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【特集 くらしのハーモニー事業紹介】
定期巡回・随時対応型訪問介護看護(平成29年1月開設)

このサービスは平成24年に新設された地域密着型介護保険
サービスです。生まれてから10年近く経ちますが、事業所数は
全国でわずか、1,000程度。訪問介護事業所は35,000以上あり、
いかに当該サービスが少ないかがわかるでしょう。
このサービスの大きな特徴は２つあります。１つ目は介護や

看護スタッフが何かあれば『随時かけつける体制を24時間365
日整えている』こと、２つ目は通常居宅ケアマネジャーが行う
訪問日時、回数、サービス内容、所要時間等のケアをサービス
事業所の判断で決められる事です。従来ある訪問介護と比べて、
支援内容については制度的制約が非常に少なく、心身状況の変
化・季節の変化・生活環境の変化等々の『ニーズの変化』に柔
軟に対応できる事が大きな魅力です。昼夜問わず転倒を繰り返
したり、食事・水分摂取や内服が適切に出来ず生活が悪循環に
陥ると自宅での暮らしは厳しくなります。しかしこのサービス
をうまく利用すれば、『自分らしい暮らし方』を続けられる可
能性が拡がります。

『ほうもんたろうさん』

作画 澤井由実
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くらしのハーモニーには制服がありません。しかし定期巡回
のスタッフは必ず専用のユニフォームを着てご利用者宅を訪問
します。これには大きく2つの理由があります。
■理由その１
ご利用者の安心のためです。毎日ヘルパーが複数回、訪問し

ますので、ご利用者は顔や名前を覚えるのが大変です。でも皆
が同じユニフォームを着ていれば、『ああ、あの服着てるから
ヘルパーさんやな』と安心していただくことができます。
■理由その２
夜間訪問時のご近所対策です。24時間対応であるこのサービ

スは、深夜にもご利用者宅を訪問します。当然、深夜は施錠さ
れており、キーボックス(小型の金庫)
から鍵を取り出して入室します。
深夜に自宅近所でウロウロ・

モゾモゾしている人がいたら誰で
も不安になりますよね。下手をし
たら通報されてしまうかも！？
あえて蛍光色で事業所名が書か

れた服を来て、怪しいものではな
いことを堂々とアピールしていま
す。
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このサービスは、『施設の居室がご利用者自宅』で『施設の廊下が地域の道路』とイメージしていただくとわかり
やすいかもしれません。
上記は、とあるご利用者の週間支援スケジュールです。モーニングケア・ナイトケア(更衣・排泄・整容等)、服薬支

援、室温管理、水分摂取、食事準備、排泄ケア、洗濯、簡易掃除(ポータブルトイレ含む)、デイサービス準備、デイ
サービス迎え入れ等、多岐にわたる支援を毎日、1日複数回の定期訪問で提供します。このような定期支援に加え、い
つもと様子が違うと感じた時には随時で安否確認のために訪問したり、緊急コールシステムを通じて転倒や体調不良
の訴えがあれば昼夜問わず緊急訪問を行います。ヘルパーは24時間、連携する訪問看護師さんと直接連絡を取る事が
できるので、体調不良時にはリアルタイムで看護師さんと相談しながら対応する事もあります。

ハーモニーで、ユニフォーム？！

定期巡回のケア



計画作成責任者

定期巡回サービスは『計画作成責任者』という
職種を軸にPDCAサイクルによって進められます。
日々の暮らしの中で生じるご利用者の心身や生

活状況等の変化を把握し、ご利用者・ご家族やケ
アマネジャーさんとの間で訪問サービスのマネジ
メントを行います。
このサービスにおいては、ケアマネジャーさん

を通すことなく『計画作成責任者』の判断で支援
内容を変更する事が認められています。もちろん、
すぐにケアマネジャーさんへの報告・連絡・相談
は行います。ご利用者にとって必要であれば『今
日から』でも必要な支援内容に変更する事が可能
です。これが認められているのには、在宅サービ
スであっても、施設ケアのように毎日の支援の中
で日常的にアセスメント・モニタリング・カン
ファレンスが実施されるというサービス特性が背
景にあります。これがこのサービスの柔軟さを支
えています。

定期巡回サービスはICT(情報通信技術)機器を活用してサー
ビス提供する事が前提とされています。そして当事業所では
『スマケア』という業務管理システムを使用しています。この
システムはインターネットが繋がる環境であれば、いつでもど
こでもヘルパーがパソコンやスマホでケア記録の閲覧や入力、
ご利用者情報や計画書の参照などを行うことができます。
訪問時間の管理は、ご利用者宅に備え付けているICタグを

スマホでタッチするだけでシステムに反映することができます。
また、守秘義務のもと居宅介護支援事業所や訪問看護ステー

ション、場合によっては主治医やデイサービスそしてご家族も
記録を閲覧する事が可能で、在宅支援チーム内での連携に力を
発揮します。
例えばケアマネジャーさんから『今朝、○○さんの記録見た

んですが、昨日の夜にエアコンが故障してしまったんですね。
熱中症が怖いのですぐに買い替えをご家族に相談します。』
と、ヘルパーが報告する前に連絡してきてくれることもありま
す。
情報伝達にスピードと正確さ、便利さを与えてくれる、これ

ぞ高度情報化社会ならではの機能が満載です。

ICT（情報通信技術）機器の活用
～スマケア～
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佐々木 拳斗 2014年入職

こはたデイサービス
⇒現職

中村 悦子 2003年入職

こが介護部⇒おくらやまデイ
サービス⇒現職

最初の配属はハーモニーこはたデイ
サービスでした。４年半ほどデイサー
ビスで働き、定期巡回へ異動のお話し
を頂きました。異動時にこのサービス
についての説明を聞き、日中でも夜中
でも24時間、呼んだら助けに来てくれ
るヘルパーさんなんて「スーパーマ
ン」みたいですごいなと思いました。
でも、いざ自分がスタッフとして訪

問する時には一人で利用者の家に行か
なければならず、状況に合わせた判断、
行動をその場でしないといけないとい
う不安があり、自分の知識や経験、力
不足を痛感しました。
訪問事業部に異動して3年になりまし

た。自宅での看取りの関わりや日々の
支援を通じて、定期巡回というサービ
スは自宅で過ごす時間をできる限り伸
ばすことができると感じています。
少しでも多くの方にこの定期巡回と

いうサービスを届けられるように努力
したいと考えています。

介護老人保健施設ハーモニーこがに
入職し、介護の事は何一つ分からない
ながら、ただ介護の仕事がしたいとい
う一心で働き始めました。介護職初心
者でしたが、ユニット職員や看護、リ
ハビリ職員の知恵やアドバイスを受け、
チームでケアを行い介護ケアの「引き
出し」を増やすことが出来ました。
定期巡回が始まる前に管理者の中村

さんからサービスについての説明を受
けた時に、あまりの説明の上手さに面
白そうなサービスができるなぁと思い
ましたが、まさか自分が異動になるな
んて夢にも思いませんでした。
このサービスは一回の支援の時間は、

とても短く、今まで入所で「面」のケ
アをしてきたので、支援内容について
物足りなさを感じていましたが、複数
回の訪問で、住み慣れた自宅で生活で
きるこのサービスは、究極の自立支援
だと思います。
在宅支援は奥が深く、これからも介

護の「引き出し」がドンドン増えてい
きそうです。

中村 陽 2001年入職

こはた在宅介護支援センター
⇒こがくらしの相談室⇒現職

ハーモニーこはた在宅介護支援セン
ター、介護老人保健施設ハーモニーこ
が支援相談員と、新卒から約15年間相
談職を務め、新規開設するこの事業の
の責任者に就くことになりはや4年。前
例の少い事業、しかも介護職経験のな
い自分にヘルパーが務まるのか･･･。皆
目見当もつかず、不安しかありません
でした。
でも、頼れる仲間に救われともに苦

労しながら、この4年で50名以上のご利
用者にサービスを届けてきました。生
活空間に飛び込み、心や身体に直接触
れるケアはとても新鮮で楽しく、相談
職では得られなかった経験です。一方
で、関係機関やご家族との関り方やご
利用者の生活を多角的に捉える視点な
ど、様々な場面で相談職の経験が活か
されている事も感じました。ハーモ
ニーこがで出会ったあのご利用者もこ
のサービスがあれば家で過ごせたか
な･･･と思う事も。
この4年の経験は対人援助職としての

自分を大きく成長させてくれています。

（24時間サポートハーモニーやまはた 管理者中村陽）
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～新人職員3か月振り返り～ 先輩を交えて今の思いを分かち合う

話した内容を、なるべくそのまま記録してみました☆

ブレイクタイム：地域探索「おいしいものを探そう」
西村 ところで今日はどんなおやつ買ってきたん～？おいしそうなん食べてた
やん。笑
恵木 伏見の「京都レマン」のショートケーキとロールケーキを買いました♪
アウトレット価格で安く売っていて♪ あと中書島で和菓子をいろいろ…わら
びもちと酒まんじゅう、みたらし団子です！！（笑）
西村 めっちゃ食べるやん！笑 口の中甘々やな！（笑）前もってグループ
LINEで相談してくれたんやね、よかったよかった。
(宇治エリアでは宇治駅周辺へ電車で移動して宇治らしい飲み物を購入したみた
いです♪) 

2列目左から 先輩職員：沼辺真由美(こはたデイサービス)石川真由（こが介護部）、中村伊織（こ介護部）、西村泰廣（やまはたグループ
ホーム）
1列目左から 新人職員：伊藤里紗（こはたデイサービス）山下紗世（やまはたグループホーム）恵木菜充（こが介護部2階）前川奈々（こ
が介護部3階）新造歩夢（こはたデイサービス）

令和3年6月29日ハーモニーやまはた開催

地域の“おいしいもの”を食べながら、新人さん5人に配属研修先で3か月経過した今、思うこと、悩み、喜び、不安などを共
有してもらいました。そして配属研修から見えてきた、「くらしのハーモニーとは？」「これから大切にしたい事」を確認し
合う会にしてもらいました。その後、先輩職員が合流して、どんな分かち合いがあったのか教えてもらいました。会の最後に
は先輩から後輩へ、これからハーモニーの仲間として頑張ってもらえるよう、激励の言葉を掛けてもらいました。
久しぶりに集まって、甘いものを食べながらリラックスして本音を言い合える会になったようです。
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恵木 今日の会は「毎日楽しい！？」から始まりました！（笑）
みんな悩みを持ちながら現場で過ごしているんだなと。「私まだこ
れができへんねん」と打ち明けることができたり、話を聞いて共感
が湧いたり、チャレンジしていいんだ！とポジティブ思考になった
り、伊藤さんの話に感動したり‥。初めに目標に挙げていたご利用
者の笑顔を引き出したい。お一人お一人に合ったコミュニケーショ
ンの方法を見極めたい、ということも引続き頑張りたいです。

伊藤 発語も困難で意思疎通が取りにくい方と『５０音表』を使い
歌の歌詞を全て知ることができました。習字の得意なご利用者がそ
の歌詞を大きく書いてくださり、またその様子を見ていた別の方が
「この歌詞、何？素敵ね、ちょっと紙と書くもの貸して！」と黙々
とその歌詞を書き写してらっしゃったり‥最後はみんなでその歌詞
を歌ったときは涙を流して喜んでくださって‥。難しいからと、諦
めるのではなく、工夫して言葉を聞き取ることで、その方の思いに
寄り添えた瞬間でした。一人の方の喜ぶ顔から、みんなの笑顔に繋
がる。１対１だけのコミュニケーションだけではなく、デイで交流
することの素晴らしさを感じることができました。今後はデイのご
利用者の在宅でのご様子を、お一人お一人の援助方法を見極めたい
と思っています。朝の挨拶から始まって帰りの挨拶で終わる、日頃
からのコミュニケーションを大切にしていきたいと思います。

新造 「名前を覚えてもらうのって嬉しい！」週１回しか会えない
ご利用者が、自分の名前を覚えてくださった時、ちゃんと覚えても
らえてるんや～と感動しました。信頼関係を築く第一歩と思い、こ
れからも頑張りたいです。他の同期の話しから…入浴介助の時に普
段無口な方が入浴中はリラックスして話しやすいのか、色々なこと
をお話ししてくださり嬉しかった、と聞きました。自分も入浴時、
話を引き出して関わりを深めていきたいと思った。今後は普段のご
利用者をもっと知り、観察力を身に変化に気が付ける職員になりた
いです。

前川 認知症の方への対応をみんなどうしているのか、とても気に
なったのでみんなに聞いてみました。意思を伝えるのが困難な方で
も、思いをどのようにくみ取ると良いのか。伝えられなくても必ず
思っていることはあるはず。お一人お一人の思いに寄り添える職員
になりたいです。一緒に楽しみを見つけたり、ご利用者のできるこ
とを見極められる職員になりたいと思っています。分からないこと
は素直に先輩に聞けるようになりたいです。

山下 私、１日に何回「すみません…」て言っているやろ。先輩が
やった方が早いのになぁ、てご利用者に申し訳なくなってしまう自
分がいて…でも、今日の会でまだまだ先輩のように上手に介助はで
きないけれど、目標にして、「先輩のようになりたい！」てみんな
思いながら頑張っている、て共感できました。初めの頃はご利用者
と何を話したら良いか考えていたが、最近は業務を早くこなすこと
を考えてしまっていた。初心を忘れずにご利用者ファーストであり
たいです。

西村 何でもすぐにはできへんよ～！それに早いことが果たして良
いことなんやろか？本当にご利用者に寄り添えているかどうか、そ
れはスピードでは決まらないと思う。「すみません」て謝る気持ち
も悪いことではないし、ご利用者もよく分かってくれているよ。遅
くても、気持ちを込めて向き合えば「すみません」て言っても許し
てもらえる。他にみんなどんな事に悩んでる～？
新造 トイレ介助の時に、時間に追われている時に半ば強引にズボ
ンを下ろしてしまって、これって、駄目だよな…て思いながら、
やってしまった時があって…。

沼辺 そうだよね、時間に追われてたりすると、そうなる気持ちも
わかるよ。でも、トイレとか入浴とか、一番プライベートな部分で、
ご利用者の羞恥心も考えて、自分がされたらって思ったら、やっぱ
り改めたいよね。駄目だな…て思える今の気持ちを忘れないで、丁
寧な声掛けやできることはしていただく、その方のできること・で
きないことを見極める、て事は大切だよね。



恵木 仕事に行く前に、どうやって気持ちを整理とかリセットしてい
ますか？嫌だな～て感じる時ありますか？しんどい時、みなさんどう
やって気持ちをもっていってるんやろ～て…

石川 わかる～！！アドバイスはできへんけど…笑。めっちゃ共感は
できる！嫌な時もあるよね。生きていくためには働くしかない！行く
しかない！みたいな時もあるよ。（笑）

西村 仕事していたら、ポジティブばっかではないよね。嫌なことも
あるし、あ～今日は忙しそうだな…とか。でも行くっきゃない！て出
発して、職場の階段昇る頃には切り替わってたりする。あと、ご利用
者から元気もらうことも多いかな。落ち込んでいても、励まされて元
気が出たり。

中村 自分は結構追い込まれる方が頑張れるというか、忙しそうな日
ほど、よし！頑張ろう！って。あと、やっぱり楽しい事を考えるかな。
昼ごはんのこと、休みの日どうする？、仕事でご利用者と次はどんな
楽しい事しようか？レクは何しようか？とか。自分も楽しめる事をご
利用者に提案してみたり。

最後に先輩から後輩へ
中村 自分の強みはどこにも負けないユニットを作っていくぞ、とい
う強い気持ちがあること。早くしなアカン、迷惑かなとかは思わない
で、今悩んでいること、気付きを大切にしてほしい。先輩の姿が全て
ではないし、慣れてしまうと忘れがちなこと、ご利用者にとって何が
最善なのかを考えてほしい。コロナ禍でこがは２階３階や他部署との
関わりも希薄化しているけれど、一人で悩まずに相談しながら働いて
もらいたい。

石川 こが２階フロアで勤続６年目でユニットリーダーを任せてもら
えるようになりました。周りの方に支えてもらいながら頑張ってます。
２階では事故、転倒のリスクが高い方に目が行きがち。認知症のある
方、意思が伝えられない方など変化が目に見えて分かり難い方の変化
にも、ぜひ気が付ける職員になってもらいたいです。１日の流れ、タ
イムスケジュールで動くのではなく、本当に今その方はそうしたいの
か？本当に必要なサインを見落とさないようにしてほしいな。何でも
相談しながら、先輩だけでなく同期の仲間とも支え合って頑張っても
らいたいです。

沼辺 勤続１２年目、プライベートでは３人の子どもの子育てをしな
がら仕事との両立に四苦八苦。職場の理解と協力があって、３人の子
育てとの両立ができていると思う。私はこがの２階で勤務していたこ
ともあり、入所とデイとの役割の違いを学びました。こがではその方
の暮らしを支えるために、自分自身が環境の一部で、慌ただしく業務
に追われることでご利用者の平穏な暮らしを損ねることもある。どう
したら、安心してその人らしい暮らしができるか、常に考えていた気
がする。こはたデイでは通いの場として、自宅から離れて社会交流す
る中で、その方のニーズ、楽しみ、生きがい、笑顔を引き出していき
たい。そのためには一人一人の歴史、家族構成、現在の生活など、
色々な視点からその方を知ることが大切だと感じた。私も入職してす
ぐは同期６人と支え合って過ごしてきた。時には悩みを共有、相談し
合い、新しい発見もあると思うので、同期と思いを共有して頑張って
もらいたい。

西村 ここに就職する前は全く違う仕事をしていて、２週間AKB48と
仕事したこともある！？詳しく聞きたい方は、後ほど…(笑)。以前は
映像の仕事を20年以上していました。それが今の仕事の武器にもなっ
てます。今までしてきたことは決して無駄ではなく、今に生かせると
思ってます。ハーモニーはご利用者との関わりだけではなく、自分に
しかできない強みを生かして働くことができる場所。まだ入職して大
変な時期だと思うけれど、五感を研ぎ澄ませながら、ご利用者の気持
ちを考えてほしい。自分にしかできないことを考えてほしい。ハーモ
ニーのスローガン「ともに生き、ともに学び、ともに支え合う」＝サ
ポーターになるのではなく、パートナーであるというイメージ。一緒
に歩いていきましょう、という横並びの関係であると思ってほしい。
そして、しんどい時、怒られることもあると思う。時には自分の心に
も耳を傾けて、立ち止まり、休憩も大切。自分を大切にしてほしいな。
何でも相談に乗るので、先輩にも遠慮なく声をかけてください。

一人一人の思いを共有し、励まし合う貴重な時間になったと思います。また、ハーモニーで今後大切にしたい心構えを再確認する
場にもなりました。介護技術や業務内容だけでなく、ハーモニーだからできる法人の共通の神髄にも触れることができたと思います
是非、残りの3か月間も有意義に過ごしていただき、新たな配属先でのステップアップに備えていただければと思います。

（デイサービスセンターハーモニーこはた 沼邉真由美）
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坂
の
ま
ち
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

～介護事業を通して・地域活動を通して～
山間部・東宇治北地域を中心に、坂道であることや地域の課題で暮ら
しの中での困難を感じている事柄を共有します。そして、ネットワー
クを構築したり、解決のための制度・サービスを把握し、必要なとり
くみ・サービスを創造していく活動を坂のまちプロジェクトといいま
す！

宇治市域

③移動支援へのアプローチ

②リハビリ・予防の支援

⑥住民への学びの支援

④環境へのアプローチ

⑤地域資源の開発・支援・広報

①介護事業からのアプローチ 具体的には・・・・・
・kohasyugeプロジェクト
・サービス事業所の外出企画
・ラジオ体操
・出前体操
・木幡区移動支援の相談
・木幡神社お祭り検討会
・きんと雲 運営会議出席
・地域懇談会（キラコ）
・こはタウン協働
・やまはたカフェ・映画会
・フリーマーケット開催
・認知症サポーター養成講座

・・・・・などなど

その中で、今回はkohasyugeプロジェクトをご紹介します！！
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坂のまちでくらす支援

地域特性

坂が多い

高齢になると閉じこもる
・車が運転できなくなる
・交通機関が少ない
・歩くと危ない
・転居

デイサービス kohasyuge
地域に展開

地域とつながらない 地域とつながる

kohasyuge ーデイサービスセンターハーモニーこはたー

デイサービスセンターハーモニーこはたが事業を行って
いる地域は、御蔵山・南山など、丘を切り開いた住宅街を
対象にしています。

高齢になると、少しの衰えで坂道が歩けなくなったり、
車に乗れなくなったり、閉じこもりの傾向が強い地域でも
あります。また、新興住宅街なので、商業的な関りが少な
く地縁ができにくい課題があります。そこでデイサービス
のニーズが高く、ハーモニーこはたの利用者はいつもいっ
ぱいの状態です。

しかし、ご利用者にとっては地域との関係がデイサービ
スで完結してしまうので、サービスを利用することで地域
とのかかわりが、より減少してしまっているのが現状です。

そこで、もう一度地域の中にその方の居場所や役割をつ
くっていこうというのが「kohasyuge」の目的です。

kohashugeとはこはた手芸部の略。

デイサービスのレクリエーションでつくる手芸作品を地
域のカフェや雑貨屋さんにおいてもらい、デイサービスセ
ンターハーモニーこはたの活動を地域の方にも知ってもら
いたいと思っています。また、ご利用者さんにもカフェに
遊びに行って商品となった作品を見て「地域で楽しくくら
す」を体験してもらおうと考えています。

ご利用者さんの作った作品を通して、地域の方にも「お
ばあちゃんのあったかい気持ち」が伝わればいいなと思っ
ています。

手芸作品だけでなく、木工作品も地域で販売できたらい
いなと考えています。地域の家具職人さんにも作品の作り
方など教えていただき、活動を通じて地域のつながりが大
きくなっていけばいいなと思います。

まだまだ始めたばかりなのでどうなるか？？ですが、皆
さんの意見やアイデアをいただきながら、楽しく活動して
いきたいと思います。皆さんのご協力お願いいたしま
す！！（ハーモニーこはたマネジャー 澤井由実）
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PLAYBACK 取り組み発表会
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■地域リハビリテーション部
発表者：高城愛紀子 芦達美和子
【こんなに違うの～病院と施設リハ～】＃スタッ

フ間で話し合う機会が増＃制服なし役職名なしで呼
び合う＃職種問わず＃常勤非常勤問わず＃職域を超
えての多職種連携

■介護老人保健施設 3階 さざんかユニット
発表者：村上知宏、四方一之
【さざんか自治会への道～利用者さんが主役に

なって生活するユニット～】＃自分でできることが
多い＃利用期間が長い＃利用者同士のつながりが少
ない＃みんなで決めよう「茶話会」＃お悩み解決＃
個別面談＃焼きそば作りレク＃利用者からのアイデ
ア＃野望＃町内会長＃会報作成＃スナック開催へ

■ハーモニーこがなの家認知症対応型デイ
発表者：伊東朋巳 塩見美奈子 西村依子
【あんなこといいな、できたらいいな】＃ショー

トコント＃ポコニャン会＃味噌づくり＃オンライン
家族会＃オンライン秋祭り＃リモートでのつながり
を＃コロナに負けない

■介護老人保健施設 通所リハビリテーション
発表者：山田さやか 森友直子 細見智子

【さやかの部屋～覗いてみようデイケアのレクリ
ハ～】＃○子の部屋パロディショートコント＃レク
リエーションリハビリ＃心・体のリハビリ＃選択制
のレクリハ＃キャップアート＃企画も一緒＃非常勤
勤続17年＃係担当で責任感

■ハーモニーこがなの家 地域密着型特定施設
発表者：岩佐真美 梅景シゲミ
【１１年の歩み～最後までその人らしく これか

らのこがなの家って？！～】＃安心安全自由なくら
し＃町内会に参加＃電気メーター＃部屋食も可＃
109歳＃住み慣れた家＃9年在住＃看取り＃息子さん
からのお手紙＃生きながら天国にいるよう＃穏やか
に＃ありがとう

■介護老人保健施設 介護部2階
発表者：石川真由 稲津安華 森田広美
【五感にTouch！＃夏祭り ＃映えおやつ】＃映

えKeyWord＃認知症の方が楽しめる工夫＃季節感＃
工程多い＃沢山の利用者さんの参加促進＃スイカフ
ルーツポンチ＃巨大チョコプリン＃りんどうカフェ
＃呼び込み＃ねぎらい上手＃色鮮やかゼリー＃味＃
聴＃嗅＃視＃触＃2階をOneTeamに＃一瞬大切に

伏見エリア事業部
開催日時 令和2年11月13日（金）

宇治市域事業部
開催日時 令和2年11月14日（土）

■ハーモニー東風館サービス付き高齢者向け住宅
発表者：佐々木圭以子
【東風館という一つ屋根の下でのつながり】＃サーク

ル活動＃入居前アンケート＃得意なこと＃やってみたい
こと＃職員・ボランティアのマッチング＃ハーモニカ・
書道サークル合同発表会＃協働作業

■地域包括支援センター 発表者：平匡博 清岡美来
【地域包括支援センターでの実践】＃地域診断＃北畠懇
談会＃きらこ＃ラジオ体操＃木幡地区ラジオ体操マップ
＃住民との信頼関係＃住民同士の信頼関係

■訪問事業部（定期巡回 訪問介護）
発表者：山﨑就平 佐々木拳斗
【最期に孫に会えてよかった～Aさんの支援を通じて

どう繋がったか】＃コロナ禍の入院＃看取りに立ち会え
ないかも＃在宅での看取り＃１日３回の支援＃医療連携
＃柔軟な支援時間の変更＃ICT技術＃家族や医療関係者
と記録共有＃自宅での看取り

■小規模多機能型居宅介護
発表者：平井達也 杉本秀美
【あっ！つながっていたんだ。】＃春の外出中止＃和

菓子店＃洋菓子店＃セレクトおやつ＃近隣のお店＃地域
貢献＃運営推進会議＃お店からの宅配＃店舗側からの柔
軟な対応＃今までつながりを再確認

■通所介護 発表者：下垣太介 富山皓太
【コロナのビフォーアフター】＃活動制限・利用制限

＃利用者家族からの苦情＃デイの役割を考える＃自宅で
のくらしを知る＃ボランティア来所0 ＃やる気スイッチ
＃レクリエーションの通信講座＃絵手紙教室＃書道教室
＃マスク制作の輪の広がり＃何ができるのかを考える

■グループホーム 発表者：田中譲 福山 板倉
【コロナ禍だからこそ気づくことができたグループ

ホームらしさ】＃社会情勢を感じる＃形に残る＃社会貢
献＃マスクづくり＃幼稚園寄贈＃同じ作業＃達成感＃家
族へのお手紙＃写真動画撮影習慣化＃オンライン面会＃
YouTube限定公開＃家族との距離縮まる＃日常の暮らし
に目を向ける

毎年行っているこの発表会の灯を消してはいけない。そんな思いで取り組んだ初の試みのオンライン研修。リアル参加
とオンライン参加の2パターンの設定を行いました。リアル参加者の密を避けるため複数会場の設定を実施。オンライ
ン参加者の方へ事前にzoomの使い方のレクチャーを行うことで、従来より参加者の数が大幅に増えた会になりました。
（ちなみに こが こがなの家は 現地参加70名 オンライン参加63名 合計133名でした！）

少し前のことにはなりますが、＃で当時をPLAYBACKしてみましょう！

今年は
伏見エリア 11/5（金）18：30～20：30
宇治エリア 11/13（土）18：00～20：00
を予定しています



（理事長 丸山貴司）
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職員の皆さんには、日頃の業務に加え、新型コロナ感染防止
対策をしっかりと継続していただいており、大変ご苦労さまで
す。この夏、ようやくコロナワクチン接種が進んできたものの、
市中の感染は増加傾向であり、油断できない状況が続いていま
す。

そのなかで、７月２３日(金)に東京オリンピック、パラリン
ピック２０２０が遂に幕を開けました。コロナ禍で開催するこ
との是非が問われた末の無観客試合という様相ではありますが、
それでもやはり選手達の技は素晴らしく、自分をひたむきに信
じ努力によって己を乗り越えようとする魂に、惜しみない賛辞
を贈りたいと思います。

さてこの数年間、法人の魅力を内外に発信するブランディン
グ活動や、福祉人材の採用活動と育成に力を入れてきた成果が
現れてきています。「自分たちの仕事の価値・やりがいを、自
分たちの言葉で語り、自身の成長が実感できること」を大切に
するとともに、法人ブランドブックやロゴマーク作成、現場の
成果を共有する「取り組み発表会」、人としての成長を大切に
しあうOJT実践、仕事の在りようを生感覚で伝えるインターン
シップ(職場体験)や採用活動など、特に2019～2020年には様々
な取り組みが実施されました。

一方で、経営的には厳しい状況が昨年度より続いています。
原因にはもちろんコロナによるサービス利用者数の減少があげ
られますが、法人事業を拡大させてきた構造的な課題もありま
す。具体的には、宇治エリアにおける24時間型訪問事業および
ハーモニー東風館の利用者確保に苦労してきたことと、伏見エ
リアにおける在宅支援部門の戦力不足です。

今年は、それらの課題を解決するべく、入居率が向上してきた
ハーモニー東風館に訪問事業部を移転させることで介護力強化
をはかり、安定した生活を長く送って頂けるようにするととも
に、伏見エリアの介護老人保健施設ハーモニーこがでは相談室
および在宅支援部門の強化を推し進めています。私たちが本当
の意味で地域から必要とされるために、2021年度は、ここを頑
張らないといけません。

そして、私たちは改めて、「国の規定した各種サービスの基
準を満たし、事業をまわすことに精一杯になっていないだろう
か？」「地域で困っている人から離れた所で、各種サービス事
業が完結していないだろうか？」ということを自問する必要が
あります。くらしのハーモニーの考え方は、「制度に従うので
はなく、支え合いを基本として、自分らしい地域生活を実現す
ること」です。今一度、私たちの仕事を、最も肝心な「地域で、
目の前で、困っている人を助ける」ということに寄せて考えて
いきたいと思います。

地域には介護ニーズや健康に関する課題が多く埋もれており、
コロナ禍だからこそ問題が深刻化することも多いようです。そ
れら地域の問題を敏感にキャッチして、私たちの仕事の意味(必
要なサービスの在り方)を話し合い、そして、コロナ禍において
も諦めずに、地域づくりに欠かせない様々な住民活動をサポー
トしていきましょう。

「２０２１年 ハーモニーの頑張りどころ」



社内報をお借りして

ハーモニー共済会
勤続表彰のお知らせ

勤続5年

〇2016年4月入職 平井達也さん（やまはた）石川真由
さん（こが）伊藤栄二さん（こが介護部）峠亜美さん
（こがなの家デイ）

○2016年7月入職 倭田真理さん（やまはた）

○2016年10月入職 谷口亭一さん（こが） 野里奈美さ
ん（こはたデイ）

○2016年12月入職 川端俊輔さん（やまはた訪問）

勤続10年

〇2011年4月1日：蛇持智大さん（こが）柳生洋子さん
（こが）石黒里香さん（こが通所リハ）

勤続おめでとうございます。上記の方にはハーモニー
共済会からお祝いをお渡しします。これからもよろし
くお願いします！

※ハーモニー共済会は、常勤・常勤嘱託の方は必須加入、非
常勤の方は任意加入の職員互助会です。

社会福祉法人くらしのハーモニー

最期まで地域で
「楽しく生きる」をつくる福祉

★宇治市域事業部
□ハーモニーこはた 宇治市木幡金草原43番地
□ハーモニーやまはた 宇治市木幡北山畑23-1
□ハーモニー東風館 宇治市木幡金草原14-4

★伏見エリア事業部
□ハーモニーこが 京都市伏見区久我森の宮町3-6
□ハーモニーこがなの家 京都市伏見区久我石原町1-41

発行年月日 令和3年10月25日
発行責任者 理事長 丸山貴司
編集責任者 法人本部 上埜佳代子

久しぶりの発行となりました。こちらで掲載される紙面内容は月１回開催さ
れている広報プロジェクトでの議論をもとに決定しています。今回からは、
法人内の各事業の説明を、働いているスタッフのエピソードも交えながら紹
介しようということになりました。くらしのハーモニーでは、５拠点１５事
業をやっています。これからも、法人内の事業所やスタッフを紹介していき
たいと思っています。広報プロジェクト以外から上がってきた企画内容も出
てくるようになってきました。この紙面が、働くスタッフの皆さんにとって、
自由な対話のきっかけになればと願いつつ、次号につなげていきたいと考え
ています。（UK）

編集後記

実習生 インターンシップ生
受け入れ

今年も、たくさんの方が、当法人に来てくださっていま
す。今年度の実習、視察を下記に記載します。スタッフ
の皆様、実習生受け入れのご協力、よろしくお願いいた
します。（※感染症対策に十分に注意して受け入れてい
ます）

■社会福祉士実習 ・ハーモニーこはた 8月～9月：同
志社大学１名 花園大学１名 9月～10月：京都医療福祉
専門学校 2名 11月～2月：京都医健専門学校 ・ハー
モニーこが 8月～9月：京都府立大学１名 11月：龍谷
大学２名
■介護福祉士在宅実習（オンライン）・ハーモニーやま
はた訪問事業部８月：花園大学9名
■看護師実習・ハーモニーこはた 12月～2月：同志社女
子大学6名
■作業療法士実習・ハーモニーこが9月～10月：佛教大学
■京都府リハビリテーション専門職受け入れ研修 課題
別：介護老人保健施設におけるリハビリテーションに関
する研修・ハーモニーこが10月
■ソーシャルワーカーズラボ 4月3名 7月5名来訪
■大学生インターンシップ（全てオンライン）・体験型
オンラインインターンシップ 8月24日～31日 合計８
名・課題達成型インターンシップ合計7名 ８月27日～：
生活リハビリテーション１名 認知症ケア１名 多職種
連携2名 Kohashugeプロジェクト３名
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パパ、ママ職員交流会をしませんか？

仕事をしながらの子育て、悩むことやジレンマを抱えたり、いろいろありませんか？
コロナ禍でなければ、ママ友なんかに話をして発散できたりするけれども、

今はその機会も減ってしまって悶々としたり…

こんなときだからこそ、同法人内で部署を超えて、仕事をしながらの「子育てあれこれ」を話しま
せんか？同じ法人だからこそわかること、共感できることもあるかと思います。

「交流会やりたい！」「興味がある！」という方は、本部の上埜さん、
または地域リハ部の細井までお声かけください。交流会の具体的な開催方法
等は、声をかけてくださった方たちと一緒に考えていきたいと思います。

お気軽にお声かけください！（文責 地域リハビリテーション部 細井）

地域リハ部 細井 reha＠kurashino-harmony.or.jp       
本部 上埜 honbu@kurashino-harmony.or.jp


