
しせつの損害補償
社会福祉施設総合損害補償

福祉施設の福祉施設の事故・紛争円満解決のために事故・紛争円満解決のために福祉施設の事故・紛争円満解決のために ホームページでも内容を紹介しています
http://www.fukushihoken.co.jp

◆加入対象は、社協の会員である社会福祉法人等が運営する社会福祉施設です。

プラン１１

プラン22 （普通傷害保険）

❶ 基本補償（賠償・見舞費用）

❶ 入所型施設利用者の傷害事故補償　　❷ 通所型施設利用者の傷害事故補償

❷ 施設職員の傷害事故補償

施設送迎車に搭乗中のケガに対し、プラン２‒❶、❷の
傷害保険や自動車保険などとは関係なく補償

保険期間１年

保険期間１年、職種級別Ａ級（10口まで加入できます）

保険期間１年、職種級別Ａ級（10口まで加入できます）

❸ 施設送迎車搭乗中の傷害事故補償

❶ 施設職員の労災上乗せ補償　
　 ●オプション：使用者賠償責任補償
❸ 施設職員の感染症罹患事故補償

プラン33 （労働災害総合保険、普通傷害保険、約定履行費用保険）

プラン44 （賠償責任保険）

●このご案内は概要を説明したものです。詳しい内容のお問い合わせは下記までお願いします。●

〒100‒0013 東京都千代田区霞が関３丁目３番２号 新霞が関ビル１７Ｆ
ＴＥＬ：０３（３５８１）４６６７　ＦＡＸ：０３（３５８１）４７６３〈引受幹事

保険会社〉
受付時間：平日の9:00～17:00（土日・祝日、12/31～1/3を除きます。）

社会福祉法人全国社会福祉協議会団体契約者 取扱代理店 株式会社福祉保険サービス

保険期間１年

損害保険ジャパン日本興亜株式会社 医療・福祉開発部 第二課
TEL：０３（３３４９）５１３７

社会福祉法人役員等の賠償責任補償

〈SJNK18-14801 2019.2.1作成〉

（賠償責任保険、医師賠償責任保険、看護師賠償責任保険、個人情報取扱事業者
賠償責任保険、動産総合保険、費用・利益保険）

受付時間：平日の9:30～17:30（12/29～1/3を除きます。）

1 口あたりの補償額
死亡保険金 100万円

定員１人 1口あたり
❶入所型施設利用者 1,310円
❷通所型施設利用者 990円後遺障害保険金 程度に応じて死亡保険金額の4～100%

入院保険金（１日あたり） 800円
手術保険金 入院中の手術：入院保険金日額の10倍

　外来の手術：入院保険金日額の5倍
通院保険金（１日あたり） 500円

▶保険金額 ▶年額保険料（掛金）

1 口あたりの補償額
死亡保険金 140万円

定員１人 1口あたり
施設役員・職員
1名 1口あたり 3円（１日あたり）後遺障害保険金 程度に応じて死亡保険金額の4～100%

入院保険金（１日あたり） 1,500円

5,000万円 1億円 3億円

手術保険金 入院中の手術：入院保険金日額の10倍
　外来の手術：入院保険金日額の5倍

通院保険金（１日あたり） 600円

▶保険金額

▶保険金額

▶年額保険料（掛金）

Ａタイプ Ｂタイプ Ｃタイプ
1事故・期間中

平成31年度

❷ 個人情報漏えい対応補償　 ❸ 施設の什器・備品損害補償

▶保険金額 ▶年額保険料（掛金）

基
本
補
償（
A
型
）
見
舞
費
用
付
補
償（
B
型
）

対人賠償（１名・１事故）
基本補償（A型） 定　　員 基本補償（A型）
2億円・10億円 2億円・10億円
2,000万円
200万円
20万円
1,000万円
1,000万円

500万円

2,000万円
35,000～61,460円
68,270～97,000円

1,500円

1～50名
51～100名

以降1名～10名増ごと200万円
20万円
1,000万円
1,000万円

500万円

死亡時 100万円
入院時 1.5～7万円
通院時 1～3.5万円

見舞費用付補償（B型）

対物賠償（１事故）
受託・管理財物賠償（期間中）
うち現金支払限度額（期間中）
人格権侵害（期間中）

2,000万円 2,000万円徘徊時賠償（期間中）
身体・財物の損壊を伴わない経済的損失（期間中）

事故対応特別費用（期間中）
被害者対応費用（１名につき）

傷害見舞費用

賠
償
事
故
に
対
応

お
見
舞
い
等
の
各
種
費
用

基本補償（A型）
保険料

【見舞費用加算】
定員１名あたり
入所：1,300円
通所：1,390円

●オプション１ ●訪問・相談等サービス補償
●オプション２ ●医務室の医療事故補償 ●看護師の賠償責任補償
●オプション３ ●借用不動産賠償事故補償
●オプション４ ●クレーム対応サポート補償

1事故10万円限度 1事故10万円限度

改定

新設

改定

改定

改定

令和3年度
地域福祉拠点設立推進プロジェクト

広島県老人福祉施設連盟

事 例 集
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Ⅰ．はじめにⅠ．はじめに

　地域における公益的な取組の実施に係る責務は、社会福祉法人に課せられるものでありますが、法人が運営

する施設に対して画一的かつ特定の取組の実施を促すものでなく、保有する資産や職員との状況、地域ニーズ

の内容、地域における他の社会資源の有無などを踏まえつつ、その自主性、創意工夫に基づき取り組むべきもの

であります。

　それらを踏まえて、個人への援助から個人も含めた地域全体に対する援助への転換を考えると、地域課題解

決に当たり施設が中心となってネットワークを作り、支えていくことが必要で、特にインフォーマルサービスを見

つけていく、あるいは作っていく必要があると考えます。

　具体的には、地域の福祉課題を明らかにし、社会資源の調整・開発を行い、ネットワークの形成を図る取り組み

を本事業で実施し、以下のことを意識して取り組みました。

① 地域住民の生活の場で展開する援助

　 ・生活を営む場を拠点として援助を展開していくこと

　 ・特定の問題でなく、生活全体に焦点を当てること

② 援助対象の拡大

　 ・地域での生活課題の多様化、地域におけるソーシャルワークの展開

③ 予防的かつ積極的なアプローチ

　 ・事後対応でなく、予防的アプローチのためにアウトリーチを行う。

④ ネットワークによる連携と協働

　 ・ 地域住民の「生活」を中心として援助することが求められるため、対象となる生活課題は複合化されるので

積極的にインフォーマルサービスを活用する。

　そのなかで施設、事業所は様々な技術やそのノウハウ、そしてハードを持つ地域の社会資源として存在する

べきであり、認知症になり高齢になっても住み慣れた地域で、施設や自宅などで安心して歳を重ねられるような

拠点になることが施設の役割だと考えています。

　また、地域包括ケアシステムを推進していく中で、施設は、地域の関係機関、例えば医療機関やＮＰＯ法人、ボ

ランティア、地域自治会・地域住民との連携を強固にし、地域特性に合わせた地域包括ケアシステムの推進に貢

献すると同時に協働してコミュニティ形成の中心となることが必要不可欠です。

　最後に今回の事例集は社会福祉制度改革で議論された「制度の狭間の課題」や「複合的課題」「市場原理で

は満たされないニーズ」に向き合い、取り組んだ内容を掲載していますので福祉、介護に携わる多くの方々の参

考にしていただければ幸いです。

　2022（令和4）年7月 広島県老人福祉施設連盟　

 会　長　　山　中　康　平
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１．　経緯・経過
　（１）経緯
　　 　広島県老人福祉施設連盟では、平成 30 年度（2017 年度）より、各施設の地域共生社会実現に向けた取り組みがより効

果的・効率的に進むよう「地域福祉拠点設立推進プロジェクト」として取り組んでいる。老人福祉施設が地域の福祉拠点
になるための取組は、地域共生社会の実現に向けた社会的要請に応えるとともに、老人福祉施設が地域住民から選ばれる
施設になるために必要なものだと考え、プロジェクトを立ち上げ取り組み続けている。

　（２）経過
　　□ 平成 30 年度（2017 年度）、初年度のプロジェクトでは、会員が地域共生社会の実現に向けた取り組みを推進できるよう「地

域福祉拠点設立のための手引き」をまとめた。
　　□ 平成３1 年度（2018）は、広島県からの委託を受けて、地域福祉拠点としての取組が推進するよう「地域福祉拠点設立

推進プロジェクト」として、県内６ブロックの代表施設がプロジェクトをすすめ、その成果を事例集としてまとめた。
　　□ 令和元年度（2019）は、本連盟自主事業として、前年度参加施設の継続した活動や、新たな参加施設の取り組みがより

効果的・効率的に進むよう「地域福祉拠点設立推進プロジェクト」として取り組み、その成果を事例集としてまとめた。
　　□ 令和２年度（2020）は、本連盟自主事業として、コロナ禍において、これまでのプロジェクト参加施設が、地域福祉拠

点としての取り組みに受けた影響を検証し、コロナ禍でも、地域福祉拠点として取り組める工夫やその内容を事例集と
してまとめた。

２．　令和3年度の取り組み
　（１）取り組み
　　 　これまでの取り組みに加え、本連盟として成果を発表・共有・講評を得られるよう、広島県老人福祉施設等研究発表会

で報告した。

　（２）参加施設
　　 　これまでのブロック毎から、事業種別毎（①特養，②軽費，③養護，④その他（地域密着デイなど））の選出に変更した。

昨今、特に「軽費・ケアハウス」は積極的な公益的活動の推進により，その存在価値を発揮することが求められている状
況にあるため，本プロジェクトへの参加がそうした活動の後押しや支援につながるよう進めた。

Ⅱ．地域福祉拠点設立推進プロジェクトについて
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豪雨災害・感染症への対策をとおして～地域・行政・事業所が一体となった取り組み～
［尾道ブロック］　 特別養護老人ホームせせらぎ園

　平成３０年の豪雨災害をきっかけとし、地域・行政・事業所の連携により地域課題の把握や、問題点の掘り起こしを行って
きたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大とともに地域行事等は軒並み中止となり、集合型で行っていた懇談会も開
催困難となった。昨年度からは地域全体での感染対策に取り組んできたが、新しい生活様式が定着しつつあるなか、構築し
てきたネットワークを活かし、様々な視点を持って地域とのつながりを再開し、活性化したい。

１．地域共生社会の実現に向けて、現状の課題
（地域の社会資源の１つである老人福祉施設として、できれば『共生社会』を念頭においた課題）

豪雨災害や感染症の拡大と、新たな問題が起こった時、まず頭に浮かぶのが「どこに相談したらいいかわからない」という
漠然とした不安であった。行政や事業所だけでなく地域住民自らが知識を得て、情報発信し解決に向けた協力者の一員と
なれる。

２．将来的にありたい姿、ビジョン
（本プロジェクトを通してどのような『共生社会』を目指すか。住民が共感できる言葉で書く）

３．２のビジョンに向けて、人と地域に起こしたい変化
（誰がどうなる。もしくは、誰が何をできるようになる状態を目指すのか。こんな状態をみたい！と思う３つ程度の”見たい未来“を簡潔に書く）

見たい未来像
１ 地域の中心である各自治センターとの関わり、地域課題の把握

２ 地域住民と法人のネットワークづくり

３ 地域住民自らが課題の発掘や情報発信ができる

４．３の実現のために、今年度はまずどのような状態まで目指すか
（３を生み出すために、１年後に何がどうなっている状態を目指すのか。３の「起こしたい変化」ごとに、具体的な目標を書く（※評価しやすい目標設定））

具体的な目標
１ 地域に５か所ある自治センターとの個別の関りを行う

２ 自治センターの活動支援を行う

３ 施設を知っていただき、来ていただくための取り組み、情報発信

１．R3年度研究発表会　発表施設

５．そのための事業内容

・地域連携懇談会の再開　　・自治センターごとの個別訪問　　・自治センターの活動支援
・事業への参加呼びかけ　　・地域行事への参加

Ⅲ．地域共生社会の実現に向けた取り組み　実践事例
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月 何をいつまで
（取り組み内容と実施日）

誰が誰と
（関わる人すべて）

何のために
（目的） 実践経過 評価

（目的の達成度や今後の課題）

・施設内地域交流委員会（施設長、生活相談員、居宅介護支援事業所管理者、訪問介護事業所主任、デイサービス管理者）
・地域代表（世羅町西部地域の自治センター５か所、民生児童委員）
・行政（世羅町福祉課、企画課、総務課、生活支援コーディネーター）
・高齢者専門職（自法人以外の医療、福祉、介護、障害分野の事業所）

６．プロジェクト推進体制

７．今年度内の行動計画及び実践記録

感染症発生時に不必要な事業縮
小を防ぎ、適切なサービスの提
供を維持する

感染症発生時の情報提供および
迅速な感染対策の実施

個人情報使用同意をとったこと
による日常生活への影響の調査

町内事業所
行政
保健所

町内事業所管理者
町内居宅介護支援事業所
町内在宅サービス利用者

町内居宅介護支援事業所
町内在宅サービス利用者

・町内関係機関の連携体制
・利用者、家族への注意喚起
・発生時に備えた個人情報使用

の事前説明と同意

・個人情報使用同意書の同意
・症状発生時の連絡先を明記し

たものを配布

・203 名の回答

・町内で感染症が発生した場合
の連絡網の作成

・行政が各事業所の対策状況を
集約し町内事業所へ発信

・町内事業所で感染症が発生し
た際の情報共有

・迅速な感染対策の実施

・「安心につながった」　　96％
　…『どこに相談すればいいか

わかった』など
・「安心につながらなかった」4％
　…『独居高齢者で状態が

分からない』など

R2 年
12 月

12 月
～

R3 年
1 月

10 月

12 月 3 日
せせらぎ園主催

『新型コロナウイルス感染症発
生時における在宅サービス調整
のための意見交換会』

個人情報使用の事前説明と同意

個人情報使用同意についてアン
ケート調査の実施
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・漠然とした不安を抱えて生活
されている
・不安の解消など解決への糸口
につながった

感染症の拡大により活動が制限されるなかで、これまでに取り組んできたことの継続が難しいと感じる場面が多かったが、他施設の取り組みなどを参考に、一つの考えに縛られ
ず視点を変えることで、「今」できることに目を向けられるようになったと感じる。

8．プロジェクト会議の中で得たヒントや他施設の取り組み

9．今年度の目標（４．今年度はまずどのような状態まで目指すか）に対する成果と課題
具体的な目標 成果 課題とその解決策

１ 地域に５か所ある自治センターとの個別の関りを
行う

感染症拡大防止のため、地域に出向くことができ
ず、個別の関りを持つことができなかった。

感染予防策を講じながらできる取り組みを検討す
る。

２ 自治センターの活動支援を行う 次年度に向け自治センターより交通空白地有償運
送運転者講習への講師派遣の依頼を受ける。

大規模な行事以外でも、繋がりをもつことで地域
との協力体制を維持する。

３ 施設を知っていただき、来ていただくための取り
組み、情報発信

感染症拡大防止のため、施設へ来ていただくこと
が難しく、広報活動等が十分にできなかった。

広報活動の工夫。

10．ビジョンの具現化に向けて来年度から取り組みたいこと

2022年度の取り組み

地域課題解決に向けた取り組みの継続として、各自治センターをとおし大きく次の二点について連携する。
・災害時の福祉避難所開設時にボランティアの協力要請や、施設から地域避難所へ介護、看護、栄養部門専門職の災害派遣チームが派遣できる

よう体制づくりをおこなう。
・自治センターでは地域の交通手段として運転専門職員を確保し輸送サービス事業を計画していたが、専門学校での運送運転者講習がコロナで

中止となり専門職員の確保ができないため、自治センター自ら交通空白地有償運送運転者講習を実施することとなり、その講習の福祉自動車
実技講習分野へ講師として当施設職員を派遣し協力をおこなう。
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11．プロジェクト（自施設の取り組み・プロジェクト会議）を通して、他の施設に伝えたいこと

プロジェクト委員

感染症予防や人材不足、日常業務との並行などネガティブなことに目が行きがちになりますが、こんな状況だからできたことがあった、こん
な状況だから方向性を変えてみよう、などポジティブな視点に切り替えて取り組むことの大切さを実感することが多かったように思います。ま
た、地域福祉拠点設立より以前からのつながりに支えられていると感じることが多く、この取り組みを続けていくことが社会福祉法人として地
域と共存し支えあうことのできる地域づくりへつながると考えています。

施設長 今後も、“ 共に手をたずさえて ” の運営方針のもと、地域課題の解決に継続して取り組めるよう、地域住民と同じ目線で考えお互いに協力し
支えあえる関係づくりをおこなう。

中長期的取り組み 施設に何が求められているのか、地域福祉の拠点施設として様々な視点を持ち、感染症拡大防止のため中止となっている地域交流事業や災害
対策への取り組みを再開していきたい。
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３密を避けながら「孤立」しない
［呉・海田ブロック］　 特別養護老人ホーム 誠心園

・認知症の方が地域で少しでも長く生活するためには、家族、地域住民の正しい「認知症」への理解が必要なのだが、
特養の生活相談員が地域へ出向く機会が少なかった。

・認知症の方、ご家族、心配事があってもどこに相談すればよいのか分からず孤立してしまう。

１．地域共生社会の実現に向けて、現状の課題
（地域の社会資源の１つである老人福祉施設として、できれば『共生社会』を念頭においた課題）

・認知症の方も、そうでない方も同じ地域で生活する中で、お互いを理解しあい協力する。
・施設は専門職として正しい情報を提供し、地域住民が不安に感じたことを相談できる場になる。

２．将来的にありたい姿、ビジョン
（本プロジェクトを通してどのような『共生社会』を目指すか。住民が共感できる言葉で書く）

３．２のビジョンに向けて、人と地域に起こしたい変化
（誰がどうなる。もしくは、誰が何をできるようになる状態を目指すのか。こんな状態をみたい！と思う３つ程度の”見たい未来“を簡潔に書く）

見たい未来像
１ 「認知症カフェ」を開催し、地域住民が気軽に集まり、コミュニケーションがとれる

２ 特養が特別な場所ではなく、気軽に相談によれる場所になる

３ 認知症が発症しても少しでも長く地域で生活できる、地域で支え合うことができる

４．３の実現のために、今年度はまずどのような状態まで目指すか
（３を生み出すために、１年後に何がどうなっている状態を目指すのか。３の「起こしたい変化」ごとに、具体的な目標を書く（※評価しやすい目標設定））

具体的な目標
１ 地域で生活している認知症の方、その家族が相談できる場所をつくる

２ 地域住民、認知症とその家族、施設職員で「顔見知り」の関係を築く

３ 地域住民に正しい「認知症」の理解をして頂く

１．R3年度研究発表会　発表施設

（１）法人全体で協力し、「認知症カフェ」を開催する
（２）認知症の方、その家族民生委員や、地域住民、他事業所へも「認知症カフェ」の参加を働きかける
（３）「認知症サポーター養成講座」を定期的に開催し、認知症の正しい情報を提供する

５．そのための事業内容
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月 何をいつまで
（取り組み内容と実施日）

誰が誰と
（関わる人すべて）

何のために
（目的） 実践経過 評価

（目的の達成度や今後の課題）

７．今年度内の行動計画及び実践記録

認知症カフェの開催に向け契約　
準備

認知症カフェ第 1 回

認知症カフェ第 2 回

6 月から認知症カフェを開催す
るため

・認知症の方、その家族と関係
を築く

・地域住民と交流を図る
・他事業所と連携を取り情報交

換

・認知症の方、その家族と関係
を築く

・地域住民と交流を図る
・他事業所と連携を取り情報交

換

ブランチ介護支援専門員
居宅介護支援専門員

ブランチ介護支援専門員
居宅介護支援専門員
特養生活相談員
江田島市社協職員
他事業所のブランチ介護支援専
門員
民生委員
地域住民

ブランチ介護支援専門員
居宅介護支援専門員
特養生活相談員
江田島市社協職員
他事業所のブランチ介護支援専
門員
民生委員
地域住民

包括支援センタ―の方と契約

新型コロナウイルス感染症対策
として中止となった

地域のコミュニティーホールで
開催
参加者 8 名
体操、塗り絵、レクリエーショ
ンをそれぞれ本人に選択して頂
き、会話をしながら時間を過ご
す

感染症対策を行いながら地域住
民との交流が図れた
コロナウイルス感染症対策とし
て、なかなか人と接する機会が
難しく、「話をする」ことの大
切さを教えられた

４

６

７

・施設長　　・ブランチ担当介護支援専門員　　・居宅介護事業所介護支援専門員　　・デイサービス生活相談員　　・特養生活相談員

６．プロジェクト推進体制
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認知症カフェ第 3 回
認知用カフェ第 4 回

認知症カフェ第 5 回

 

認知症カフェ第 6 回
認知症サポーター養成講座開催

・認知症の方、その家族と関係
を築く

・地域住民と交流を図る

・認知症の方、その家族と関係
を築く

・認知症の方が家に引きこもら
ない

・家族の気分転換
・地域住民と交流を図る

・認知症、認知症の方への理解
を深める

・地域で認知症の方を支える、
認知症になっても自宅で生活
できるよう理解を深める

・地域住民との交流を図る
・特養に対する質問や困りごと

を把握する

ブランチ介護支援専門員
居宅介護支援専門員
特養生活相談員
他事業所のブランチ介護支援専
門員
民生委員
地域住民

ブランチ介護支援専門員
居宅介護支援専門員
特養生活相談員
他事業所のブランチ介護支援専
門員
江田島市職員
民生委員
地域住民

特養施設長
ブランチ介護支援専門員
居宅介護支援専門員
特養生活相談員
他事業所のブランチ介護支援専
門員
民生委員
地域住民

新型コロナウイルス感染症
対策として中止とした

参加者 12 名
体操、塗り絵、レクリエーショ
ンを本人に選択して頂き、会話
をしながら過ごす
認知症の方も、家族と離れてそ
れぞれ自分の思い思いに時間を
過ごす

参加者 15 名
認知症、認知症の方への接し方
など分かりやすく説明
体操やレクリエーションを交え
気分転換を行う

日頃、家から出たがらない認知
症の方から「皆さんと話が出来
て楽しかった。また来たい」と
言って頂けた
家族の方も地域の方と話をする
ことで気分転換になっている

 

地域住民からも認知症について
の質問や漠然とした不安がある
との声を聞くことが出来た
認知症の症状や不安に思う時は
施設に声を掛けて欲しいと伝
え、お互いが支え合う事を再確
認した

８
９

10

11
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認知症カフェ第 7 回 ・認知症の方、その家族の気分
転換

・地域住民との交流
・困りごとや、生活の不安を把

握する

ブランチ介護支援専門員
居宅介護支援専門員
特養生活相談員
他事業所のブランチ介護支援専
門員
民生委員
地域住民

参加者 6 名
体操、塗り絵、レクリエーショ
ンを通じて気分転換
コロナ感染症対策として、人と
の交流が難しい中話をすること
で不安の軽減につなげる

特 養 に 対 す る 質 問 も 受 け、
ショートステイの利用の仕方、
生活状況など個別の対応が出来
た

年の瀬のためか参加人数が伸び
なかった
参加された方はレクリエーショ
ン等で笑顔が見られた

12

他施設も新型コロナウイルス感染症のためできる事が限られ、その悪条件のなかでも地域との関りを継続している。どうすればお互いが孤立せず関係性を保てるか工夫されて
いる事を知り、私どもの施設でも感染症対策を行いながら交流を継続することができた。

8．プロジェクト会議の中で得たヒントや他施設の取り組み11



9．今年度の目標（４．今年度はまずどのような状態まで目指すか）に対する成果と課題
具体的な目標 成果 課題とその解決策

１

法人全体で認知症カフェを成功させる 2021 年 6 月から認知症カフェの開催を予定
新型コロナウイルス感染症対策として、何度も中止

をせざるを得なかったが、開催した月には参加者から
「来てよかった」との言葉を頂けた。

感染症対策をどう行っていくか。参加者の人数に
よっては、現在のコミュニティーホールでは密になっ
てしまう。事前に参加者の総数を把握し場所を選定す
る。

２

地域住民との交流の継続と、認知症の方、その家族
が家へ引きこもらず他者との交流できる場を作る

コロナウイルス感染症のため、人との交流が希薄に
なっているため、交流の場を提供することで、抱えて
いる不安を把握することができた。

毎月の開催を目指していたが、中止する月もあった。
中止する場合は、参加予定だった方に電話で状況の把
握やただ話をして不安に感じていることはないか聞き
取りを行う。

３

認知症、認知症の方への理解を深める 認知症サポーター養成講座を開催し、認知症に対し
て正しい理解を深められるよう、情報を提供し出来る
だけ長く自宅で生活できる、また地域住民が誤解なく
受け入れられるよう支援する。

回数を重ねていかなければ周知は難しい。定期的に
開催し、認知症を身近に感じてもらい漠然とした不安
を解消していく。

10．ビジョンの具現化に向けて来年度から取り組みたいこと

2022年度の取り組み 地域住民との交流、認知症の方が出来るだけ長く自宅で生活できるための支援は何が必要なのか探求する

中長期的取り組み 認知症カフェの継続、認知症サポーター養成講座の開催　　施設と交流のある企業に対しても行っていく

11．プロジェクト（自施設の取り組み・プロジェクト会議）を通して、他の施設に伝えたいこと

プロジェクト委員 新型コロナウイルス感染により、様々な制限がありましたが、今だからこそ人との交流が必要だと感じました。認知症の方、その家族だけで
なく不安に感じている方が多くおられます。その方達の声を少しでも拾うことが出来たらと思います。

施設長 施設から地域に出向くことで地域と繋がり居場所づくりに貢献することができました。
社会福祉法人が地域と繋がり、問題解決をともに行うことでお互い支え合える社会の実現に寄与できればと思います。
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地域とのつながりの継続～コロナ禍だからこそできることを～
［廿日市・可部ブロック］　 大竹市養護老人ホームゆうあいの里

大竹市・大竹市社会福祉協議会・学校関係とは良好な関係を築いているが、近隣住民との関係が希薄である。
そのため、地域とのつながりを拡げる行動を実施し始めたが、新型コロナ感染の蔓延により、ほとんどの計画が中止と

なっている。

１．地域共生社会の実現に向けて、現状の課題
（地域の社会資源の１つである老人福祉施設として、できれば『共生社会』を念頭においた課題）

近隣住民との関係を構築し、相談に行ける施設・災害時に頼れる施設を目指す。
地元の学生が施設に見学・就職し、顔見知りの高齢者と交流・介護をする施設を目指す。

２．将来的にありたい姿、ビジョン
（本プロジェクトを通してどのような『共生社会』を目指すか。住民が共感できる言葉で書く）

３．２のビジョンに向けて、人と地域に起こしたい変化
（誰がどうなる。もしくは、誰が何をできるようになる状態を目指すのか。こんな状態をみたい！と思う３つ程度の”見たい未来“を簡潔に書く）

見たい未来像
１ できるだけ多くの地域住民と顔見知りになる。

２ 地域住民が気軽に施設を訪れ、入居者と交流する機会をもつ。

３ 災害時に地域住民と協働する計画を作成する。

４．３の実現のために、今年度はまずどのような状態まで目指すか
（３を生み出すために、１年後に何がどうなっている状態を目指すのか。３の「起こしたい変化」ごとに、具体的な目標を書く（※評価しやすい目標設定））

具体的な目標
１ 入居者が地域とのつながりを感じる活動を実施する。

２ コロナ禍の中、可能な限り地域団体との交流を継続する。

３ 地域住民との関係構築に向けて、町内会等と協議を行う。

１．R3年度研究発表会　発表施設

５．そのための事業内容

・「大竹市花いっぱい運動」への参加の継続。
・将来的に地域とのつながりを見据えた「畑づくり」
・近隣保育園とのハガキの交流の継続。
・玖波小学校および大竹高校との交流の継続
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月 何をいつまで
（取り組み内容と実施日）

誰が誰と
（関わる人すべて）

何のために
（目的） 実践経過 評価

（目的の達成度や今後の課題）

プロジェクトメンバー ： 施設長 ・ 事務長 ・ 生活相談員
担　当 ： （学校関係 ・ 民生委員 ・ 町内会等との折衝、及び防災） ⇒ 施設長 ・ 事務長
  （入居者と地域との交流） ⇒ 生活相談員

６．プロジェクト推進体制

７．今年度内の行動計画及び実践記録

「畑づくり」開始

花いっぱい運動への参加

「畑」の作物の収穫
近隣保育園へのハガキ作成

花いっぱい運動への参加
近隣保育園へのハガキ作成

入居者の生き甲斐づくり

地域の行事に参加

入居者の生き甲斐づくり
新規の地域との交流

地域の行事に参加
新規の地域との交流

生活相談員・入居者・職員

生活相談員・入居者

生活相談員・入居者
生活相談員・入居者・事務長

生活相談員・入居者
生活相談員・入居者・事務長

多くの入居者が参加

入居者約 10 名が参加

悪質な収穫物が散見
25 枚弱のハガキを作成

入居者約 15 名が参加
30 枚程度のハガキを作成

椅子設置等、環境整備が必要

入居者への周知が課題

収穫物を利用した交流を模索
作成風景等の情報伝達を模索

近隣住民への周知方法を模索
入居者状態毎の参加方法模索

3 月

7 月

9 月

11 月
1 月
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9．今年度の目標（４．今年度はまずどのような状態まで目指すか）に対する成果と課題
具体的な目標 成果 課題とその解決策

１
「地域とのつながり」と「生き甲斐づくり」を目的と
する入居者参加型の活動を実施する。

「花いっぱい運動」への継続参加。「畑づくり」を新規
に実施。

参加者の満足度は高かった反面、より参加しやすい
方策を模索する必要有。また、参加者増加や地域交流
への工夫が必要。

２
コロナ禍における、地域との交流。 玖波小学校・大竹高校との交流の継続。近隣保育園と

のハガキ交流を新規に実施。
ハガキ等の物品のやり取りだけでなく、写真や映像、

言葉等の交換に拡げたい。コロナ禍終息後に相互訪問
につなげたい。

３
新たな地域とのつながりの構築につながるきっかけを
模索する。

コロナ禍で大きな成果は達成できず。 コロナ禍で人と話をする機会が激減したが、施設に
理解のある近隣住民に、将来像や想いを伝えていくこ
とから始めたい。

10．ビジョンの具現化に向けて来年度から取り組みたいこと

2022年度の取り組み ・新型コロナウイルス感染状況にもよるが、頓挫している地域とのつながりの構築を再起動していきたい。
・地域とつながる行事開催を見据え、入居者が参加しやすいイベントを開催して、地域交流の意識を高める。

中長期的取り組み ・近隣住民が気軽に訪れる施設になるため、環境整備や行事開催を実施する。
・防災協定を締結している自治会との防災訓練を実施する。

11．プロジェクト（自施設の取り組み・プロジェクト会議）を通して、他の施設に伝えたいこと

プロジェクト委員 共生社会の中で、近隣住民に頼られる施設となる過程において、入居者と地域とのつながりも重要だと考える。

施設長
現代は、高齢者や障がいのある人だけでなく、多様な人たちが集合した複雑な社会となっていると考えている。地域の中で、年齢を超えた様々

な人たちが、一つの「長屋」のように生活の一部として、井戸端で語り合ったり、困ったときには気軽に助け合ったりできるような法人・施設
となるのが夢である。

・地域住民との関係を構築する上でのきっかけ作り。　　・アンケート実施により、地域のニーズを把握する。　　・防災訓練等の地域との協働。

8．プロジェクト会議の中で得たヒントや他施設の取り組み
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施設と地域との繋がりを作り、継続していくために
［福山ブロック］　 サンフェニックス

地域との交流を深めることや施設を知っていただくことも含め、2018年度より防災訓練、地域清掃への参加等を実施し
地域との交流を図る。福祉施設としての役割において、少しずつではあるが施設と地域の双方にとって、良い一歩が踏み出
せてきた。

しかし、2020年、新型コロナウィルス感染症の影響から、地域活動への参加や近隣地域との交流も無くなっていき、慰問
行事にも影響が出始める。

2020年度、2021年度、新型コロナウィルス感染症の状況は良くなく、結果地域交流は出来ず、地域交流だけではなく、施
設内サービスにも影響が出始める。変化に対して柔軟な対応、新しい取り組みを、施設内外に向けていくことが必要になっ
てきた。

１．地域共生社会の実現に向けて、現状の課題
（地域の社会資源の１つである老人福祉施設として、できれば『共生社会』を念頭においた課題題）

①地域清掃等有無の自治会との情報共有。
②自立の方が多く入居しておられる居住系施設内行事で交流をテーマにした作品作り

５．そのための事業内容

施設が身近な存在になり、相談事、地域への支援ができ、開かれた施設であること。

２．将来的にありたい姿、ビジョン
（本プロジェクトを通してどのような『共生社会』を目指すか。住民が共感できる言葉で書く）

３．２のビジョンに向けて、人と地域に起こしたい変化
（誰がどうなる。もしくは、誰が何をできるようになる状態を目指すのか。こんな状態をみたい！と思う３つ程度の”見たい未来“を簡潔に書く）

見たい未来像
１ 施設職員と地域住民との触れ合いと地域貢献活動。

２ 近隣学校の在学生に対して、福祉施設の紹介等を行う。

４．３の実現のために、今年度はまずどのような状態まで目指すか
（３を生み出すために、１年後に何がどうなっている状態を目指すのか。３の「起こしたい変化」ごとに、具体的な目標を書く（※評価しやすい目標設定））

具体的な目標
１ 地域行事の清掃活動へ参加

２ 利用者作品との交換交流

２．R4年度研究発表会　発表予定施設
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①地域との関わりは、主に施設長、GH管理者、特養生活相談員がメインメンバー、他居住系施設と他事業所職員数名がサブメンバー
②居住系施設職員（軽費老人ホーム、生活支援ハウス）及びGH職員がメイン

６．プロジェクト推進体制

月 何をいつまで
（取り組み内容と実施日）

誰が誰と
（関わる人すべて）

何のために
（目的） 実践経過 評価

（目的の達成度や今後の課題）

７．今年度内の行動計画及び実践記録

町内清掃活動
団地内清掃活動

近隣小学校への新年度カレン
ダー作成

locus（高校生向け企業訪問）
への登録

コロナ禍でも感染予防対策がし
やすく、地域住民との顔合わせ
が継続的にできる

コロナ禍でありながら、作品を
施設へ提供して下さるため、慰
問行事が出来ないなか、作品で
のお返しで交流を継続する

近隣高校生に対して、高校生向
けの学習プログラムとなり、地
域の魅力向上・課題解決を自分
ごと化し、将来の目標を見いだ
すため。

自治会
施設長、GH 管理者
特養生活相談員
他施設職員

居住系施設職員
GH 職員

施設長
GH 管理者
特養生活相談員

感染者数増大により、清掃活動
は自治会内少人数での対応、も
しくは業者対応となり、参加は
中止となる

作品は手分けして作成され、計
14 名の入居者が参加される

来年度に向けての取り組みの準
備段階

参加者は限定的にならないメ
リットがあるが、開催されない
と貢献や交流に繋がらない

外出を控えている入居者にとっ
て、少し楽しみ、やりがいがで
きる、良いきっかけとなった

チャレンジウィークに似たよう
なもの

５
～

１１

1
～
２

3

貢献、交流活動は様々であり、コロナ禍の中でも行えることがあると発見。
目線を変えることで、柔軟な対応に繋げていくことができ、何か糸口が見えたような気がしました。

8．プロジェクト会議の中で得たヒントや他施設の取り組み
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9．今年度の目標（４．今年度はまずどのような状態まで目指すか）に対する成果と課題
具体的な目標 成果 課題とその解決策

１

地域行事の清掃活動へ参加 中止とういうことで、地域住民との顔合わせができ
なかった

清掃活動への参加目的は、地域住民に施設を知って
いただくこと、普段地域との関わりが少ない施設職員
が参加することにより交流の経験をしてもらうことで
あった。

方向性を再検討していく必要あり

２ 利用者作品との交換交流 組み合わせ次第で、感染症流行であっても交流を継
続していくことができる

対面出来ないこともあり、お話合いとしてリモート
での交流を検討していきたい

10．ビジョンの具現化に向けて来年度から取り組みたいこと

2022年度の取り組み 施設内外に問わず、「今までの考え」と「新しい考え」を合わせて実施していく。

中長期的取り組み 専門職としての目線、地域から見た目線を意識し、貢献活動につなげていく。

11．プロジェクト（自施設の取り組み・プロジェクト会議）を通して、他の施設に伝えたいこと

プロジェクト委員 コロナ禍の影響は大きく、継続予定であった地域交流は踏み出せず、当初交流を始めたころを考えると、もどかしさがあった。今できること
を行っていく。

施設長
地域との希薄な関係性を改善する良い機会であり構築されつつある状況であったが、新型コロナ及び法人の民事再生の影響により進捗におい

ては不十分な結果となった。
再度地道な地域及び対外的な接点づくりが必要であり、民事再生により受けたイメージ低下の払拭が当面の課題である。
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認知症の方に「どうされましたか」と声をかけることのできる地域づくり
［三次ブロック］　 特別養護老人ホームすいれん

周りの地域住民は、事業所運営に関して協力的で、ボランティアの提供など様々な運営協力をしていただいている。その一
方で、事業所として地域で果たす役割は、介護保険サービスの提供に留まっている。全般的に地域との関りが限定的である。
・ 三次市三次町は、住民の地域連帯の意識は強いものの、認知症の方が住みやすい町としては、課題がある。在宅サービス

を提供するなかで、利用者の認知症状を起因とする苦情を受けることもある。誰もが住みやすい町づくりを目指す必要
がある。

・新型コロナウイルスの影響により、地域の高齢者について孤立している方々が存在している。事業所としての関りを検討
している。

１．地域共生社会の実現に向けて、現状の課題
（地域の社会資源の１つである老人福祉施設として、できれば『共生社会』を念頭においた課題）

（1）新型コロナウイルスにより、高齢者の生活への影響について、調査を行い必要な支援を実施していく。
（2）認知症カフェを定期的に実施していく。
（3）関係機関と協同して、地域ケア会議の発足を進める。

５．そのための事業内容

地域住民が共生を意識して、認知症高齢者が困っている場面に遭遇した時、「どうされましたか」と声をかけることができ、
「〇〇へ連絡しますね」と適切に関係機関に繋げることのできる地域

２．将来的にありたい姿、ビジョン
（本プロジェクトを通してどのような『共生社会』を目指すか。住民が共感できる言葉で書く）

３．２のビジョンに向けて、人と地域に起こしたい変化
（誰がどうなる。もしくは、誰が何をできるようになる状態を目指すのか。こんな状態をみたい！と思う３つ程度の”見たい未来“を簡潔に書く）

見たい未来像
１ 地域住民の認知症に対しての理解が進み、偏見が軽減される。

２ 医療福祉関係者が認知症に対しての社会資源を有効活用できる。

３ 関係機関の横のつながりが強く、連携がとれる。

４．３の実現のために、今年度はまずどのような状態まで目指すか
（３を生み出すために、１年後に何がどうなっている状態を目指すのか。３の「起こしたい変化」ごとに、具体的な目標を書く（※評価しやすい目標設定））

具体的な目標
１ 新型コロナウイルスの影響により、孤立感を感じている高齢者の支援を具体化させる。

２ 認知症カフェを継続的に実施して、地域住民に対して共生の機運を高める。

３ 地域ケア会議を発足させて、認知症の方の住みやすい地域づくりを目指す。

２．R4年度研究発表会　発表予定施設
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月 何をいつまで
（取り組み内容と実施日）

誰が誰と
（関わる人すべて）

何のために
（目的） 実践経過 評価

（目的の達成度や今後の課題）

三次市西部圏域（三次町、十日市）の介護サービス事業所 3 施設の管理者と本プロジェクト担当施設の職員 4 名で構成する。

６．プロジェクト推進体制

７．今年度内の行動計画及び実践記録

認知症カフェを、可能な限り
毎月開催する。

コロナ禍における高齢者の生
活に与える影響について実態把握

認知症について、正しい理解
の推進

外出の機会がない地域住民の
外出機会の確保

昨年度の電話調査において、
コロナ禍において高齢者の心理
的影響の大きさを知ることと
なった。

引き続き、調査を行い実態の
把握に努めて、関係機関と情報
共有する

事業所職員と地域住民

事業所職員と地域住民

毎月開催を予定していたが、
新型コロナウイルスの感染対策
から、令和 3 年 11 月に 1 回開
催することに留まった。

11 月の認知症カフェ参加者
に、コロナ禍における日常生活
の変化について、質問紙法によ
る調査を行った。N18

また、令和 2 年 12 月に実施
した電話調査において、心理的
な変化を訴えられている地域住
民 N10 に電話調査を実施した。

グループホームの説明を通し
て、認知症について考える機会
になったと考える。

地域住民の外出機会の確保に
も繋がったが、対象者を限定し
たため、一部の地域住民から「声
がかかっていない」と批判があ
がった。認知症カフェというよ
りも、すいれん主催の集いの場
に参加したいとの思いが強いこ
とが窺える。

認知症カフェ以外に集いの場
を考える必要がある。

コロナ禍における自粛生活が、
高齢者に与える身体的、心理的影
響が大きいことを改めて把握する。

令和 2 年 12 月からの追跡調
査において、10 名中 2 名が入
院されていることがわかった。

事業所の運営推進会議、認知
症医療連携協議会にて情報共有す
る。関係機関への周知を行った。

毎月
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関係機関と協同して地域の地
域ケア会議を発足させる

地域ケア会議の発足ができて
いなことが課題となっている。
事業所として、関係機関に働き
かけて、地域ケア会議を発足さ
せることで共生社会へ一歩とす
る。

事業所と地域包括支援セン
ターを始めとする関係機関

12 月 3 日関係機関が集まり、
地域での課題を取り上げる。主
に新型コロナウイルスによる影
響について情報交換を行う。

新型コロナウイルスの影響に
より、地域ケア会議の発足につい
ては、機運が高まってはいない。

令和 4 年度になり、関係機
関の担当者が確定次第、協議を
再開する必要がある。

コロナ禍では、活動そのものを中止することが多かったが、他のプロジェクト施設から、withコロナを念頭に、感染対策を行ったうえでの活動することの大切さ、実践する行動力
を学んだ。

8．プロジェクト会議の中で得たヒントや他施設の取り組み

9．今年度の目標（４．今年度はまずどのような状態まで目指すか）に対する成果と課題
具体的な目標 成果 課題とその解決策

１

新型コロナウイルスの影響により、孤立感を感じて
いる高齢者の支援を具体化させる。

令和 3 年 11 月に質問紙法によるアンケート調査を
実施して、様々な自粛生活が高齢者の心理的、身体的
機能に影響を及ぼしていることを把握した。事業所の
運営推進会議、認知症医療連携協議会にて報告して情
報共有を行った。

新型コロナウイルス対策を実施しながら、高齢者の
心身の健康を保持する取り組みを実施する必要がある。

人と交流する集いが開催できないのであれば、民生
委員などの関係機関と協力して、高齢者が孤立しない
取り組みを考える。

２

認知症カフェを継続的に実施して、地域住民に対し
て共生の機運を高める。

今年度は、新型コロナウイルスの影響により 1 回の
開催に留まった。11 月に開催をして 20 名の参加者が
集まる。グループホームの説明を通して、認知症につ
いて考える機会になったと考える。

認知症カフェとしての集まりというよりは、事業所
が開催する楽しい集いに参加したいとの要望が強い。

認知症について、相談を受け付けるような雰囲気で
はない。集いの場について、どのように提供していく
か検討する必要がある。

３

関係機関と連携を図り、地域ケア会議を発足させる 令和 3 年 12 月に関係者が集まり、情報交換を行う。
地域の現状について、新型コロナウイルスに関連する
情報について、情報交換することに留まる。

新型コロナウイルスの影響により、地域ケア会議の
発足については、機運が高まってはいない。

令和 4 年度になり、関係機関の担当者が確定次第、
協議を再開する必要がある。
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10．ビジョンの具現化に向けて来年度から取り組みたいこと

2022年度の取り組み
認知症カフェを定期的に開催して、認知症について正しい理解を地域に浸透させる一翼を担う。
認知症カフェ以外で地域住民の集い場について検討を行い、実施する。視点として高齢者の孤立対策を念頭に置く。
地域ケア会議の発足に向けて、関係機関と協議を実施する。

中長期的取り組み 地域ケア会議が定期的に実施されて、認知症の方が住みやすい地域づくりを推進する

11．プロジェクト（自施設の取り組み・プロジェクト会議）を通して、他の施設に伝えたいこと

プロジェクト委員
（施設長）

地域の状況は日々変わるので、そのときに社会福祉法人として求められる活動を実施していく必要がある。災害から新型コロナ対策と、プロ
ジェクト施設の活動内容もニーズに合わせて変化させている。その状況に応じて地域のニーズに応える活動を実施していく大切さを学んだ。
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コロナ禍においても施設、地域との繋がりを継続していくために
［尾道ブロック］　 養護老人ホームひかり苑

１． 地域にあった学校が廃校になり、地域の高齢化が進み、より一層地域との関わりが薄くなる。地域への具体的な支援策を
検討する。

２． 施設を身近な存在だと認識してもらうために、地域へ出向くことが課題

１．地域共生社会の実現に向けて、現状の課題
（地域の社会資源の１つである老人福祉施設として、できれば『共生社会』を念頭においた課題）

①地域包括及び介護老人支援センターにより、認知症カフェ、シルバー体操を開催する
②近隣保育園、幼稚園へ苑内菜園の収穫作業に参加を促す。

５．そのための事業内容

施設を身近な存在と感じてもらい、地域支援ができる開かれた施設になること。

２．将来的にありたい姿、ビジョン
（本プロジェクトを通してどのような『共生社会』を目指すか。住民が共感できる言葉で書く）

３．２のビジョンに向けて、人と地域に起こしたい変化
（誰がどうなる。もしくは、誰が何をできるようになる状態を目指すのか。こんな状態をみたい！と思う３つ程度の”見たい未来“を簡潔に書く）

見たい未来像
１ 地域包括、地域の福祉関係施設、地域への支援づくり

２ 地域住民が気軽に訪問できる施設づくり

４．３の実現のために、今年度はまずどのような状態まで目指すか
（３を生み出すために、１年後に何がどうなっている状態を目指すのか。３の「起こしたい変化」ごとに、具体的な目標を書く（※評価しやすい目標設定））

具体的な目標
１ 地域包括、事業所内で協力し合い、認知症カフェ、シルバー体操の開催

２ 苑内にある菜園にて作物の収穫作業を、近隣保育園、幼稚園の参加促進

２．R4年度研究発表会　発表予定施設
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月 何をいつまで
（取り組み内容と実施日）

誰が誰と
（関わる人すべて）

何のために
（目的） 実践経過 評価

（目的の達成度や今後の課題）

菜園に関わる主たるメンバーは、施設長、養護相談員、養護介護職員にて植栽から収穫作業、保育園、幼稚園への連絡調整を行う。
認知症カフェ、シルバー体操は老人介護支援センター相談員、地域包括などで開催調整を行う。

６．プロジェクト推進体制

７．今年度内の行動計画及び実践記録

さつま芋の植栽　４００本

イノシシ柵の設置

さつま芋追加植栽　２０本
さつま芋畑の草取り

近隣地域住民へ収穫のお知らせ
保育園、幼稚園へ収穫のお知らせ

保育園、幼稚園作物収穫

地域住民作物収穫

認知症カフェ

町内には学校、幼稚園がない。
施設に来苑頂き、養護利用者の
方と一緒に作物収穫の喜びを楽
しんでいただくきっかけ作りを
増やしていく。

また近隣地域住民との関わり
を深めるため。

認知症の方やその家族、地域
住民の方どなたでも自由に参加
できる集いの場の提供。相談、
情報交換などを実施する。

施設長
養護相談員
養護介護職員
養護利用者
施設長、養護職員、養護利用者

施設長、養護職員、養護利用者
養護職員

施設長、養護職員、相談員
施設長、相談員

施設長、養護相談員、養護利用
者、特養相談員
施設長、養護職員

地域包括、介護老人支援セン
ター相談員

植栽から作物の手入れ、収穫
まで職員、養護利用者が主体と
なって行った。

収穫作業を 10/14,10/18,10/19
に保育園、幼稚園が収穫に来苑
した。（110 名程度）

認知症カフェの年間計画を立
案するも、コロナにより 10 月、
11 月、12 月の 3 回実施のみ。
参加者は平均 10 名程度。

保育園、幼稚園については、
園児の皆さんは芋ほりを大変喜
んでいただけました。

近隣地域住民の方の参加は乏
しく、日程などについて調整が
必要と感じました。

感染蔓延防止対策を万全に行
い、提供するお菓子は個包装、
お茶はペットボトルにするなど
の配慮を行った。今後も開催時
には感染防止対策を怠らないよ
うに努める。

6 月

6 月

7 月
7 月

9 月
9 月

10 月

4 月
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シルバー体操 地域包括、介護老人支援セン
ター相談員、体操指導員

シルバー体操も年間計画を立
案していたが、コロナにより、
10 月、11 月、12 月実施のみ
で参加者は平均 6 名

9．今年度の目標（４．今年度はまずどのような状態まで目指すか）に対する成果と課題
具体的な目標 成果 課題とその解決策

１ 地域包括、事業所内で協力し合い、認知症カフェ、
シルバー体操の開催

コロナ禍であり、活動があまりできなかったが、少
人数でも参加があった。

場所や時間などを工夫し、少しでも多くの方に知っ
て頂き、参加者が増えるよう検討する必要がある。

２ 苑内にある菜園にて作物の収穫作業を、近隣保育園、
幼稚園の参加促進

3 施設の園児、先生に参加して頂き、また大変好評
であった。

次年度からは、養護利用者の方の活躍の場をもう少
し増やせていけるよう調整の必要がある。

菜園の管理を職員がほぼ中心になって行っていたが、一部養護の利用者に任せて行うことも考えてみては良いと思われる。認知症カフェ、シルバー体操については、別日で開催
をしていたが、同日に時間差で行うことも検討する。

8．プロジェクト会議の中で得たヒントや他施設の取り組み

10．ビジョンの具現化に向けて来年度から取り組みたいこと

2022年度の取り組み 施設全体として、地域貢献できるよう体制づくりを行う。

中長期的取り組み 専門性を生かし、地域との関係性を築いていく。

11．プロジェクト（自施設の取り組み・プロジェクト会議）を通して、他の施設に伝えたいこと

プロジェクト委員 地域貢献活動を始めて、まだあまり時間は経過していないが、活動内容が不明確なところがある。
コロナ禍において、今できることを、施設全体として取り組んでいけるよう対応する。

施設長 地域のニーズを把握しながら、関係性を構築していくことが大切である。
プロジェクトありきにならないように、継続性のある取り組みが必要である。
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１．プロジェクトについて
　 　広島県老人福祉施設等研究発表会で３施設が発表し、会員施設のプロジェクトを通した取り組みを広く報告することがで

きました。あわせて、助言者から講評をいただくことで、改めて自らの取り組みの価値を感じることができたように思います。
今年度発表施設ではなかった委員、施設においても、今後の取り組みや発表への気づきをいただける機会を持つことができ
ました。

　 　会員の皆様にも、社会福祉法人の地域における具体的な取り組みを知っていただく機会となったのではないでしょうか。

２．令和３年度プロジェクトからの学び
　 　プロジェクト参加施設の、それぞれの所在地における役割や地域の福祉ニーズ、求められる役割やできる取り組みも異な

ります。その施設が対象とする “ 地域 ” の捉え方も、施設所在地の町内を対象とする場合もあれば、生活圏域、市町全域と
異なります。また、地域の “ ニーズ ” は災害・コロナ・認知症・介護予防・地域（世代間）交流など、対象や属性も多岐に
わたります。

　 　つまり、期待される地域の範囲や対象となる福祉ニーズは、各施設のこれまでのその地域における働きや果たしてきた役
割により異なるのではないでしょうか。また、感染症や災害を代表するように、ニーズは変化する可能性を持っています。
地域福祉拠点としての取り組みを効果的に推進するためには、さまざまな人・地域・関係機関・団体と繋がり、継続して共
に取り組む姿勢を持ち続けることが重要になるのではないでしょうか。

３．おわりに
　　 　私たち社会福祉法人は、地域共生社会の実現に向けた社会的要請に応えるとともに、老人福祉施設が地域住民から安心

して選ばれるためには、地域と共にあることが最も重要だと思います。コロナ禍によって、さらに社会の福祉ニーズは多
様化・複雑化し、地域差も大きくなっています。マスクや距離などまだまだコロナ禍による弊害もありますが、会員の皆
様が、感染予防に最大限注意しつつ、出来るかぎり地域や関係機関・団体との接点を持ち、地域に求められる存在であり
続けられるよう共に進んで行きましょう。

　　 　今回の報告書が、広島県老人福祉施設連盟の会員施設・事業所の地域共生社会に向けた取り組みにおいて、コロナ禍で
も地域と共に歩んでいくための参考になれば幸いです。

　　 　最後になりましたが、お忙しい中、プロジェクトに理解と参加をいただいた各施設の施設長様、委員の皆様に心より感
謝申し上げます。また、限られた日程の中、広島県老人福祉施設等研究発表会で貴重な発表の時間をとっていただきあり
がとうございました。

　　 　引き続き、会員施設のご理解とご協力をお願い申し上げます。

 2022（令和 4）年 3 月
 地域福祉拠点設立推進プロジェクト
 委員長　小野　誠之

Ⅳ．令和3年度（2021）総括
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Ⅴ . 関 係 資 料
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<取り組み課題> 
地域福祉拠点設立プロジェクトとして平成３０年

より地域・行政と連携して地域課題の掘り起こしと

解決を目指し、連携懇談会の開催、災害対策を行って

きた。 
令和２年の新型コロナウイルス感染症の流行によ

り、予定していた地域交流事業や懇談会がすべて中

止となるなか、未知の感染症への不安が高まり地域

全体で感染対策に取り組むことに方向転換をした。 
 

<具体的な取り組み> 
・これまでのせせらぎ園と地域とのつながり 
 地域住民からの声 
「どこに相談したらいいかわからない」 

 
・平成３０年７月豪雨災害への取り組み 
 災害時のアンケート実施 
 「避難したくてもできなかった」 
 
・地域、行政との連携体制の構築 
 地域連携懇談会の開催 
 地域行政合同の避難訓練の実施 
 
・新型コロナウイルス感染症の発生 
 手探りの感染対応 
 サービスの縮小や中止 
 誹謗中傷の恐怖 
  
・感染防止のため地域全体でどう取り組むか？ 
 令和２年４月の時点でサービスの中止や縮小が 
起こり介護難民を出さないための取り組みが必要 
クラスターを発生させない 

 行政各事業所との連絡体制の構築 
 

 
・個人情報の取り扱いについて 
利用者、家族への注意喚起 

 発生時に備えた個人情報使用の説明と同意 
 

・個人情報の使用同意により変わったこと 

 意識の変化 

 アンケートの実施 

<活動の成果と評価> 
地域交流活動が制限された中でも地域と施設が

遮断されず継続したつながりを保てるよう取り組

んだ。 
 感染症流行当初はサービスの縮小や中止もあっ

たが、ワクチン接種が進んだことや個人情報の取

り扱いについて同意をとったことにより正確な情

報が伝達され、クラスターの発生や不必要なサー

ビスの縮小や中止もなく、現在に至っている。 
 高齢者の独居世帯も多く「どこに相談すればい

いかわからない」という漠然とした不安を持たれ

ていることが分かり、解決への糸口を見つけるこ

とができた。 
<今後の課題> 

新型コロナウイルスの収束は未だ見えない状況

だが、引続き地域全体で感染症防止に努め、中止と

なっている地域交流事業や災害についての取り組

みも再開に向けて動いていきたい。今後も、構築し

てきたネットワークを活かし、地域福祉の拠点施

設として様々な視点を持ち、地域とのつながりを

活性化していきたい。 
 

<参考資料など> 
・全国の新型コロナウイルス感染者数 
        …厚生労働省ホームページより 
 

今回の発表の施設 
またはサービスの 
概要  10p 

社会福祉法人くるみ会 特別養護老人ホームせせらぎ園 平成７年１１月開設 
法人本部を三次市に構え、世羅町内では特養以外にケアハウス、地域密着型特養、 
訪問介護、通所介護、短期入所、居宅、児童クラブを運営。 

E-mail Address kurumi@mail.mcat.ne.jp Fax番号 0847-37-2531 
 

共同研究者（いる場合）  12p，右寄せ 

共同研究者（いる場合）  12p，右寄せ 
主任生活相談員・谷

たに

満
みつ

浩
ひろ

行
ゆき

       

12P 

世羅町 

地域福祉拠点 
連携ネットワーク 
 アウトリーチ支援 
 

R3発表事例 
豪雨災害・感染症への対策をとおして          

～地域・行政・事業所が一体となった取り組み～ 

特別養護老人ホーム・せせらぎ園
えん
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豪豪雨雨災災害害・・感感染染症症へへのの対対策策ををととおおししてて
～～地地域域・・行行政政・・事事業業所所がが一一体体ととななっったた取取りり組組みみ～～

社社会会祉祉法法人人くくるるみみ会会
特特別別養養護護老老人人ホホーームムせせせせららぎぎ園園

令令和和33年年度度広広島島県県老老人人福福祉祉施施設設等等研研究究発発表表会会

これまでのせせらぎ園と地域のつながり

・世羅西地域（５カ所）とのつながり

山福田地区 蛍祭り参加

津名地区 津名地区ボランティアとの交流

黒川地区 しらさぎマラソン運営協力

小国地区 タウンセンター環境整備

津久志地区 共同の保育所運動会実施・やまゆり訪問

・その他のつながり

旧世羅西地域 長寿椿の里まつり運営協力

ふれあい喫茶 （利用者と地域住民との交流を目的）

オレンジカフェ（認知症の方や障害のある方そのご家族対象）

地域住民からの声

・「「どどここにに相相談談すすれればばいいいいかかわわかかららなないい」」
⇒広報が足りない？

⇒必要にならないとわからない？

⇒制度があること自体に気づかない？

★住民自ら情報発信できるような、顔の見える関係づくり

★今までの行事以外でも施設で交流したい

★世羅西地域全体で連携していく

どどううししてていいくく？？

平成３０年７月豪雨災害への取り組み

• 平成３０年 西日本豪雨発生 ⇒ 経験したことのない災害

•「「避避難難ししたたくくててももででききななかかっったた」」
⇒日頃援助の必要な方はどうだったのか？

⇒アンケートの実施

実施方法 聞き取りによるアンケート

回答者数 ２２８名

・世羅町西部地域の連携会議の開催

⇒平成３０年９月開催
Ｈ３０年８月

豪雨災害
アンケートの様子
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平平成成 3300 年年 77 月月豪豪雨雨災災害害ににつついいててののアアンンケケーートト  
社会福祉法人くるみ会 

H30.8 実施 

このアンケートは、社会福祉法人くるみ会が運営する各事業のご利用者や地域の皆様に対し、平成30年

7月豪雨災害の被害状況等を把握し、今後の災害発生時対応の参考にさせていただくために実施します。 
ご協力いただける場合には、以下の質問事項に☑をしてください。 

 

１１、、住住所所ににつついいてて  

□小国    □上津田・下津田・長田（篠村） □黒川・中・吉原  

  □山中福田  □黒渕・津口          □その他（     ） 

 

２２、、年年齢齢・・介介護護保保険険有有無無ににつついいてて  

（  ）歳   介護保険 □無  □有（要支援（  ）・要介護度（  ）） 

 

３３、、性性別別ににつついいてて  

□男性    □女性 

 

４４、、世世帯帯ににつついいてて  

□一人世帯  □高齢者のみ世帯  □その他 

 

５５、、生生活活用用水水はは何何でですすかか  

□井戸水   □町営水道 

 

６６、、住住居居のの周周りりににががけけ崩崩れれ等等災災害害ががおおききそそううなな場場所所ががあありりまますすかか  

□住居が川と隣接している □住居が山と隣接している 

 

７７、、災災害害時時避避難難場場所所をを知知っってていいまますすかか  

□知っている □知らない 

 

  

  

  

８８、、住住居居ままたたはは敷敷地地内内でで被被害害ががあありりままししたたかか  

□住居または敷地内で被害があった □停電した □断水した 

 

９９、、大大雨雨特特別別警警報報ににつついいてて知知っってていいままししたたかか  

□知っていた □知らなかった 

 

1100、、避避難難をを考考ええままししたたかか  

□考えた   □考えなかった 

 

1111、、避避難難所所等等へへ避避難難ををししままししたたかか  

□避難した  □避難しなかった 

 

1122、、避避難難ししななかかっったた場場合合、、そそのの理理由由はは何何でですすかか  

□被害はないと考え大丈夫だと思った □不安だが避難しなかった 

□避難したかったができなかった   □その他（         ） 

 

1133、、大大雨雨のの当当日日、、避避難難ににつついいてて誰誰かかにに相相談談ししままししたたかか  

□家族 □親戚 □近所 □行政 □その他（         ） 

 

 

アンケートを実施した事業所 

□支援センター（□サロン □他）  □閉じこもり予防  □居宅介護支援事業所 

□訪問介護             □通所介護     □短期入所生活介護  

ご 

利用者・地域版 

平成３０年７月豪雨アンケート結果
（一部抜粋）

• 避難したかったができなかった・・・・１２名

足が悪いから。

お年寄りがいるのに避難できない。

しかたがない。足が悪いから無理。

一人では行けない。

避難する手段がない

避難場所へ行く道が心配。

不安だが避難しなかった母を連れてはいけない。

体力の消耗の可能性あり。

地域福祉拠点設立に向けた取り組みについて

事業名 世羅町西部地域と行政、事業所間の連携会議の設立事業

（施設をとりまく５自治センターに着目）

目的 ・立場の違う団体をつなぐ第二層的なものの確立し、

広いエリアと個々の団体の中間的な組織として

より具体的な対応を可能とする。

・今後ますます重要となる、継続した地域課題の

掘り起こしと解決のため連携会議を実施する。

山山福福田田

津津名名

黒黒川川

小小国国
津津久久志志

当当施施設設

世世羅羅町町全全体体図図

30



地域・行政との連携体制の構築
・地域、行政との連携懇談会

⇒平成３０年９月 第１回目の開催（その後定期開催）

・取り組みにより目指す姿

⇒地域の方に困りごとが起こった時に隣近所や地域住民自らが

解決に向けた協力者の一員となっている

・内容

⇒地域課題の掘り起こし、解決に向けた取り組み

・参加者

⇒世羅町西部地域の５自治センター、民生委員、行政、高齢障害専門職

施設内地域交流委員会

（施設長、生活相談員、老人介護支援センター職員、訪問介護事業所主任

居宅介護支援事業所管理者、デイサービス管理者） 行行政政

自自治治

介介護護

医医療療 福福祉祉

地地域域連連携携懇懇談談会会のの様様子子
（（ＨＨ３３００年年９９月月））

災害発生前避難訓練の実施（令和元年5月）

・実施内容

⇒実際の災害発生前を想定し、実際に通報・避難を行う

・実施後の反響

⇒実際の現場で同じ行動ができるか？

継続した取り組みの必要性がある

・豪雨災害への取り組みをとおした意識の変化

⇒在宅サービス事業所が訪問した際の危険個所の把握と確認

新型コロナウイルス感染症の発生

・令和２年２月２７日 国内発生後の施設の対応

⇒家族への連絡（施設の対応、面会制限等について）

⇒職員への周知

・令和２年３月７日 広島県内での発生

⇒同日中に全職員への注意喚起

⇒感染症予防研修等随時実施、マニュアルの作成

・令和２年４月９日三次市で新型コロナウイルス感染者発生
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新型コロナウイルス感染症の発生

・令和２年４月１１日三次市で２３人感染のクラスター発生

⇒地域内での噂（○○さんが勤めているらしい など）

⇒誹謗中傷の恐怖

・４月16日に全国に緊急事態宣言が発出

⇒サービスの中止や縮小

特に通所介護、短期入所の利用に影響が出た

新型コロナウイルス感染症の発生

・手探りの対応

・地域交流事業や懇談会の中止

・世羅町内での感染者発生

⇒⇒施施設設とと地地域域ととがが遮遮断断さされれたた状状況況ににななっったた

地域全体でどう取り組むか？

・災害対策から感染症防止対策への取り組みに切り替え

・令和２年８月

東部保健所主催による感染症対応の意見交換会

⇒個人情報の壁がある。情報開示ができないか？

⇒地域全体で感染防止に努めないといけない

⇒介護難民を作らない取り組みを

・令和２年10月

新型コロナウイルス第３波発生だけでなく、インフルエンザの

発生も懸念される

⇒世羅町全体が一体となって感染対策に取り組む

⇒行政とケアマネの協力を得る

⇒せせらぎ園主催の意見交換会開催（令和２年１２月）

地域全体でどう取り組むか？
・令令和和２２年年１１２２月月３３日日 せせせせららぎぎ園園主主催催

「「新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症発発生生時時ににおおけけるる

在在宅宅ササーービビスス調調整整ののたためめのの意意見見交交換換会会」」

・町内事業所、行政、保健所 意見交換

・不必要な事業縮小を防ぎ、適切なサービス提供を維持する

ための体制づくり

⇒町内関係機関の連携体制

⇒利用者、家族への注意喚起

⇒発生時に備えた個人情報使用の事前説明と同意
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個人情報の取り扱いについて

居居宅宅 ⇔⇔ 各各事事業業所所

情情報報提提供供依依頼頼

・感染者等の情報提供について
各事業所の窓口となる管理者
（担当者）の連絡先を明記した
もの

・個人情報使用の説明および事前同意
⇒町内居宅介護支援事業所

９事業所中６事業所が実施

個人情報の取り扱いについて

利利用用者者 ⇒⇒ 居居宅宅

個個人人情情報報使使用用同同意意書書

感染が疑われる場合の対応について

利利用用者者
主主治治医医

保保健健所所 世世羅羅町町

各各事事業業所所
（（管管理理者者））

ＰＰＣＣＲＲ検検査査

発発熱熱
ななどど

相談

連絡

結果 ・情報の共有
・サービスの調整
・濃厚接触者の

情報

情報
情報

一報居居宅宅
（（管管理理者者））

担担当当
ケケアアママネネ

各各事事業業所所
（（管管理理者者））

アンケートの実施について
・事前同意による意識の変化があったか？

⇒アンケートの実施
⇒実施期間 令和３年１０月中
⇒実施者 他法人含む町内の居宅介護支援事業所（6事業所）

介護支援専門員
⇒実施方法 訪問および電話に

よる聞き取り
⇒回答者数 ２０３名

個人情報の同意をとったことにより
安心につながりましたか？
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（ｎ＝２０３） （ｎ＝２０３）

第第１１波波
664444人人

44月月1111日日

第第２２波波
11，，559977人人
88月月77日日

第第３３波波
88，，004455人人
11月月88日日

第第４４波波
77，，223399人人
55月月88日日

第第５５波波
2255，，885511人人
88月月2200日日

在宅サービス

通所・短期

感染者数

活動の成果および評価 ～ アンケートの結果から見えてきたこと

・症状があった場合どこに相談すればいいか分かった

・人との関りがあることの安心感

・高齢者のみの世帯では状況が判断できない

・本当に正確な情報が流れるか不安（個人申告のため）

ほとんどの人が「安心につながった」と回答されたが、

『『どどここにに相相談談ししたたららいいいいかかわわかかららなないい』』という

漠然とした不安を持たれていることがわかった。

人が関わる事で少しでも不安を取り除くことができるのではないか。
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今後取り組みたいこと

・令和３年夏ごろ

各自治センターから災害対応への取り組みを再開してほしいとの声

⇒第４波、第５波発生による延期

・令和３年８月の大雨

避難した人の声…「もう避難したくない」「床が硬い」 「環境が悪い」

「プライバシーの不安」「介護の付き添いが大変」

「非常食を準備していたが調理方法が分からない」

など

・懇談会の重要性

避難所での体験や慣れが避難控えにつながる

各団体で危険場所の共有

自治センター長が交代されることもあるため顔つなぎが必要

今今後後のの課課題題ににつついいてて

①①地地域域全全体体でで連連携携ししたた感感染染防防止止対対策策のの継継続続

②②地地域域交交流流事事業業のの再再開開

③③災災害害対対策策ににつついいててのの取取りり組組みみのの再再開開

地地 域域

自自治治セセンンタターー
（（５５ヶヶ所所））

住住民民

利利用用者者

行行政政

事事業業所所支支援援をを必必要要
ととししてていいるる人人

地地域域福福祉祉拠拠点点

連連携携
ネネッットトワワーークク

アアウウトトリリーーチチ
支支援援

ご清聴ありがとうございました
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【【本本発発表表にに関関すするる問問いい合合わわせせ先先】】

施設・事業所名：特別養護老人ホームせせらぎ園

担当者名：谷満 浩行

電 話：0847-37-2550

メール：kurumi@mail.mcat.ne.jp
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<取り組み課題> 
・開設からもうすぐ 50年を迎える施設であり、 
 地域とともに歩んできた。 
・特養は、「地域福祉の拠点」として求められている 
 が、実際に活動ができていない。 
・2018年豪雨災害時に、お互い助け合うことができ   
 なかった。 
・災害時に孤立してしまう可能性がある地域住民が 
 いる。 
 
 
 
 
 
 
 

<具体的な取り組み> 
・地域住民と「顔見知り」の関係をつくるため 
 まずは対象地区を選定した。 
・対象地区のテーブル会議に参加し、地域住民の 
 現状把握を行った。 
・2018年豪雨災害時に何が必要であったか、今後 
 災害が起こった場合、特養としてどのような活動 
 が求められているのか、また、特養は地域住民に 
 どう助けて欲しいのかニーズの把握を行った。 
・コロナウイルス感染症が発生、感染対策として 
 テーブル会議を中止せざるを得なくなり、民生委

員等と電話で情報共有を行う。 
・2020年 7月台風被害のため、避難所が開設。 
 地域住民の避難状況の確認のため、実際に避難 
 所へ出向いた。 
・孤立が懸念される地域住民に安否確認雄を行い 
 必要であればサービスへ繋げた。 

<活動の成果と評価> 
・テーブル会議に参加することで、お互いの顔が 
 見える関係を気付けたことで、災害時に連絡を 
 取り合えるようになった。 
・対象地区ではない民生委員からも、孤立しそう 
 な地域住民の相談を受けることができ、働きか

けることが出来た。 
・実際に災害時の避難場所へ出向くことにより、 
 地域住民の現状が理解できた。 
・地域住民と直接話をすることで、災害以外での 
 困りごとも把握することができた。 
・特養だけでなく、法人が協力するきっかけとな 
 り、地域へ向けて働きかけることができた。 
 
 

<今後の課題> 
 ・災害時には地域住民と協力し、お互いの強みを

活かせるよう訓練等を続ける。 
・地域住民との関りと深めていく中で、「認知症」 
 の方へのアプローチが必要であると改めて認   
 識できた。 
・地域で認知症の方が生活できる、介護をして 
 いる家族の悩み、ストレスを軽減させる必要 
 がある。 
・「認知症カフェ」を立ち上げ、地域で「孤立」 
 しない、何かあれば特養へも相談できる関係 
 を構築することで、一日でも長く、自宅での 
 生活ができるよう地域住民とともに支援して 
行く 
・緊急事態宣言の発令等で認知症カフェを中止 
 しなければならない事もあったが、感染症対 
 策を取りながら、交流の場を継続していく。 

 
 
 
 
 
 
 

今回の発表の施設 
またはサービスの 
概要  10p 

社会福祉法人 誠心福祉会 開設年月 昭和 47 年 5 月 もうすぐ５０周年と迎

えます。「あたたかさとやさしさ」を理念に掲げ、日々利用者様一人ひとりと向き

合うことを大切にしています。 

Fax ０８２３－４２－０５０６ 

 

生活相談員 川井浩子 
生活相談員・山下智春       

広島県・江田島市 特養 特別養護老人ホーム 誠心園 

顔の見える関係 
地域住民とともに 
 
 
コロナ禍の中でも 
 

R3発表事例 
３密を避けながら「孤立」しない       

題 
        災害時には声を掛け合い、助け合

う 
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令令和和33年年度度老老人人福福祉祉施施設設等等研研究究発発表表会会

３密を避けながら「孤立」しない

特特別別養養護護老老人人ホホーームム 誠誠心心園園

～～災災害害時時ににはは声声をを掛掛けけ合合いい、、助助けけ合合うう～～

昭和４７年開設
江田島市に初めての特養

 特養に求めらているもの

地域福祉の拠点

 私たちに何ができるのだろう…。

２０１８年７月豪雨災害

災害による被害数

江田島市

 水道管破損による断水

 江田島市全域で断水したため給水活動に翻弄される

 私達の施設も水の確保に翻弄されました

人的被害
重症3名
軽症1名

住家被害
全壊8
半壊25

一部損壊59

床上浸水23
床下浸水56

地域住民に対して
支援活動が出来なかった‥‥。

 「顔見知り」の関係を作る

 災害時にお互いが助け合う
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テーブル会議へ参加

それぞれの立場で地域の問題を考える
２０１９年９⽉より参加

「どなたでしょう‥‥？」

 特養の施設の中で相談を待っているだけで

 地域に根付いた施設を目指しているはずなのに、

 顔を覚えてもらう努力をしていなかった。

民生委員の方に協力してもらえた！！

県の防災訓練へ参加
２０１９年１１月５日

 一人暮らしの高齢者

 家族は昼間は働きに出ている

 高齢者の夫婦が生活している等‥。

 実際に訪問し、声をかけて回った。

「土砂崩れしそう」

「坂があるなぁ」

マップ作製
対象者の絞り込み ２０１９年８月２日

一人暮らし等で

災害時に支援が
受けられない
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テーブル会議ができない‥‥‥。

せっかく顔を覚えてもらえたのに

こんなことで活動を止められない！

今できることは何？

 地域の状態は？

 施設は大丈夫？

 お互いを励ましあえる関係できている！

国内でもコロナウイルス感染者が
確認された

３密を避ける

密閉

密集

密接

２０２０年７月７日
台風
 江田島市内全域に警戒レベル３

 高齢者等避難準備開始の発令

 江田島町保健センター避難場所設置

 実際に１８名の地域住民が避難


コロナウイルス感染症対策をしながら
２０２０年７⽉７⽇

各家族で仕切りを行う
段ボールは設定も簡単

軽い！
プライバシーも守られる

受付では検温と
消毒

マスクも着用
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地域住民が抱えている不安

 江田島市全体が高齢化へ進んでいる

 ６５歳以上の人口割合が４４％

 現在江田島市の状況は

 超高齢社会

 生産活動人口の減少

 このままでは限界集落に

 突入してしまう‥‥‥。

56%
25%

19%

江⽥島市⼈⼝⽐率

６５歳未満
７５歳以上
６５歳〜７４歳

「支援し、支援される」
お互いが支えあう

 人と人とのつながりを大切に

 お互いどんな状況でも顔が見える関係性

 特養を活かした支援活動

 「認知症」になっても、地域で支えあい、「孤立」しない

 小さな一歩を踏み出す

「認知症カフェ」を通じて地域と共存していく

認知症カフェ
感染症対策をとりながら
２０２１年７⽉２８⽇

検温

消毒

換気

認知症カフェ 参加者の推移

 気軽に相談できる

 楽しく脳トレ

 作品つくり

 ※認知症についてのお話

コロナウイルス感染症で

⼈との繋がりが希薄

２０２１年 ※⽉１回開催予定

６⽉３０⽇ ０名 コロナウイルス感染対策のため中⽌
７⽉２８⽇ ８名 ぬり絵 レクリエーション
８⽉２５⽇ ０名 コロナウイルス感染対策のため中⽌
９⽉２９⽇ ０名 コロナウイルス感染対策のため中⽌
10⽉27⽇ １２名 ぬり絵や体操 レクリエーション
11⽉24⽇ １５名 認知症サポーター養成講座開催
12⽉22⽇ ６名 クリスマス会

※今後も開催していきます

・２０２１年１⽉ 認知症カフェ開催⽴案
・２０２１年３⽉ 地域の⺠⽣委員へ相談
・２０２１年６⽉ 第１回開催予定するも

中⽌
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少しずつ参加者が
増えています

２０２１年１０⽉２７⽇

認知症サポーター養成講座
２０２１年１１月２４日
皆さん真剣です！ ちょっとブレイク♪

法人全体で
地域拠点を目指して

２０２１年１１月５日
ご清聴
ありがとうございました

特別養護老人ホーム 誠心園
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【【本本発発表表にに関関すするる問問いい合合わわせせ先先】】

施設・事業所名：特別養護老人ホーム誠心園

担当者名：山下 智春

電 話：０８２３-４２-０５０５

メール：seishin-hq@seishinen.jp
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<取り組み課題> 
○コロナ禍で外部との接触がほぼ無くなった。 
○入所時は要介護度 2以下であるが、生活を継続 
する中で ADLが低下する入居者が増加している。
そのため、施設内の作業等に参加される方が減少

している。 
 

<具体的な取り組み> 
① 『花いっぱい運動』への参加 
 大竹市が主催し、様々な団体が参加している 
 『花いっぱい運動』に 2年連続で参加した。 
 春と秋に年 2回、大竹市より花の苗をいただき、 
 施設沿いの道路脇に植えた。参加者は約 10名。 
 費用は園芸用の腐葉土の購入費のみ。 
 作業時間は約 3時間。 
 作業環境や周知方法を工夫し、参加者増加へ。 
 
② 中庭の畑づくり 
 「入居者の生き甲斐づくり」をテーマに今年から 
 取り組んだ。開始時には生活相談員が関わったが 
 その後はほぼ入居者のみで作業。主な参加者は 

5名だが、今後は作業内容によって参加者を募って 
いく予定。費用は、鍬や鋤、腐葉土、苗の購入費 
のみで、基本的には施設にあった物を使用。 
作業時間は 1日約 2時間。 

 
③ 地域団体との交流 
 以前から訪問交流のあった玖波小学校 3年生や 
 大竹高校 1年生から工作やお手紙、巨大な絵画 
 が贈られ、異なった形で交流が継続している。 
 また、昨年年末年始に地域保育園 3園との 
年賀状の交換を実施した。現在は 4園と交流。 
暑中見舞いの交換など、交流の幅を拡げている。 

 

<活動の成果と評価> 
① 植えた苗は約 300株。 
  参加者は楽しそうに作業をされ、 
  「汗をかくのは気持ちいい」との意見も。 
  外出制限もあり、散歩等で植えた花を 
  見る機会は少なかった。 
  そのため、施設内の中庭に植え、 
  入居者に楽しんでもらった。 
② 参加者の畑づくりの知識には驚かされた。 
  極力費用をかけない工夫も参加者から。 
  参加できない方も野菜の成長を楽しみに。 
 
 

<今後の課題> 
① 「交流の活動内容の充実」 
交流を望む入居者が半数を超えるよう、 
活動内容を見直し、充実させていく。 

② 「入居者が参加しやすい環境づくり」 
  交流に興味のある入居者が、気軽に 
参加できる環境を整える。 

  

今回の発表の施設 
またはサービスの 
概要  10p 

広島県最西端の大竹市にあり、JR玖波駅から徒歩約 8分の好立地である。大竹市の建物で
定員 50名（うち 30名特定施設利用者）を市からの委託を受けている。コロナ禍で外部と
の直接の接触がほぼ無くなり、入居者の生き甲斐づくりに苦心している。 

itoh@o-yuai.com 

 
 

生活相談員  谷口 喜寿 
事務長 ： 伊藤

いと う

 調
みつぎ

 

広島県・大竹市 大竹市養護老人ホーム ・ ゆうあいの里 

コロナ禍 
生き甲斐づくり 
 地域とのつながり 
 

R3発表事例 
地域とのつながりの継続        

コロナ禍だからこそできることを             
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地域とのつながりの継続

大竹市養護老人ホーム ゆうあいの里

～コロナ禍だからこそできることを～

令令和和33年年度度老老人人福福祉祉施施設設等等研研究究発発表表会会

【2019年度】

地域に不可欠な施設となるために…

＜実状＞行政・社協・小中高校との関係は良好だが、

地域とのつながりは希薄

＜目標＞地域の方々が気軽に訪れる施設となる

① ゆうあいふれあい夏祭りへの参加者拡大

② 大竹市災害ボランティアセンター運営研修や

ケアマネ協災害研修への参加

③ 自治会との話し合いの実施

【2020年度】

新型コロナウイルス感染の拡大

さまざまな行事の中止
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【2021年度】

何かできることから始めよう

入居者と地域がつながる
コロナ禍だからこそできること

大竹市養護老人ホーム ゆうあいの里

�

�

�

�

�

��

��

��

��

��

��

要介護度

�

�

��

��

��

��

��

Ⅳ Ⅲ� Ⅱ� Ⅱ� Ⅰ 自立

認知症度

定員：50名 年齢層：63歳～105歳（平均年齢：85.8歳）

コロナ禍による影響

中止

＜地域とのつながり＞

玖波小学校との交流会

近隣中学校の職場体験

大竹高校の施設見学・実習

保護司会の奉仕活動

民生委員・児童委員との交流会

ゆうあいふれあい夏祭り など

＜外部講師によるクラブ活動＞

音楽クラブ

お花クラブ

習字クラブ

歌声喫茶 など

＜クラブ活動以外＞

ラジオ体操

カラオケクラブ など

大大竹竹市市花花いいっっぱぱいい運運動動

コロナ禍の中で実践した活動①

参加者を広く募集し、
約10名の入居者が参加

約300株の苗を植栽
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中中庭庭のの畑畑づづくくりり【【開開墾墾編編】】

コロナ禍の中で実践した活動②

作業は2月スタート。
更地を耕す所から。

女性の入居者も参加。
草取りや力仕事も。

石などもていねいに
取り除きました。

5月の段階。
苗が大きく成長。

中中庭庭のの畑畑づづくくりり【【収収穫穫編編】】

コロナ禍の中で実践した活動②

6月の段階。
花が咲きました。

スタッフと一緒に収穫。
学ぶことが多かった！

7月。いよいよ収穫。
皆で出来栄えを確認。

地地域域ととのの交交流流のの継継続続①①【【玖玖波波小小学学校校】】

コロナ禍の中で実践した活動③

様々な作品が届き
掲示するスペースがいっぱい。

児童のみなさんたちの
似顔絵付きの自己紹介カード。

児童のみなさんたちが
準備してくださいました。

地地域域ととのの交交流流のの継継続続①①【【玖玖波波小小学学校校】】

コロナ禍の中で実践した活動③

カレンダーもありました。
一年中楽しむことができます。

カレンダーもありました。
1年中楽しむことができます。

入居者が集まる場所に掲示。
みなさん笑顔でみています。
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地地域域ととのの交交流流のの継継続続②②【【大大竹竹高高校校】】

コロナ禍の中で実践した活動③

生徒のみなさんの作業風景。
入居者のために一生懸命です。

施設長が生徒たちの想いを
しっかり受け取りました。

一緒に遊べないけれどレクの
道具と遊び方をもらいました。

地地域域ととのの交交流流のの継継続続②②【【大大竹竹高高校校】】

コロナ禍の中で実践した活動③

お正月に絵馬をもらいました。
入居者と願い事を書きました。

生徒さんからのメッセージ。
想いはしっかり届きました。

大きな錦帯橋の点描の絵。
一色ずつ丁寧に描いています。

地地域域ととのの交交流流のの継継続続③③【【近近隣隣保保育育園園】】

コロナ禍の中で実践した活動③

大竹和紙。
みなさんに伝統も継承したい。

保育園からは、ハガキと共に
創作風景の写真も。

たくさんのハガキが。
みなさんの想いが届きました。

ひまわりさかえこども園・知恩保育園・玖波保育所・阿多田保育園

地地域域ととのの交交流流のの継継続続③③【【近近隣隣保保育育園園】】

コロナ禍の中で実践した活動③

早速、みなさんに見えるよう
掲示をしました。

園児たちの想いを受け止めて
お返事を書きました。

近くでじっくりと。
園児さんの顔を思い浮かべて。

ひまわりさかえこども園・知恩保育園・玖波保育所・阿多田保育園
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アアンンケケーートト結結果果①①

「花いっぱい運動」に参加されましたか。今後もしますか。

2211%%

44%%

2288%%

4477%%

参参加加ししたた・・今今後後ももすするる

参参加加ししたた・・今今後後ははししなないい

参参加加ししなないい・・今今後後ははすするる

参参加加ししなないい・・今今後後ももししなないい

この施設の周りを
きれいにしたい

もっと回数を
増やしてほしい

身体が動く限り
やりたい

身体が痛い
動かない

イスがあれば
参加しやすい

この運動を
知らなかった

アアンンケケーートト結結果果②②

「保育園とのハガキの交流」に参加されましたか。今後もしますか。

2222%%

22%%

2222%%
5544%%

参参加加ししたた・・今今後後ももすするる

参参加加ししたた・・今今後後ははししなないい

参参加加ししなないい・・今今後後ははすするる

参参加加ししなないい・・今今後後ももししなないい

子どもが好き
会いたい

会って
話がしたい

ビデオなどで
顔が見たい

交流したいが
できるか不安

字が書けない

目が見えづらい
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アアンンケケーートト結結果果③③

地域の方々との交流を望みますか。

4477%%5511%%

22%% 望望むむ

望望ままなないい

どどちちららででももなないい

会話ができる
交流をしたい

話を聞いて
もらうだけでいい

交流すれば
活気がでる

耳が遠いので
不安がある

交流は好きではな
い

コロナ禍なので
交流はできない

保保育育園園・・小小学学校校・・高高校校かかららのの声声

おじいさん・おばあさんについて
話をするようになった。

最初は、やらされていたが
積極的に参加するようになった。

老人ホームが身近に
感じるようになった。

アンケート結果から私たちが考えたこと

②交流の活動内容の充実

①入居者が参加しやすい環境づくり

参加希望者を増やす

ほとんどの交流希望者が参加できる場を用意
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ご清聴、ありがとうございました。

【本発表に関する問い合わせ先】

施設・事業所名：大竹市養護老人ホーム ゆうあいの里

担当者名：伊藤 調

電話：0827-57-5118

メール：itoh@o-yuai.com
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所属ブロック等 事業所名 職　名 氏　名 備　考

役
員
等

東広島 特別養護老人ホーム　瀬戸内園 施設長 中川　勝喜 担当副会長

東広島 特別養護老人ホーム　大崎荘 施設長 藤原　貞弘 担当理事

廿日市・可部 特別養護老人ホーム　阿品清鈴 施設長 小野　誠之 委員長

担
当
施
設

福　　山 サンフェニックス 生活相談員 日下部 浩司 継続

尾　　道 特別養護老人ホーム　せせらぎ園 主任生活相談員 谷満　浩行 継続

尾　　道 養護老人ホーム　ひかり苑 生活相談員 藤川　　守 新規

三　　次 特別養護老人ホーム　すいれん 施設長 滝本　雄司 継続

呉・海田 特別養護老人ホーム　誠心園 生活相談員 山下　智春 継続

廿日市・可部 大竹市養護老人ホーム　ゆうあいの里 事務長 伊藤　　調 継続

広島県老人福祉施設連盟広島県老人福祉施設連盟
令和3年度地域福祉拠点設立推進プロジェクト会議 委員名簿令和3年度地域福祉拠点設立推進プロジェクト会議 委員名簿
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