
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪令和 2 年度を迎えて≫ 

 

日頃より、皆様からの温かいご支援とご協力を賜り心より、感謝申し上げます。 

新型コロナウイルス感染症が世界中で猛威を振るい、4/7 に東京都など７都府県を対象に「緊

急事態宣言」が発令され、4/16 には全国に拡大されましたが、我々職員はテレワークや遠隔で

の業務はできず、常に対面で、ご利用者に寄り添って支援しています。終息の糸口さえ見えない

事態に不安が増す一方ではありますが、こういう時にこそ、確かな情報を得ながら感染症対策に

力を尽くし、ご利用者・職員の皆さんが感染しないよう、また感染源にならないよう細心の注意

を払いたいと思います。 

優仁ホームでは、日頃の感染症対策より徹底した予防策を講じつつ、外出・面会・日中活動で

の行動を一部制限させていただくなど感染予防に努めており、ご利用者・職員ともに感染が疑わ

れる症状の方はおりませんが、毎年の恒例行事である「法人合同花見」「虹の会（ご家族向けの

事業計画説明会）」を中止することになり、今後の施設行事についても状況によっては残念な判

断をせざるを得ません。日常通りとはいかなくとも、さまざまな工夫でご利用者の生活に潤いを

保てるよう取り組んでいきたいと思います。 

さて、令和 2 年度の事業計画重点目標は「個別支援計画の見直しと介護記録ソフトの活用」「人

材育成と組織力の強化」の 2 点にまとめています。 

利用者支援では、入浴・口腔ケア・皮膚状況などをはじめとする身体の衛生保持や居室の環境

整備について、個々の課題にご利用者自らが気づき、持っている能力を発揮していただけるよう、

アセスメント力の課題や利用者支援の介入について見直す時期にきています。令和元年に全国救

護施設協議会より救護施設版個別支援計画書（Var.0）が示されたので、これまで優仁ホームで

作成してきた個別支援計画と比較し、昨年度より導入を進めてきた介護記録ソフトを用いて、基

本に立ち返って書式と支援内容の両面から見直します。 

次に、通過施設の役割を果たすにあたり、要となる地域生活移行支援では、昨年度から実施し

ている生活棟と地域部署との連携強化は継続していきます。 

最後に、人材育成については、組織の再構築を進めていくとともに、これまでと同様に「誠実

さ」「礼節（礼儀と節度）」を大事にしていき、より良い支援につながるよう邁進して参ります。 

令和 2 年度も、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

優仁ホーム 施設長 

富澤 達也 

 

題字・絵： 松本 亮 
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写真で綴る優仁ホームの様子 

        食事会（令和 2年 2月 21日・3月 5 日実施） 

2019 年度日帰り旅行・一泊旅行不参加者の方で 

食事会を希望された方を対象に食事会を行いました。 

 

                

 

 

新型コロナウイルスの影響を受け、優仁ホームとしても様々な対策を日々行なっております。 

 

☆作業：日中活動の大部分を占めている作業活動ですが、特に紙工班の参加人数が特に多い状況です。 

そのため、ご利用者同士が密接しないよう、間隔を広くとり皆さんが安心して 

作業を行えるように、曜日・時間によってグループ分けをして行なっています。 

 

☆食事：対面して食事を取ることがないように交代制にし、召し上がっていただいております。 

 

☆介護予防体操：3 密を避ける為、グループ分けし、１回の利用人数を 

減らして、換気を行ないながら、ご利用者同士の間隔をあけて 

実施しています。 

 

☆換気：1 日に 4 回行なっており、ご利用者の皆さん一人ひとりが感染拡大防止に対して高い意識を 

持ち行っております。 

 

新型コロナウイルスの影響により、生活状況が様々変化しましたが、ご利用者の皆さんに状況をご理解いた 

だけているおかげで、施設としても様々な感染予防対策が実施できています。 

 

 

 

  

 

 

 優仁ホームで日中活動の大部分を占めている作業について、もっと皆さんに知っていただきたい！！と思い、 

今年度から作業棟コーナーを設けさせていただきました。 

 今回はどのような作業があるのかを説明させていただきたいと思います。 

 

☆外作業班：椎茸栽培や、農耕（1 年間で３０種類以上の野菜を作っています）、畑や法人敷地内の草取りなど 

☆紙工班：紙袋、髪ゴムの検品や組み立てなど 

☆技芸班：刺し子、編み物（アクリルたわし、麻紐カバン）、アイロンビーズ（キーホルダーなど）、 

巾着、手帳入れ、手さげ作りなど 

 

在籍人数は全利用者の 8 割を超え、皆さんがとても意欲的に参加され、常に活気にあふれています。 

 次号からは各班の様子を詳しくお伝えできればと思います。 

２月・３月 

４月 

 

☆松本 亮さん  令和 2 年 1 月 29 日入所     ☆牛山 紀美子さん 令和 2 年 1 月 30 日入所 

あたらしいゆうじん 



最近どの薬局でもマスクが売り切れ状態で、購入が難しくなっています。

新型コロナウィルス蔓延防止だけでなく、花粉症やその他災害時に縫わずにできる簡単なマスクの 

作り方２点をご紹介したいと思います。 

 

①大判のハンカチを使う場合 

 ＜用意するもの＞ 

  ・大判のハンカチ 1 枚 

  ・マスク用丸ゴム（なければ普通の平ゴムでも可） 

自分のサイズに合わせた長さのもの 2 本 

  ・換気口フィルター（縦 10cm、横 16cm 程） 

  （今回は市販の花粉にも対応しているものを使用しました） 

 １）ハンカチの真ん中にフィルターをおいて、両端を折ります 

 ２）適当な場所で山折りと谷折りをしてプリーツを作ります 

 ２）端から 1/3 くらいの場所に二重の輪にしたゴムを通し、折ります。 

 ３）プリーツ部分を伸ばして調節し 

片方の端を中に入れて二重のゴムのうち 1 本を引っ張ります。 

 

 

 

                      できあがり  

 

 

②小さ目のハンカチの場合 

 ＜用意するもの＞ 

  ・普通サイズのハンカチ 1 枚 

  ・マスク用丸ゴム（なければ普通の平ゴムでも可） 

自分のサイズに合わせて輪にしたもの 2 個 

  ・換気口フィルター（縦 10cm、横 16cm 程） 

  （今回は市販の花粉にも対応しているものを使用しました） 

 １）ハンカチを斜めにして真ん中にフィルターを置きます。 

 ２）上下を折り、適当な場所で山折り谷折りをしてプリーツを作ります。 

 ３）ゴムを二重にしたものを端から 1/3 くらいの場所に通します。 

 ４）端を中に折り上下を挟み込みます。 

 ５）ゴム 1 本を引っ張り、プリーツ部分を広げて調節します。 

  

  

 

 

 

そんな時は靴下やストッキングで代用できます。 

 

 

おまけに・・・ 

 本来使い捨てであるマスクですが、洗って乾して再利用する方法もあるそうです。 

洗面器の中にぬるま湯を２００ｍｌ（マスク 1 枚に対し）入れ、そこに界面活性剤を含む食器用洗剤を 20ml 程度

溶かします。そこに使用済みのマスクを入れ 5 分ほど浸しておき、最後にやさしくもみ洗いをしてから、ぬるま湯

で洗い流して乾かします。 

3cm 幅くらいで 

切って引っ張れば 

出来上がりです 



広中友歌里（生活支援職員）     

 4 月より入職いたしました広中

友歌里と申します。前職は、高齢者

施設で事務職員として７年半、介護

職員として１年半勤務しておりま

した。皆様の声に耳を傾け、寄り添

った対応をさせていただきたいと

思います。事務所におりますので、

お気軽にお声掛けください。 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉法人 アゼリヤ会  

救護施設 優仁ホーム 

 

〒192-0152 東京都八王子市美山町 1463 

☎042-651-3438   FAX:042-652-3184 

ホームページ：http://azeriya.or.jp/yuujin/ 

E メール：yuujin_home@azeriya.or.jp 表紙・本文中の個人名はご本人のご了解を得て掲載しています。 

◆◇◆ 編集後記 ◆◇◆ 

今号は、このような状況で予定されていた行事が中止になり、施設内で

いつもと変わらず元気に過ごされているご利用者の方の様子をあまり伝え

ることができない内容となってしまいました。 

次号では普段と変わらず元気に過ごされているご利用者さまの様子をお

伝えできるよう、一日でも早くコロナウイルス感染拡大が終息することを

願っております。 

皆さまも、健康には十分に気をつけてお過ごしください。 

優仁ホーム 編集担当 若林 美希・髙田 知恵 

★☆★年間行事予定について★☆★ 

 毎年ゆうじんだより春号と一緒に、優仁ホームの年間行事予定表

を同封させて頂いておりましたが、今年度は新型コロナウイルスの

感染状況により、優仁ホームと致しましても、ご利用者の安全を考

慮し、対応を日々変更せざるをえない状況にあります。そのため、

今後の予定が未だはっきりしない状況で、今号と一緒に年間行事予

定表を同封することは、皆さまに混乱を招く要因の一つになりかね

ないと考え、控えさせて頂くことと致しました。誠に勝手ではござ

いますが、ご理解いただけたら幸いです。 

 

  

地域生活支援部署では、昨年度から地域と生活棟が連携して地域移行を進めることを目標にしてきました。 

今年度は、昨年度に見出した課題をチーム内で検討し、よりスムーズに地域移行できるように頑張っていきたい 

と思います。 

 

今年度の地域生活支援担当職員をご紹介します。 

居宅生活訓練事業 専任：宮澤   

兼任：西田・高田 

保護施設通所事業 専任：村田・坂井 

 

西田職員・高田職員は今年度初めて地域生活支援を担当します。2 人の意気込みを聞いてみました。 

西田：初めて取り組ませてもらう分野ですが、一つ一つ覚えていき、生活棟と地域の分野をどうつなげていくの 

か、その役割を担えればと思います。 

高田：昨年度 3 階支援員として地域部署と連携を意識しつつも、十分ではなかった部分もありました。１年やっ

てみて不足しているところが少しずつ見えてきた感じです。今年度はそこを考えながら、生活棟と地域部

署を繋げる役割ができればと思います。 

 

今年度はこの 5 名で地域移行を目指すご利用者・地域移行後のご利用者をサポートしていきます。 

よろしくお願いいたします。 

 

大西悦子(生活支援職員) 

 4 月 1 日付で入職いたしました

大西悦子と申します。 

介護のお仕事は未経験ですが、先

輩方に教えて頂きながら学び、早く

慣れて戦力になれるように一生懸

命頑張る決意です。よろしくお願い

致します。 

佐藤與克（生活支援職員） 

 今まで夜間の警備を担当し

ていましたが、４月からは生活

支援をすることになりました。

新しい仕事に慣れるには、まだ

まだ時間がかかりますが、少し

ずつ覚えていきたいと思いま

す。よろしくお願いします。 



平成 31 年度（令和元年度） 福祉サービス第三者評価アンケート結果報告 
 

 

福祉サービス第三者評価を「(株)医療福祉経営研究所」にて受審しました。3 月に受審結果報告書が届きましたの

で、その概要をご報告いたします。 

 

○「評価が良かった」の項目 

 80%以上…17 項目中 11 項目 

「食事の満足」「好きなことする時間・場所があるか」「生活上の支援」「金銭管理や使い方の支援」「施設内の清

潔」 

「職員の言葉遣いや態度」「体調不調時の対応」「利用者の気持ちを大事にしているか」「プライバシー保護」 

「個別支援計画の説明」「不満要望への対応」 

70%以上…17項目中 2項目 

「余暇活動」「やりたいことの実現への支援」 

70%以下…17項目中 4項目 

「友人・地域の人との交流」「利用者トラブルへの対応」「個別支援計画への要望反映」「第三者委員の認知度」 

昨年度に比べ特に顕著な変化 

17 項目すべてにおいて肯定的な意見が増加しました。その中でも大きく改善した点を紹介します。 

「個別支援計画の説明」…昨年 48.2%⇒84.5%に 36.3ポイントアップ 

「プライバシー保護」 …昨年の 72.9%⇒94%で 21.1ポイントアップ 

特に個別支援計画については、昨年に引き続き力を入れてきた部分で、大きくポイントアップしたことは嬉し

く思います。職員も一人ひとりの個別支援計画に基づく支援に努め、また、その内容が皆さんに理解されるよ

う、一人ひとりに黄色いファイルをお配りし、計画書をピンクの紙に印刷するなど、利用者に認知されやすい

よう工夫しました。 

同じ個別支援計画について「要望の反映」は 64.7%⇒69%への微増であり、今後も丁寧に行いたいと思います 

優仁ホームがあなたにとって良いところか？ 

大変満足が 28.6%、満足が 41.7%で、合わせて 70.3%の方に満足頂いていますが昨年に比べ 7.3ポイントダウン

です。 

不満と答える方は 9.5%、残り 20.2%がどちらともいえないと答えています。 

 

○「課題がある」項目  

「友人や地域の方との交流の機会」が少ないこと 45.2% 

⇒外部の方との交流については昨年と同様、地域交流として各地域行事への参加、施設行事への招待、救護

部会への利用者参加などの機会を設けていますが、利用者の皆さまの印象では少ないというのが実感のよ

うです。 

「利用者トラブルへの対応」への信頼度 57.1% 

 ⇒一部の方については仲介・調整をしてもなお、気の合わない方がおられるのも事実です。問題が大きくな

らないよう今後も対応していきます。 

 

○評価機関より施設全体についての評価  

特に良い点…「“一人ひとりが主人公”であることを念頭に、利用者が主体となって施設運営や生活について意

見や提案ができる機会を設けています」 

「地域の一人として関わることができること、地域移行に向けての利用者の支援者が地域内に広

がることも期待できる取り組みが行われています」 

「組織として職員として施設の活性化に向けた取り組みを一丸となって推進しています」 

  改善が望まれる点…「リスクマネジメントという視点でヒヤリハットを活用できるよう見直しを図ることも期待」 

「報連相に対する意識向上を図るためにも事業計画などに落とし込み、取り組むことが期待」 

           「マニュアルの多さによる課題から、意見を出しながらマニュアルの精査と見直しを期待」 

  ⇒上記について良い点はさらに伸ばし、課題については今後、改善を図っていきます。 

 

○その他情報公開 評価結果の全文について施設の正面玄関でいつでも覧いただくことができるほか、東京都福ナ

ビ（http://www.fukunavi.or.jp/fukunavi/index.html）でも公表されますのでご覧ください。 

 

 

 

 

 

http://www.fukunavi.or.jp/fukunavi/index.html


春のカフェ・ユウジンはお休みです 

新型コロナ感染症（Covid-19）で、優仁ホームの春の行事が中止に。 

カフェは夏の工作教室か、秋の文化祭か？！ 

 

カフェ・ユウジン中止についてご連絡いたします。 

新型コロナ感染症（Covid-19）で国の緊急事態宣言のなか、ご家族の皆さまにはいかがお過ごしでしょうか。私たちの日常

生活が突然劇的に変化してしまう事態を経験中ですが、新型コロナ感染症の収束を今か今かと待ち望んでいるこの頃ではな

いでしょうか。感染を防ぐには３密（窓のない密室、人との密接な接触、多くの人が密集している場所）を避け、そのような場

所に行かない事、と国、都、感染症専門家などが何度も説明してくださっています。 

毎日、テレビや新聞で報道されていますが、先ずは、家に居ることが一番安全とのことです。時々、近所で買い物や散歩をし

て気分転換もしたいですね。 

 

さて、優仁ホームからのお知らせにありましたように新型コロナ感染症のために、優仁ホームの春の行事はカフェを含めすべて

中止になりました。今後のカフェは、感染症の収束状況によると思いますが、夏の夏休み工作教室の時か、秋の文化祭の時に

なるか引き続き感染症の収束状況を見ながら優仁ホームのご判断を待ちたいと思います。皆さま、その時、カフェで再会しまし

ょう。 

 

それにしても、優仁ホームでは職員さんらがそれこそ利用者に感染者が出ないように緊張の中で頑張ってくださっております。

また、市中では医療関係者の不眠不休の患者対応が続いています。 

本当に有り難い事です。心より感謝申し上げたいと思います。 

それでは、皆さまどうぞご安全に。 2020年 4月 9日/ カフェ・ユウジン家族代筆 髙石憙 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


