
 

平成 2１年度事業報告 

☆介護保険 

グループホーム土橋のおうち（9名） 

開設８年目になり昨年と同様に機能低下されている方が多くなってきている。今年も管理

者及び計画作成担当者が家族や医療機関ときめ細かく連絡を取ることに努めた。 

４月にグループホームにてＩＳさんが低体温状態を繰り返し安らかに逝かれた。寝たきり

になることなく最後まで自分の足で歩かれていた。 

昨年の経験もあり医療機関との連携がスムーズに行うことができた。 

要介護２ ４名 要介護３ １名 要介護４ １名 要介護５ ２名（5月 30日現在） 

6 月１日入居予定 １名    Gカンファ 年 12回 

 

認知症通所介護（共用型）3名 

中区では唯一一箇所の認知症デイ。       

一年間で大きな変化は無いが利用希望は徐々に増え軌道に乗った、５名の方が週１２回利

用された。 

デイサービス（13名） 

高齢になり入退院が多くなってきている。日赤広島看護大と記録の見直しを行い研究がス

タートした。利用人数が安定しない時期があったが、ケアマネージャーとの連携で利用人

数はほぼ変化なかった。暴言、暴力、拒否のある方が穏やかに過ごされるようになってい

る。在宅で可能な限り暮らしていただくようにスタッフ一同で支えていった。  

訪問介護 

今年度はスタッフ研修とカンファレンスを定期的に開催し知識と連携を高める事ができた。

登録者は 1０名前後で利用人数は尐ないがボランタリー精神をもって決め細やかにケアを

行っている。 

☆自立支援 

居宅介護 

４名登録 筋ジストロフィー（女性 40代）、統合失調症の方（男性 50代）ともに家事を 

おこない、自立するための活動を行っている。 

 

移動支援 

８名登録（３名学生） 平日は毎日学校へ送り迎えや、放課後の活動が多い。雨の日や体

調によってはふらっとホームを利用することもある。高齢者の方は介護保険と両方使用れ

ている方もある。特に通院時の制約が無いので安心して利用されている。今年度より精神

障害の方の通院介助も行っている。 



 

 

日中一時支援（3名） 

８名登録 デイサービス内で高齢者と身体障害児、知的障害児（者）が一緒に過ごし良い

関係づくりができている。 

 

☆自主事業 

デイ ナイトケア 

６名登録 １９回/週 介護保険でのショートステイが困難な方、決め細やかなケアを望ま

れる方が利用されている。宿直にて対応 金曜日は緊急時以外はお休み 

 

ふれあいサービスもちもちの木 

定期的に虚弱高齢者の生活援助 

通院介助（介護保険が使用できない病院内での見守り） 

計画していた登録者の募集積極的に行えなかった。 

 

ふらっとホーム河原町のおうち 

多世代交流ランチ会の参加者は尐なくなったが、ふれあいサロン「神埼つばきの会」を毎

月第１木曜日に開催（江波地域包括との共催）地域の民生委員を中心に参加者が増えてい

る。広島すてきなママ友の会（高齢出産の会）は毎月第 3木曜日に開催。（延べ 205人） 

この輪をたすけあいの活動につないでいきたい。 

その他はスペース利用３団体。 

 

外部研修 

５月２１日 ぼちぼちいこうねット研修会横山絋子さんを迎

えて「グループホームの取り組みを振り返ろう」 

竹中（庸） 

５月２６日 下山名月氏研修会“生き生き”を創り出し支え

る介護（講義＆実技） 

竹中（宏）･古田・重弘 

６月１４日 第２８回家族の会記念大会 

～ぼけても安心して暮らせる社会を～ 

笑顔のでる社会となる工夫 

竹中（庸）竹中･古田･

瀬川･土田・大田・ 

三原・三浦・片山 

６月２０日 市民福祉ネットワーク“ひろしま”総会 竹中（庸） 

７月 １日 「福祉サービス第三者評価」のご案内 竹中（庸） 

７月 ４日 「認知症ケアマネジメント」研修（入門編） 竹中（庸） 

７月１７日 広島市指定障害福祉サービス事業者（居宅介護

等）研修会 精神障害理解講座 

原田 



 

７月 21・22日 

28.29日 

広島市認知症介護実践研修・実践者研修 

（第１回） 

竹中（宏） 

７月２９日 広島市指定障害福祉サービス事業者（居宅介護

等）研修会 知的障害理解講座 

土田 

７月３０日 高齢者虐待防止研修「身体拘束廃止に向けての

取組みの考え方～一人一人の暮らしを大切にす

るケア」 

池口 

８月 ３日 第２回介護保険セミナー「介護保険制度の動向

と雇用管理改善～介護職員処遇改善交付金承認

事業所を目指して～」 

竹中（庸） 

池口 

８月１８日 介護サービス・障害福祉サービス事業者集団指

導研修 （認知デイ･グループ） 

竹中（庸） 

竹岡 

８月１９日 介護サービス・障害福祉サービス事業者集団指

導研修 （デイｻｰﾋﾞｽ） 

竹中（庸） 

８月２８日 第２回 認知症グループホーム等の研修会 

質の向上の取り組みとしての外部評価 

各ｻｰﾋﾞｽにおける認知症ｹｱとｹｱ計画の作成 

池口 

９月 2.3日 広島県障害者相談支援従事者初任者研修 竹中（宏）・土田 

９月９日 家族支援に向けたスキルアップ研修会 竹中（庸）・池口 

竹中（宏）・橋本・ 

瀬川・井藤 

９月１３日 ボランティア活動体験スクールマッチング 竹中（庸） 

９月２８日 古田学区社協 福祉のまちづくりプラン策定の

ための勉強会 

竹中（庸） 

９月 18・25日 

１０月 2・9日 

生涯学習（向老期支援）講座 

シニアおしゃべりサロン ―エンディングノー

トを使って描く老後の設計― 

竹中（庸） 

１０月 ２日 広島県ボランティアセンター活動推進３か年プ

ラン 第１回策定ワーキング 

池口 

 

１０月 ８日 ふれあいの居場所づくり勉強会 

「時間通貨」を体験してみよう！ 

重弘、大田、土田、黒杭、

竹中（庸） 

１０月１７日 第４回地域共生ホーム全国セミナーinとやま 竹中（庸）土田、三好 

１０月２１日 指定障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業者（居宅介護等）集団指

導研修 

竹中（宏） 

１０月２７日 「報酬改定影響の検証と、サービス提供責任者

の役割について考える交流研修会」 

原田 



 

１０月２９日 広島市中区医師会認知症研修会 

「認知症の医療とケアー今とこれからー」 

竹中（庸）・大田 

１１月１６日 第 28回マツダ財団講演会「脳を育てる習慣」 竹中（庸） 

１１月１７日 生活応援・総合相談員ライフサポーター（LS）

養成研修 

土田 

１１月２７日 古田学区の『福祉のまちづくりプラン』策定の

説明会  

竹中（庸） 

１２月 １日 西区ボランティアバンクコーディネーター等研

修会 

竹中（庸） 

１２月 ２日 広島県社会福祉協議会 会員のつどい 竹中（庸）・池口 

１２月 ５日 質問で学ぶ！！コーチング研修 竹中（宏）・三好 

１２月１７日 広島市認知症アドバイザー養成講座 研修 竹中（庸） 

１２月１９日

２０日 

第６回小規模多機能ケア全国セミナーin ひろ

しま  

橋本、大段、中上、山時、

重弘、瀬川、三好、土田 

１２月２３日 クリスマス第１回チャリティコンサート 竹中（庸） 

１月８日 第２回介護サービス・障害福祉サービス事業者

への集団指導研修 

竹中（宏） 

２月６日７日 宅老所・グループホーム全国ネットワーク 

中・四国ブロック交流会 in えひめ 

竹中（庸） 

２月１７日 音楽療法の視点に立った音楽レクリエーショ

ン・基礎編 

大田 

２月１９日 認知症研究 研修 竹中（庸） 

２月１８日 健康講座 ガンバルーン体操による健康づくり  竹中（宏）土田 

２月２６日～

２８日 

地域支援・生活支援サービス推進研修会 土田 

３月１０日 ～コミュニケーション能力向上セミナー～ 

「なぜ、認知症の方へのコミュニケーションが

重要なのか？」 

森元 

 

 

 

 

施設内研修 



 

４月 20日 デイサービス：運転研修 大田・重弘 

4 月 24日 実技研修：調理実習・食事介助 瀬川・片山・吉崎・

古田・重弘・原田・

竹中（宏）・中上 

6 月 16日 認知高齢者とスヌーズレン体験について 吉崎・大田・瀬川・

古田・土田・井藤・

竹中（庸） 

7 月 24日 実技研修：清拭・陰部洗浄・おむつ交換 瀬川・重弘・中上・

土田・吉崎・竹中

（宏） 

８月 28日 勉強会：理念の構築 古田・土田・大段・

中上・瀬川・重弘・

橋本・竹中（宏） 

９月 25日 勉強会：リスクマネージメント 橋本・土田・古田・

大段・重弘・山時・

瀬川・吉崎 

10 月２日 デイサービス：ケアプラン会議 大段・古田・土田・

瀬川・重弘・橋本・

竹中（宏） 

10 月 23日 デイサービス：共生ケアの取り組み・意見

会 

中上・土田・橋本・

瀬川・重弘・大田・

大段・竹中（宏） 

10 月 30日 デイサービス：勉強会（口腔ケア・介護福

祉士試験問題） 

大段・土田・古田・

竹中・大田・瀬川・

重弘 



 

11 月 6 日 デイサービス：自閉症・障害者に付いての

理解研修報告 土田 日中一時支援サポー

トシート作成・ケアプラン作成 

重弘・古田・中上・

大田・土田・橋本・

山時・井藤・竹中

（宏） 

11 月 9 日 グループホーム：勉強会（糖尿病について）

講師：浜本さん 

大田・森元・岡崎・

瀬川・林・山時・上

田・竹中（宏） 

12 月 18日 デイサービス：ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ会議・実践報告リハ

ーサル（小規模多機能全国セミナー） 

発表者：竹中・大田 

大段・大田・古田・

土田・橋本・重弘・

竹中（宏） 

12 月 25日 新人研修・現任研修 山時・井手・大田・

三好・古田・中上・

吉崎・橋本・重弘・

竹中（宏） 

1 月 15日 デイサービス：土田研修報告（障害者・児

の理解を深めるために） 

日中一時支援 ケアプラン作成 

橋本・土田・瀬川・

重弘・古田・大段・

竹中（宏） 

１月 22日 勉強会（研修会）年間計画作成会議 土田・大段・古田・

瀬川・井藤・竹中

（宏） 

2 月 19日 デイサービス：三戸めぐみちゃんのお母さ

んのお話 障害者・児への理解 

瀬川・大段・古田・

重弘・土田・竹中

（宏）・廿日市特別

支援学校寺尾先生 

３月５日 勉強会：認知症の理解とコミュニケーショ

ン 

井藤・竹中・古田・

土田・重弘・大田・

井手・瀬川 

３月 2６日 実技研修：緊急対応（嘔吐・チアノーゼ・

熱中症） 

中村・金子・三分

一・大段・土田・古

田・重弘・竹中（宏） 



 

 

 

 

 

取材 

 

さわやか福祉財団 さあ、言おう 12月号掲載  

朝日新聞 1月 30日 こだわって ひろしま 地域密着で多世代交流 竹中（庸） 

中国新聞 3月 15日 高齢者施設住民交流ＯＫ 

     3月 16日 広島の施設 緊急検査 

広島ＦＭ 3月 19日 「ヒロシマ・ウィメンズ・ハーモニー」    竹中（庸） 

 

講師等派遣 

４月２６日 第２回あんき村 高齢者ケアセミナー 

「介護政策と介護実践」 

実践報告 

竹中（庸） 

６月２５日 「ボランティア入門講座」「認知症について学

ぼう！」中区社協 

竹中（庸） 

６月２９日 広島市立大学「ＮＰＯ論」における事例報告 竹中（庸） 

８月３１日 介護労働安定センター 実習のまとめの学習① 竹中（庸）・池口 

１０月 ５日 ボランティア入門講座「認知症について学ぼ

う！」 中区社協 

竹中（庸） 

１１月１８日 生活応援・総合相談員養成研修会 講師 竹中（庸） 

１１月２９日 第５回認知症ケア専門士；第 2次試験面接員 竹中（庸） 

１２月１９日

２０日 

第６回小規模多機能ケア全国セミナーin ひろ

しま  

実践発表・竹中（宏）大

田 講師・竹中（庸） 

１月２４日 ボランティアコーディネーター養成講座応用

編 アドバイザー 

竹中（庸） 

２月１７日 

１８日 

地域共生ケア起業推進モデル研修 鳥取県 竹中（庸） 

２月２１日 ボランティア体験スクール情報交換交流会 竹中（庸） 

３月 ８日 介護労働安定センター 実習のまとめの学習② 竹中（庸）・池口 

３月１３日 コミュニティービジネス起業塾 竹中（庸） 

３月２３日 中央三井信託銀行 認知症サポーター養成講座 

第１回 

竹中（庸）池口 

３月２４日 段原地区社協 認知症サポーター養成講座 池口 



 

３月２９日 中央三井信託銀行 認知症サポーター養成講座 

第２回 

竹中（庸）池口 

 

 

ボランティア・実習生受入 

 

7 月 23日～8月 28日 21年度第 1回「介護職員基礎研修」地域の社会資源実習  20名 

 

８月 20.22.25日  国際医療福祉大学生 研修 1名  

 

10 月～11月 広島市ボランティア体験スクール受け入れ 2名 

 

10 月～３月 ＮＰＯ・ボランティアインターンシップ事業受入 ３名 

広島県立大学インターンシップ受け入れ ２名 

 

10 月 23日 修道中学校 3年生の「職場体験学習」受入 2名 

 

1 月 27日～3月 6日 2１年度第２回「介護職員基礎研修」地域の社会資源実習  22名 

 

２月１６日～   広島市・コミュニティービジネス・社会的企業育成促進事業 

         地域コーディネーター派遣                １名 

 

定期的に活動されたボランティアの方は 7 名 延べ４４１日   

 

委員会・協議会 

 

2１年度ボランティア活動・福祉教育推進委員会６月２２日、１２月２５日  池口 

 

２１年度 青年長期社会体験活動連絡協議会９月９日、2月 9日    竹中（庸） 

 

高齢者地域活動推進者養成支援事業 企画運営委員会 組織・運営支援企画部会 

「生活支援サービスに取り組むＮＰＯの設立と運営マニュアル」作業委員会 

１１月１９日    竹中（庸） 

 

ボランティアコーディネーター養成講座 応用編 企画委員 

 



 

古田学区「福祉のまちづくりプラン」策定委員会（ボランティアバンク担当） 

 

古田学区社会福祉協議会 定例会 毎月第２土曜日 １７時～１８時 竹中（庸）望月 

 

古田学区 ふれあいサロン「いろり」会計担当            竹中（庸） 

 

さわやか福祉財団中国ブロック 構成員               竹中（庸） 

 

グループホーム土橋のおうち 運営推進委員会            竹岡 

5 月 29日、7月 31日、9月 25日、11月 27日、1月 29日、3月 26 日（6回開催） 

 

理事会 

5 月 31日、7月 10日、8月 25日、12月 20日、2月 5日 5回開催 

 

行事 

4 月     花見 

8 月 5日   本川学区原爆慰霊盆踊り大会  

９月４日    竹中 寛さんを偲ぶ会（ふらっとホーム）          

9 月 21 日   敬老会 

9 月 23日   第１回消防訓練               全スタッフ及び利用者  

11 月 3 日    もちもちの木祭     

12 月 20日  忘年会  

2 月 3日   節分 

3 月 3日   ひな祭り 

2 月 24 日   第 2回消防訓練                    全スタッフ及び利用者 

3 月 25日  お茶会 

3 月 30日   お花見 

 

研修・勉強会開催 

 

１０月８日 18時半～20時半 ふれあいの居場所勉強会 「時間通貨」を体験してみよう！     

参加者 20名 

企画・もちもちの木・ハートサロン 主催・さわやか福祉財団  

さわやか福祉財団中国ブロックインストラクターのバックアップでおこなわれました。 

 

３月２７日 古田のおうち オープニングイベント  



 

「住み慣れた地域で暮らし続ける為に」地域のあり方を一緒に考えてみませんか？ 

                        講師 惣万佳代子さん ９０名 

見学会 ７０名 交流会 ６８名 同時開催 さをり展示会(アトリエ SEIKO） 

 

 

研究 

もちもちの木 認知高齢者のスヌーズレン体験        東京経済大学 西下先生 

小規模・多機能施設における記録の活用に関する調査（日赤広島看護大） 

 

広報 

夏の号、新春号 もちもちの木たより 年２回 

カンパンブログ アクセス 約 5000件 

ｍｉｘｉ ふらっとホームのサイト 

 

広報やブログの更新が定期的に管理できなかった。 

 

求人活動 

実習型雇用支援事業・職場体験型雇用支援事業 

12 月 16日 職場見学会 産業雇用安定センター・広島公共職業安定所 主催 

実習型雇用 1名採用 

本年もブログや新聞等で紹介された記事などを見て、求職される方が多かった。スタッフ

はゆったりまったりの癒し系が多く、看護学校の学生、専門職、元学校の先生、元社協職

員、定年退職者、２１歳から６８歳まで３７名のさまざまな経験あるスタッフが活動して

いる。又、うつ病や引きこもりの方の社会復帰の場としても関係団体から求職者の受入も

おこなっており、現在４名の方が安定して活動されている。 

また今年度はハローワークより知的障害者 1名を採用した。 

個性を自然に発揮し、折り合いながら成長できればと願っている。 

相談 

認知症のケアに関して相談に次いで退院先を探されているケースが急増した。 

医療の改正が大きく影響し、急性期の病院からは直に転院する方向になり受け皿の整備が

できていない事を強く感じた。   

昨年に引き続き、特別支援学校や盲学校の先生見学にこられた。デイサービスや作業所の

空きが尐なく卒業後の行き場に困っているケースに関して対策はできていない。 

 

 



 

古田のおうち 

21 年度 4 月に西部産業から物件の紹介を頂き、7 月に古田地区で認知症対応型共同生活介

護の指定をとるための事前申請をおこなった。10 月に事前協議者の選定第一位になり、協

議を進め 22 年 4 月 1 日に指定を頂く。8 月に共同募金のプロジェクトに採択されたことを

きっかけに「古田学区の福祉のまちづくり」に参加することになる。9 月より学区の社協に

てボランティアとして活動し社協定例会、民児協定例会、地域サロンなどで地域のニーズ

の聞き取りを行った。消防法や建築法で用途変更に時間がかかったが、2 月に着工し、3 月

のオープニングは予定通り行う事ができた。 

 

共同募金 

21 年度８月に「古田のおうち」が社会解決プロジェクトに採択され 1 月～3 月まで募金活

動を行った。 

 

募金額      ２，６８８，０１２円 

マッチングギフト ２，１３６，６０２円 

合計       ４，８１９，６１４円 

 

募金目標額 ３，０００千円         達成率   ８９．６％ 

 

活動期間は２２年６月から２３年３月まで 

 

事業内容・別紙① 

 

物品預託者 

 

渡辺 彰様、山時正則様、須本茂子様、出雲敏江様 

 

（家具、食器、家電等 500点余り） 


