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2021年度新入職員のご紹介2021年度新入職員のご紹介

2020年度の成果と2021年度の取り組みについて
　2020年度は、コロナ禍の一年でしたが感染
症委員会の取り組みが実りお陰様で職員、ご利
用者様一名の感染者も出ることなく過ごすこと
ができました。この間、感染症予防に協力いた
だいた職員、ご家族様、ご利用者様、関係者の
皆様には感謝申し上げます。

　コロナ感染への精神的な怖れと不安との闘い、感染予防備品
の調達への取り組み、窮屈な生活の中での安定した生活の過ご
し方支援などその時期で異なりますが、今までにない一年であ
りました。この5月には施設入居者様にはワクチン接種が始ま
り少しの安心が加わりますが、収束するまではこの感染予防の
取り組みは継続して、感染を防いでいきたいと願っています。

　理事長　森口　茂

　2021年度は新卒(短大・専門)２名、看護師3名、理学療法士1名、ケアワーカー1名の計７名の職員が新たに私
たちの仲間に加わっていただきました。今後のご活躍を大いに期待しています。

2021年度の取り組み

2020年度の成果

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／

家形　日出
本田　和之・清実
後宮　明子・京子
伊勢戸　敏信
小西　清信

扇田　紀子
大門　義和
冨岡　幸生
森　サワ子
鈴木　妙子

木村　淳子
日垣　数子
原田　潔

2021年度も「 学びの会 」を開催します。
　昨年度からスタートした「学びの会」、今年度はアドラーの『嫌われる勇気』
を読み、メンバーがそれぞれの感想などを話し合うことでお互いの教養や感
性を磨いていきます。

開催日時　　毎月第３月曜　18時より

１：コロナ感染者がでなかったこと。感謝です
２：コロナ禍でも訪問系事業や通所介護事業が好調でした。

ケアハウスも毎月満室でした。
３：環境整備が進みました。

休憩室の増設、駐車場に屋根、壁面塗装で綺麗に、機能訓練室増設で密回避を行いました

１：5つのプロジェクトを廻し法人のブランド向上を目指します

２：訪問看護事業所のサテライト開設
今後、在宅で人生の最後までと希望する人々を支援するために事業拡大を行います。

３：2021年のスロ－ガン

①採用・育成・定着の取り組み強化　
②ノーリフトの取り組みで働き易い職場つくり
③ICT・ロボット導入　
④感染予防の徹底　
⑤地域貢献

特筆すべきは、希望者4名をMBA経営大学院単科コースへ
派遣します。変化に対応できる考える力を身につけてもらい
ます。将来を築いていく力になることを期待しています。

2021年度の
スローガン 理念経営の実践 人にしてもらいたいと思うことを、人にもしなさい

近江ちいろば会 2021年度経営戦略
採用・育成・定着（MBA派遣等）

HRM・組織強化

地域貢献
活動強化

BCP実施
感染症・災害対策

ICT・ロボット導入による
負担軽減と業務改革

ケアの向上
（ノーリフトケア）

近江ちいろば会
ブランディング

戦略

ノーリフティングケアの取り組み
　今年度から、近江ちいろば会ではノーリフティングケアを開始します！
　介護する側・される側において安全で安心な、持ち上げない・抱え上げ
ない・引きずらないケアをノーリフティングケアと呼びます。その目的は、
①転落や褥瘡などの二次障害から利用者様を守ること、②腰痛などのケ
ガから職員を守ることです。これまでの介護では、人力により人の抱え上
げを行っていましたが、その抱え上げが利用者様にとって不利益な二次
障害を発生させ、介護職員にとっても腰痛の原因となり離職につながる
ことがありました。令和3年3月18日18時、森口理事長からキックオフ宣
言がなされた後、ノーリフティングケアのキックオフ研修会が開催されま
した。利用者様に安全・安心なケアを提供することを突き詰めていきたい
と思います。

安全衛生委員会
衛生管理者・理学療法士　岩倉浩司

当日は感染対策のためオンラインも含めた
ハイブリッド型で開催でした。

ちいろばDX2021の取り組みについて
　「ちいろばDX2021」は、①従来以上の高品質のケアの提供、②職員の負担軽減と
業務の革新的な効率化、③介護報酬改定などの社会変革への対応をすることを目的
にスタートしました。このプロジェクトは、単にデジタル化するのではなく、デジタル
化によって前提や前例に捉われず業務や役割を見直すことで、目的を達成させます。
　グループホームでは「眠りSCAN」の導入により、入居者様の眠りの質の向上ととも
に、職員の業務負担が軽減され働き方が大きく変わろうとしています。訪問系サービ
スについても「care palette」の導入により、記録時間の削減や、直行直帰の取り組
みへ大きく寄与しています。
　2021年度は、近江ちいろば会のDX2021による業務革新と全職員の負担軽減を図
る開始年度とし、積極的にICTを用いて業務革新を進めていきます。

2020年度業務改善活動成果発表会
　2021年2月25日に、2020年度業務改善活動の成果発
表会を開催しました。今年は、外部の参加者はなく、法人内
職員だけとなりました。しかし、感染対策で極めて活動が
制限される中、全てのチームが完走しました。QC大賞に
は、根拠のあるケアを実践する「ちょいケア」を創造し成果
を上げた「ゆめとまの家おしどり」が選ばれました。

京都紫明税理士法人
日本基督教団　同志社教会
日本キリスト教団 京都丸太町教会 シオン会
日本基督教団 水口教会 水口子どもの教会

新任のご挨拶
　今年度5月から近江ちいろば会でお
世話になります、後宮みち子です。どう
ぞ、よろしくお願いいたします。
　私は、2020年度末まで新潟にある
キリスト教の高等学校で１２年間勤務し

て参りました。キリスト教を主軸に置いて教育するそ
の学校で、人の存在そのものを大事にすること、人の
持つ弱さこそが人の輪をつなぐ賜物だと学びました。
能力ではなく、存在そのものがかけがえのないものだ
ということ、出来ないこと・足りないことがあるから
人の助けや励ましが得られ人の輪が生まれます。その

中で生きられることが幸せだ、ということを実感して
きました。これまでは子どもを中心に働いてきました
が、５月からは高齢の方々との関りが始まります。年
齢層が違っても大切なことは同じだろうと、新しい出
会いを楽しみにしています。
　近江ちいろば会の理念である「人にしてもらいたい
と思うことを、人にもしなさい」を大切に、これまで
の学びを活かしつつ、新たに私に与えられた職場と
仲間たちと共に、日々笑顔で元気に利用者様やその
ご家族、地域の方々に寄り添って歩める私でありたい
と思います！

後宮　みち子ケアハウス ピスガこうせい 施設長
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各賞／事業所名 テーマと概要
近江ちいろばQC大賞 ゆめとまの家おしどり

『この根拠あるケア』に焦点を当て、介護、機能訓練員（PT）、看護師のチームで、
根拠や専門知識に基づいた統一したケアを「ちょいケア」という活動にまとめ実施
した。これにより目的や援助方法を共有してケアを実施することができ、利用者様
にも理解しやすく効果が確認できた。

ハイパフォーマンス賞 ケアハウスピスガこうせい
新型コロナ感染拡大により、ほとんどの楽しい行事が行いにくい状況の中、ケアハ
ウス内で入居者様の憩いの場を提供したいと、建物や周辺環境を整備し、憩いとな
る小ブースを点在させるなどソーシャルディスタンスを確保しつつ、楽しめる空間を
作った。これにより居室外でも新たな気分で過ごせる場所ができた。

グッドパフォーマンス賞 ぼだいじ訪問看護ステーション
訪問リハビリの実施によって、ひとり一人のご利用者様の生活の活動範囲がどのく
らい拡がったかを客観的に評価した。あるケースでは、当初ベッド回りでの排泄で
あったが、訪問リハビリの実施により、自宅のトイレで排泄できるようになった。介
入時と比べ83.3%に方が生活の質が向上した。

グッドパフォーマンス賞 デイケアの家おしどり
職員にも、腰や四肢に痛みを持つ者が増加している。よいケアを続けるためには、
職員も健康であることが大切であり、一日のおしどりでの生活の中で、職員も参加
する体操の時間を持った。結果、腕の痛みが取れたり、参加職員全員に握力の改善
が見られた。

オーディエンス賞 中央デイサービスセンターしんあい
昨年度ご利用者人数が減少した要因を、ケアマネジャーへのアンケート調査によって調
査し、ケアマネジャーのニーズや、情報発信に関する検討を行った。その結果に基づいて
コミュニケーションや広報活動を見直したところ、新規の利用者の紹介につながった。



各事業所の
取り組み紹介
各事業所の
取り組み紹介

－在宅介護と認知症ケアに重点をおいた質の高いケア－

（福）近江ちいろば会の事業体系

湖南市エリア

甲賀市エリア
ケアプランセンター
みなくち みんなの家

グループホーム
みなくち みんなの家

デイサービス
みなくち みんなの家

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 虹

デイサービス
ゆめとまの家おしどり

ぼだいじホーム
ヘルパーステーション

グループホーム
ぼだいじ

共用型
デイサービス

デイサービス
デイケアの家おしどり

障害福祉ホーム
ヘルパーステーション

小規模多機能型　
ぼだいじみんなの家

認知症デイサービス
いこい

ぼだいじ
訪問看護ステーション

ぼだいじ
居宅介護支援センター

総合事業
ふれあいの家おしどり

認知症デイサービス
しんあい

厨　　　  房

法 人 本 部

社会福祉法人 近江ちいろば会〜ピスガからの風　第54号〜

事業所の特徴

　住み慣れたご自宅に介護職員が訪
問しその方の能力に合わせながら「ご
本人らしく」過ごして頂けるように
介護サービスを提供しています。

2020年度の取り組み

　「コロナウィルスに負けるな！」「笑顔でふきとばせ！」を思いに皆で乗り
越えた１年でした。マスクやゴーグル着用で誰かわかりにくいと言われる事
もありましたが、目 と心♡は常に笑顔 、また声のトーンも明るくするよ
う心がけました。
　感染症対策での勉強会への取り組みも全員でしっかりと取り組むことができました。

2021年度に向けて

　いつまでもご自宅で安心した暮らしを続けられるよう、一人ひとりに寄り添っ
てサービスを提供していきます。
　年度末頃より ICT化を進めておりまだ不慣れな状況ですが１年間を通して全
員が使いこなせるようにしていきます。

メンバーの特徴

　個性派揃いの 12名！得意分野もそれぞれ違い、苦手分野はまわりでしっか
りとフォローします。チームワークはどの事業所にも負けないです♡

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。

2020年度の取り組み

　コロナウイルスに負けず、
感染予防を徹底して訪問して
います。

2021年度に向けて

　草津でサテライト開始しま
した。今後さらなる発展を目
指します。

メンバーの特徴

　男性看護師が加わり、バラエティー豊かなメンバーとなりました。

事業所の特徴

　ご利用者様やご家族様の話をしっかりお聞きし、
その方の生活スタイルに合わせた多様なご利用を
一緒に考え、ご自宅での生活を支援していきます。

2020年度の取り組み

　事業所内ではご利用者様が笑顔で過ごせるよう、個別での関わりを大切に
しました。花壇の手入れや野菜作り、作った野菜を使っての調理レクリエー
ションや、厨房職員さんとの誕生日ケーキ作りなど、コロナ渦で様々な制限
のある中でも職員がアイデアを出し合い、それを実現しました。

2021年度に向けて

　たくさんの方のご支援をいただき、2021年 6月に、ぼだいじみんなの家は
10周年を迎えます。今年度は「本人・家族・職員と共にイキル（生きる・活きる）」
をテーマにして、生きがいづくりプロジェクトチームを作り、ご利用者様を中
心とした活動を行います。まずは毎日のお味噌汁作りから始めています。

チームの特徴

　職員全員が仲良く、のびのびと仕事ができる職場です。仕事に熱心な職員
が多く、活発なコミュニケーションがとれています。通い・訪問・泊まり・
送迎など、何でもこなせるマルチ職員の育成に力を入れており、質の高いチー
ムケアが提供できます。

事業所の特徴　

　家庭的なゆっくりとした時間の中で、お一人お
ひとりの思いと声を大切にしながら、笑顔あふれ
る時間を過ごしていただけるように努めています。

2020年度の取り組み

　感染対策としての自粛や制限はありましたが、皆さま季節の感染などにも
罹られることなくお過ごしいただけました。昨年度の取組みとしては、皆さ
まの睡眠・脈拍・呼吸状況の把握ができる眠りスキャンを全入居者様に導入
することができました。今後、夜間帯の睡眠状況から日中の豊かな活動につ
なげていきたいと思っています。

2021年度に向けて

　この４月から看護師がメンバーとして加わりました。これまで以上に、介護・
医療の視点をもちながら精神的・身体的にお支えして充実した毎日をお過ご
しいただけるように努めてまいりたいと思っています。

メンバーの特徴

　新体制となってフレッシュなメンバーばかりですが、新しいグループホー
ムぼだいじは、よいホームだと思ってもらえるように、職員一人ひとりが“人
にしてもらいたいと思うことを、人にもしなさい”を心がけながら努めてま
いりたいと思います。今年度もどうぞ宜しくお願い致します。

事業所の特徴　

　新メンバーを迎え、心機一転。入居者様に安心で楽しい生活を送っていた
だくために、職員も楽しみながら、入居者様の生活をサポートしています。

2020年度の取り組み

　密を避けた交流スペースの提供、感染予防を徹底した新しい形での行事を
行い、コロナ渦であっても楽しみを持った生活を送っていただけるようさま
ざまな活動の場を提供しました。

2021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、
感染対策をしながら
も、楽しみのある生
活の継続ができるよ
う支援していきます。

事業所の特徴
　「自分らしく居られる居場所」とご利用者様
に言われるように役割を持って取り組める活
動を提供します。

2020年度の取り組み

　昨年はコロナ禍で、計画していたことが出来ないことが多々あり、残念な
事もありましたが、外出しなくても季節を感じて頂けるように、お花紙や折
り紙で作品作りに取り組みたくさんの作品が出来上がりました。
　また男性ご利用者さまが「毎日来たい」と言って下さるように、「有償ボラ
ンティア」でお仕事（内職）を提供出来るようになりました。
　一番の取り組みは、「職員もご利用者様もご家族様も」コロナに感染しない
ように職員が、感染対策をしっかり行い、コロナに感染しなかった事です。

2021年度に向けて

　「わたしらしく、いつまでも」ご利用者様の個々に合った環境を作り、穏やかに過
ごして頂きたい。ご家族様にも安心して相談をして頂けるような職員でありたいです。

メンバーの特徴

　勤続年数が長い職員が多いです。経験が長い分、どんなことにも対応でき
信頼出来る職員たちです。「今日も 1日ありがとうございました。」と、感謝
を伝えられる職員たちです。　

事業所の特徴　

　選択制のプログラムで心が楽しく
なる時間を提供します。また「充実
した入浴設備」「PTによる機能訓練」
「歯科衛生士による口腔ケア」など
体を元気にするためのサービスも充
実。デイサービス虹は「心と体が元
気になるデイサービス」です。

2020年度の取り組み

　昨年度は選択プログラムに「足湯」や「体作りの時間」などを取り入れ、み
なさんの更なる健康促進につとめました。

2021年度に向けて

　毎日実施しているなないろ体操のバリエーションを増やし、それぞれの方の
ニーズや体の状態に合わせた運動を実施していきます。また、感染症の状況を見
ながら焼き鳥プログラムなどの人気の高い取り組みを適宜おこなっていきます。

メンバーの特徴

　笑顔が素敵で介護技術の高い職員が多く在籍しています。
　また、看護師、理学療法士、歯科衛生士と専門職員が複数在籍、専門的ケ
アを提供しています。

事業所の特徴

　メンバー一人一人の謙虚に学ぶ姿勢が、よりパワーアップした体制に繋がっ
ています。なんでも相談し合える環境です。

2020年度の取り組み

　主任ケアマネジャー配置による特定事業所として、地域課題の解決に向け
て、他の居宅介護支援事業所とも連携した活動を開始しました。

2021年度に向けて

　ご本人やご家族の
強みを活かしつつ、
住み慣れた地域で生
き生きと暮らしてい
けるようにお手伝い
させていただきます。
地域で「どう役に立
てるか」の視点を持
ち、地域との繋がり
も大切にしていきま
す。

事業所の特徴

　広い畑と恵まれた自然環境で家庭的な雰囲気の中、あえて敷居
などのバリアアリーを生かした家屋で、生活リハビリと園芸リハビ
リを中心とした活動と、専門職による個別機能訓練を行っています。

2020年度の取り組み
　感染症対策に努めながら、朝のアイロンがけや食事の準備、片付け、衝立のアクリルボードの消毒など、日々
みんなで協力しての活動が、主体性を発揮しながら行われています。また、業務改善活動として『根拠あるケア』
について取り組みました。例えば、「腰が悪く負担のない姿勢で過ごしたい」。という希望の方には、「ぐ～と
手を伸ばしてを合言葉に一日何回か深呼吸する」などご利用者様一人ひとりに合わせたケアを職員全員で考
え、共有し、それぞれがちょっとした時間に意識して行うように継続して取り組んでいます。

2021年度に向けて

　感染症対策に努め、昨年度の取り組みを継続しながら、今年度は特に畑や庭を生かした活動を
広く行います。コロナ禍であらゆる外出の機会が減る中、屋外に出て、自然な形で身体を動かし、
また土や植物に触れることで心が癒されて心身の活性化につながるよう取り組みます。
　またご本人を中心に、ご家族様や各専門職等と連携を深め、より活き生きとした生活につなが
るよう支援していきます。

メンバーの特徴

　それぞれ個性豊かで泣いたり、笑ったり、怒ったり…また笑ったりと「雨降って地固まる」で、意見を
言い合えるチームを目指しています。案外みんな頑固ですが、チームワーキングで、今年もがんばります。

事業所の特徴

　おしどりの庭は四季折々の花が沢山咲き癒
しのスポットになっています。小さな畑もあり
野菜を楽しんで育てています。又おしどりの皆
さんは歌うことが大好きで、いつも歌と笑い声
楽しい会話が、外にあふれ出しています。

2020年の取り組み

　利用者様が日々健康で過ごしていただくために、日々のウオーキング、美
味しく食べること、笑うこと、会話を楽しむこと、体を動かすことを意識し
健康で楽しく毎日を送ることを心掛けました。

2021年に向けて

　引き続きコロナの感染対策を怠らず徹底いたします。
　3月に入浴リフトを導入しました。誰もが安心して湯ぶねにつかれることは
大きな喜びに繋がります。その他のことを含め、お一人お一人の病気や障が
いに関わらず当たり前の生活が実現できるデイサービスを目指します。

メンバーの特徴

　職員がバンドを結成しています。バイオリン、フルート、ピアノ、ピアニカ、
ハーモニカに加えて今年からコントラバスも加わりよりボリュームアップし
た職員バンドです。機会があればぜひ聞きに来てください。

事業所の特徴

　「動くからだ、躍るこ
ころ！」笑顔と会話が
絶えない場所です。皆
さんから生まれる意見
を大切にしています。

2020年度の取り組み

　昨年度は活動日が週 2
回に増え、活動に幅が
できました。理学療法
士が活動に加わり、ご
利用者様のさらなる活動意欲と心の安心につながっています。セラバンドを
使った筋力維持運動にも、昨秋から取り組んでいます。

2021年度に向けて

　「動くからだ、躍るこころ！」体が動くようになると心が躍る！心躍ること
を体験すると自然に体も動く！ふれあいの家のスローガンです。コロナ禍で
もできることを見つけて、皆さんで楽しく体を動かして行きたいです。

メンバーの特徴

　それぞれに個性や特技があり、バラエティ豊かなメンバーが揃っています！

事業所の特徴

　介護保険請求、経理、人事労務、総務等の専門業を通して、各事業所のお
困りごとをサポートするプロ集団です。

2020年度の取り組み

　1年間、感染症委員会と連携し衛生用品の調達と提供、適切な情報の共有化
と発信、さらには BCPの策定等、新型コロナ感染予防対策に終始したように
思います。また、各事業所の業務効率向上のための改善提案や ICT やロボッ
トの導入を支援しました。

2021年度に向けて

　法人の「5つのプロジェク
ト」( ①採用・育成・定着　
②ノーリフティングケアの推
進　③ ICT・ロボットの導入
　④感染予防　⑤地域貢献 )
を確実に推進し、各事業所の
健全運営と法人のブランド力
向上を目指します。

事業所の特徴

　2021年度のちいろば会「ピスガこう
せい」厨房は総勢 14 名の精鋭で 365
日フル稼働で皆様に食を通しての生き
る糧をご提供させて頂いております。

2020年度の取り組み

　イベント食 (お誕生日会・クリスマス会・敬老会など )の、よりサプライズ
感あふれるメニュー立案、提供方法の演出などに取り組んできました。利用
者の皆様にはお喜び頂き、お褒めのお言葉も頂戴し、喜んでおります。また
厨房内においては働きやすい職場作りを目指して、整理整頓はもとより、職
場環境改善に取り組んできました。

2021年度に向けて

　2021年度のちいろば会ピスガ厨房では現在なくなりつつある直営厨房の利点を最
大限に活かし、利用者、エンドユーザーのご要望にいち早くお応えするべくそのフッ
トワークの軽快さで、皆様にお喜び頂ける食の提供をご提案させていただきます。

メンバーの特徴
　職員それぞれにパーソナルな面を持つ一方で、全員が社交的で、助け合い
の精神にあふれ、笑顔のたえない、そんなちいろば会の事業所のひとつです。
厨房内全員が1軍で全員がフル出場です。本年度の厨房に乞うご期待ください。

事業所の特徴
　一軒家を改修した家庭的で
親しみを持って頂きやすい事
業所で、敷地内に園芸・野菜栽
培等を行える畑もあります。近
隣には公園・図書館・食品衣料
店等があり外出活動がしやす
い事業所です。

2020年度の取り組み
　感染予防対策として外出を自粛する中、御利用者様に少しでも多く楽しん
で頂けるよう、敷地内で園芸・野菜栽培やレクリエーションや体操の内容の
幅を広げる等の取り組みを行いました。

2021年度に向けて
　親しみを持って頂きやすい事業所としての良さを活かし今年度は更に御利
用者様・御家族様・職員・関係者一同の人と人との繋がりや輪を大切にし、様々
な「楽しみ」をカタチにしていけるしんあいを目指します。

メンバーの特徴
　思いやりがあり温厚でちょっとユーモアのある方が多く、「驚かせない」「急
がせない」「自尊心を傷つけない」を常に心得ているメンバーが揃っています。

事業所の特徴

　ケアプランセンターみなくちみんなの家は、甲賀市水口町に開設して 10年
目を迎えます。東海道の中にある事業所で、地域の皆様の介護相談をさせて
いただいています。調理室は、みんなの家全体の調理を担っており、毎日手
作りのおいしい食事を提供しています。食事だけでなく、お誕生日ケーキや
ご利用者に合ったメニューを提供しています。

2021年に向けて

・�ケアプランセンターみなくちみんなの家は、ご利用者様、ご家族様の思いを
大切にし、皆様が気軽に相談できる事業所として業務を行っていきたいと思
います。

・�調理室は、みんなの家全体の
食事や栄養バランスに気を付
けて行っていきます。

メンバーの特徴
　みんなの家全体の調理を担
当する調理経験の豊かな調理
師と介護現場の経験を活かし
たケアマネジャーの明るく優
しい職員です。

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。

2020年度の取り組み

　法人の訪問看護ステーショ
ンの看護師や理学療法士、作業
療法士と連携して機能訓練を
取り組み、ご本人の力を活かす
ことができ、ご本人、職員のど
ちらも楽な介助法をみつける
ことができました。

2021年度に向けて

・�アンケートをおこない、家での生活での困り事などを解決していけるよう、
取り組み、活動内容を考え、実施します。(個別性）

・�看護師や理学療法士、作業療法士等専門職に相談をしながら、家での生活が
より良くなるような個別的な関わりの機会を作ります。

・�iPad などの動画機能を使いながらご家族様や、サービス担当者会議などで、
ご利用者様の様子や変化を分かりやすくお伝えします。

事業所の特徴

　街中にあり、地域の方々と触れ合うことが出来る事業所です

2020年度の取り組み

・�新型コロナウイルス対策の為、外出の機会は少なかったですが、畑仕事やお
やつ作り等、日常生活の中での活動を中心に取り組みました。又、地域の方
と触れ合う機会が少なかった中、感染対策に留意しながら地域の防犯パト
ロールに参加し、入居者様と共に地域の住民としての役割を果たせました。
入居者様、ご家族様、職員が感染対策を徹底し、コロナウイルス感染者が出
なかったことが何よりだと思います。

2021年度に向けて

・�自分の思いを言える方だけで
なく、言いにくい方の思いを
把握し、行動に移します（入
居者の想いをお伝えします）
・�地域包括支援センターや綾野
自治振興会、警察、事業者協
議会と連携し、年をとっても、
認知症になっても住みやすい
街づくりを支援します

ぼだいじ訪問看護ステーション グループホームぼだいじ ぼだいじデイサービスセンター虹 デイケアの家おしどり 厨　　房 デイサービスセンターみなくちみんなの家

ケアハウス　ピスガこうせい　 ぼだいじ居宅介護支援センタ− ふれあいの家おしどり 中央デイサービスセンターしんあい グループホームみなくちみんなの家

ぼだいじホームヘルパーステーション 小規模多機能型居宅介護事業所　ぼだいじみんなの家 ぼだいじデイサービスセンターいこい ゆめとまの家おしどり 法人本部 ケアプランセンターみなくちみんなの家＆調理室


