントと思われます。医師、訪問看
護、ケアマネジャーの連携が鍵であると再認識する機会でした。

滋賀県社会福祉学会報告 2月21日

　2月21日長寿社会福祉センターでゆめとまの家の「園芸療
法と生活リハビリに機能訓練の視点を取り入れた活動の効
果」について発表させていただきました。
　広い畑を耕し、種をまき、育て、収穫し、調理をして食べる
一連の行為を作業療法士と連携して見直し認知機能の改
善、心身機能改善に取り組みました。
　他事業所の取り組みを聞けたことや、ゆめとまの活動を考
察できたことを今後に繋げていきたいです。

2019年度業務改善活動成果発表会 2月20日

　2019年度の業務改善活動成果発表会を2020年2月
20日（木）に開催しました。今年は各チームの創意工夫が
凝縮された活気ある発表会となりました。第1位には、
「小規模多機能ぼだいじみんなの家」が選ばれました。
ご利用者が自分でできることを増やす取り組みを行い成
果を上げられました。2位「デイケアの家おしどり」、3位
「デイサービスセンター虹」と「ぼだいじ訪問看護ステー
ション」、オーディエンス賞には、「デイサービスセンター
いこい」が選ばれました。

事業内容
ケアハウス ピスガこうせい／ぼだいじデイサービスセンター／ぼだいじ
ホームヘルパーステーション／ぼだいじ居宅介護支援センター／グルー
プホームぼだいじ／中央デイサービスしんあい／小規模多機能型居宅介
護　ぼだいじみんなの家／みなくちみんなの家（グループホーム、デイ
サービス、ケアプランセンター）／ぼだいじ訪問看護ステーション／デイ
ケアの家おしどり／ゆめとまの家おしどり／ふれあいの家おしどり／

竹中喜美子
橋本るつ子
西村　泰平
木村　淳子

後宮　明子・京子
森　サワ子
とみおか内科クリニック
植田　雄介

大野　佳子
水口子どもの教会
京都丸太町教会シオン会
水口教会

デイケアの家おしどりは 2020年3月にお風呂の増築工事をしました。

　パナソニックのアクアハートを
採用しました。高齢者が使いやす
い設計です。今までよりも浴室、脱
衣場が広くなり浴槽はユニバーサ
ルデザインで体に障害のある方に
も入りやすくなりました。

　医療的な処置が必要な方には落
ち着いて看護師から処置が受けら
れる部屋もできました。

ご利用者様からは

「きれいで明るくて

気持ちがいい」と

喜ばれています。

2020年度
スローガン 変化を興し、飛躍する　何を変え、何を創造するか !

2020年度チーム力向上の取り組み「 学ぶ会 」
　課題に対して自分の頭で考え組織メンバーとチームを築いて解決していく力

を身に着けるには日頃の研鑽が重要です。

　今年は一冊の本を読み、語り合うことを通してお互いの成長につながるよう

にしてまいります。
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事業所の特徴

　住み慣れた自宅に介
護職員が訪問しその方
の能力に合わせた介護
サービスを提供します。
全ての職員が口腔ケア
に取り組みます。

2019年度の取り組み

　忙しいときも全員が
モチベーションを保っ
てお互い助け合えた 1年でした。
　口腔体操や口腔ケアの勉強会を継続しチーム力やケアが向上しました。
　今年度は 3名の看取りを看させていただきました。

2020年度に向けて

　全員で力を合わせ、さらに特徴や魅力のあるサービスを提供します。
　口腔ケアが全員出来る、看取りケアも多職種と連携して積極的に受けます。

メンバーの特徴

　一人一人を大切にし、皆がお思いやりの気持ちをもって助け合えるチーム
です。

事業所の特徴

　住み慣れた地域や自宅で、
その人らしく療養できるよう
に、24 時間 365 日対応し、
利用者様の療養生活を支援し
ています。

2019年度の取り組み

　作業療法士、理学療法士を
迎えて、訪問リハビリを開始
しました。

2020年度に向けて

　サテライト開設へ向け準備
しています。新たなぼだいじ
訪問看護ステーションを目指
します。

メンバーの特徴

　経験豊富なスタッフばかりです。家では皆、やさしいお父さん、お母さん
です！

事業所の特徴

　顔なじみの職員による 24時間 365日の安心をお届けします。

2019年度の取り組み

　地域交流、自立支援、看取りを行い、全職員が同じ方向に向かって進むこ
とができました。業務改善を行うことで環境改善・職員育成につながり大賞
をいただきました。

2020年度に向けて

　前年度以上に、皆
さんが安心して住み
慣れた環境で暮らし
ていけるためのサ
ポートや提案を行い
ます。利用者様と職
員がイキイキと過ご
し、笑顔で「みんな
の家」に来られる事
業所を目指します。

事業所の特徴　

　入居者様の思いに寄り添えるスタッフにより、安心してお過ごしいただけ
るグループホームです。

2019年度の取り組み

　2名の方の看取りをさせていただきました。所長と副所長の体制を組み、職
員が安心して働ける環境を整備しました。

2020年度に向けて

　「さすが、グループ
ホームぼだいじは入居
者さんも、職員も笑顔
で元気なところだ」と
評価いただけるよう、
入居者さんの「快」が
増える活動を行いま
す。対話を増やし職員
間の絆が強まるよう努
めます。

事業所の特徴　

　何事に対しても職員全員で考え職員全員で協力し取り組みます。
　入居者様が安心と楽しみを持った生活を送れるよう支援しています。

2019年度の取り組み

　自立支援への取り組み、小規模行事が定着し入居者様の活動の場を広げる
ことで、交流の場が増え活動量を上げることが出来ました。

2020年度に向けて

　「ピスガこうせいは
みんな元気で楽しそ
う」と言われるよう、
自立支援への取り組
みを継続。入居者様
が「したい」と思う
意欲を大切にし、サ
ポートしていきます。

事業所の特徴
　住み慣れた地域で、いつまでも自分らしく居られるようにサポートが出来
る事業所。
　利用者様の出来ることを見極め、QOLの維持を支援します。

2019年度の取り組み

　いろんな活動プログラムを職員一丸となり取り組んでまいりました。それ
ぞれの方の満足度向上につながったと思います。

2020年度に向けて

　ご利用者、ご家族、ケ
アマネジャーから「ここ
はええとこや」と言われ
るように、いつまでも自
分らしくいられる居場所
を作れるように、職員一
丸となり取り組みます。

事業所の特徴　

　介護職員、理学療法
士、看護師、歯科衛生
士が連携し「心と体が
元気になるデイサービ
ス」を運営しています。

2019年度の取り組み

　しっかりと体を動か
していただける機能訓
練のメニューを充実さ
せ、また、心から参加したいと思える選択制のレクリエーションプログラム
を充実させました。そのことによりお越しいただいた皆さんにより活動的に
過ごしていただけることができるようになりました。

2020年度に向けて

　今年度は「楽しくて仕方がないデイサービス」という目標に加え、日常的
なケアを再度見直しながら必要なケア、関わりをしっかりとおこなっていけ
るデイサービスを目指していきます。

チームの特徴

　笑顔いっぱいの美男美女ぞろいです。

事業所の特徴

　『人にしてもらいたいと思うことを、人にもしなさい。』の法人理念のもと、
住み慣れた地域で自立した生活を送っていただけるように、人と人とのつな
がりを大切にして相談支援を行っています。

2019年度の取り組み

　ケアマネジメントの質の向上を目指して、メンバー全員が研修に参加して
学びあうことで、課題も明らかとなりチーム力向上に繋がりました。

2020年度に向けて

　その人らしい暮ら
しを支援するために、
納得いただけるケア
プランを作成できる
ように『その人らし
さ』を知る情報収集
や関係者とのチーム
ワークづくりに努め
ていきます。

事業所の特徴

　少人数で家庭的な
雰囲気の中、広い畑
を活かした園芸リハ
ビリや生活リハビリ
に活き生きと活動し
ています。

2019年度の
取り組み

　作業療法士、理学
療法士、看護師による個別機能訓練を開始し、ゆめとまでの活動に自然な形
でリハビリを取り入れながら、実生活に繋がっていくことを目指して取り組
みました。

2020年度に向けて

　2019年度の取り組みを進めていきながら、それを見える化することで、さ
らに活動が充実し、生活に役立つよう取り組みます。

メンバーの特徴

　優しくて芯が強くて意外に？繊細。ゆめとまでみなさんと一緒にやりたい
ことが一杯の私たちです。今年は音楽にがんばります♬

事業所の特徴

　おしどりの周りは自然
がとても豊かにあります。
　「ひとり一人を大切に」
をテーマに個性を尊び、
みなさんのやってみたい
と思う気持ちを大切に支
援しています。

2019年の取り組み

　利用者様が生活リハビ
リ（畑、調理、縫い物、ウオーキング、歌、楽器）を通して、楽しいと感じ
られる事に参加し心と体が元気になっていただけました。

2020年に向けて

　住み慣れた家や地域にいつまでも暮らせるように生活リハビリを通して自
立・自律の支援を楽しみながら行います。

チームの特徴

　私たちはおしどりバンドと言う音楽バンドを結成しています。
　バイオリン、フルート、ピアニカ、ピアノなど職員の得意な楽器で演奏し
ています。皆さん機会があれば聞いてください。

事業所の特徴

　曜日も職員も増え、さ
らに活動の幅が広がり
ます。いつも笑いと会
話の絶えない日々です。

2019年度の取り組み

　いろんなボランティ
アさんが定期的に気軽
に活動に加わって下さ
り、活動に幅が広がり
様々なことに挑戦がで
きました。一昨年に続き昨秋も「菩提寺まちづくりフェスタ」にて、手作り
品の出店もおこないました。

2020年度に向けて

　4月から開所日が火曜・金曜の週２回となり、法人唯一の介護予防のデイサー
ビスとなりました。ご利用者様・職員が増え、さらにリハビリ職が活動に加
わりました。「動くからだ、躍るこころ！」で、新たなスタートです！

メンバーの特徴

　それぞれの得意なことや特技を存分に活かして行きたいです！

事業所の特徴

　街中にあり、自然と地域の方々と触れ合うことが出来る事業所です

2019年度の取り組み

・�思いを伝えにくい方の「困りごと」を把握し、解決して頂ける様に行動する
ことを心掛けました。

・�ご家族との交流（家族会、わいわいフェスタ、日帰り旅行、餅つき）
・�綾野まちづくり協議会と交流の機会を沢山持つことが出来ました。
　防災訓練、あやのわいわいフェスタ、まちづくりネットワーク、視察研修
　みなくち干瓢つくり（苗植えから収穫、皮むき、天日干し）

2020年度に向けて

・�水口町の方に「みなくちみ
んなの家」のことを知って
頂き、相談窓口となれるよ
うに活動する。

・�地域包括支援センターや綾
野まちづくり協議会、他事
業所と連携し、年をとって
も、認知症になっても住み
やすい街づくりの一端を
担っていきたいと思います。

事業所の特徴

　介護保険請求、経理、人事労務、総務等の業務を通して各事業所を後方支
援するプロ集団です。

2019年度の取り組み

　各事業所への様々な運営支援や事業再編のための協力、業務の効率化、ス
ピード化のためにナースコールの更新やwifi の導入、パソコン等の入れ替えな
ど職場環境の整備を行いました。また、人材的には高卒 2名をはじめ有望な
若手、中堅、ベテラン職員を入職に結び付けることができました。

2020年度に向けて

　創立 25周年という
記念すべき一年、さ
らに法人ビジョンの
実現に向けて事業所
支援の強化とブラン
ディング向上に取り
組みます。

事業所の特徴
　4月から 1名新たなメンバー
も加わり総勢 8 名で“来られ
た時より少しでも明るく！元気
に！健やかに！”をモットーに、
お一人おひとりの尊厳を大切に
していきたいです。

2019年度の取り組み
　家庭的・季節的・健康的な活動を中心に自然と心を動かしてくださるよう
に努めました。そして、和室・静養室を改修させていただき、これによりリラッ
クスできる時間や環境を増やすことができました。

2020年度に向けて
　昨年度から週 1回、作業療法士による健康教室を始めましたが、そのおか
げで、身体や筋肉の使い方だけでなく、動作や行為についての意思の働き方
や考え方について学ぶことができました。今年度も更に全体像の理解を深め
ていきたいと思います。

チームの特徴
　認知症の症状を正しく理解するとともに、その人らしい居場所や役割など
の環境や時間がつくれるように努めていきたいと思います。今年度もどうぞ
宜しくお願い致します。

事業所の特徴

　ちいろば会施設をご利用いただく皆様のために安心と安全をモットーに食
を通して思わず笑顔になるような食事提供を提案させていただいています。

2019年の取り組み

　年度方針に基づき食のステーション構想から利用者の方に向けて配食サー
ビスの実施を軌道に乗せる事ができました。

2020年に向けて

　年度方針の中のひとつであります栄養ケアステーションの確立を直営の厨
房の良さを生かしながら利
用者様の支持を得る事、と
ともに低栄養改善の取り組
みを行っていきます。

メンバーの特徴

　甲賀市水口町に開所して、9年目を迎えます。
今年度も引き続き、児童、障害、高齢等多分野で経験してきたケアマネージャー
が地域の皆様のご支援、ご相談のお手伝いをさせていただきます。
いつでもお立ち寄り下さい。

事業所の特徴

毎日手作りの美味しい料理を提供しています
特にチラシ寿司は、最高においしいです。
利用者も職員もみんなの家の食事が大好きです。

事業所の特徴

　定員 10名の、温かい雰囲気のデイサービスです。

2019年度の取り組み

・�今までされてきた事や得意なことでの自立支援の取り組みを進めることがで
きた。

・�理学療法士、作業療法士と連携をし、日常生活に必要な動作が続けられるよ
う、体操を行い、自宅での生活に繋げている。

・�中学の職場体験、あやのわいわいフェスタに参加し、みなくちみんなの家を
知って頂く事が出来ました。

2020年度に向けて

・�皆さんが住み慣れた家で安
心して生活を送ることが出
来る様に、自立支援の取り
組みを行っていきます。同
時に、ご家族の負担軽減も
支援できる事業所を目指し
ます。

メンバーの特徴

　ご利用者やお互いの事を思いやれる、優しい職員です。チームワーク抜群です。
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