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精光園だより精光園だより
３６５日２４時間看護師配置の安全安心な施設

支える心とおもいやり支える心とおもいやり



　令和2年 4月 1日五色精光園第2成人寮が開設し、早くも2年目を迎えることができています。これもひと
えに皆様のご支援・ご協力・ご理解による賜物であり、この場をお借りして心より感謝を申し上げます。五色
精光園児童寮から第2成人寮移行に際しては、未知なるコロナウイルスとの共存の始まりの中で、数々あるエ
ピソードについて、特に印象に残っている2つの出来事について語らせて頂きます。
１�．開設と同時にスタッフ及びご利用者の半数が一気に入れ替わるという一変した環境で始まったご利用者
方の理解と支援体制の再構築。
２．ご利用者の皆様の生活を支えながらの大規模改修の実施。（R2.8月作業完了）
　�　大規模改修については高齢・重度者を含む様々な障害特性に応じた支援を提供するために環境を整える
ことを前提に、個室化への対応に加え、トイレや床の改造、及び日中活動場所・中間浴槽等を備えました

　このようなハード面を整えることは生活の質を捉える観点で勿論大切ですが、私は福祉施設として大切な支
援の要素は今も昔も変わることなくソフト面にあるのだと考えます。「福祉は人なり」という言葉も、今後いか
なるテクノロジーが発展しようとも、普遍的な支援の定義であると私は信じて疑いません。故に伝統ある児童
寮時代より長年培ってきた知識や技術及び精神を継承することに加え、これまで最も大切にしてきた入所施設
でありながらも「ご利用者の気持ちに寄り添い、心がぽかぽかするような家庭的で心温まる支援の提供」を継
続し実践することにより、今後も変わらずご利用者及びご家族の皆様にとって、安心感と信頼感を抱いて頂け
るよう精進することを怠らず、スタッフと共に胸を張って誇れる事業所であり続けたいと、心よりそう願って
止みません。今後とも、皆様の一層のご支援・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

五色精光園第２成人寮の開設２年目を迎えて

五色精光園第２成人寮�成人支援第二課
成人支援第二課長　前　林　　　忠

食堂

作業場（生活介護） トイレ

居室 1 人部屋 玄関ホール

中間浴室（座った状態で入浴することができます）
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所　属・職　名 氏　　名
成人支援第二課　支援員（施設職職員） 山西　孝治
成人支援第二課　管理栄養士（契約職職員Ⅰ） 竹内　　遥
参事（地域支援担当）付支援員（契約職職員Ⅰ）：かがやき事業所 小谷　智子

所　属・職　名 氏　　名
成人支援第一課　支援員 樽井　友宏
成人支援第二課　管理栄養士（契約職職員Ⅰ） 小西　厚子
成人支援第一課　看護師（契約職職員Ⅱ） 平田　春江

所　属・職　名 氏　　名
参事（地域支援担当）付支援員（契約職職員Ⅱ）：相談 岡山　敦子
参事（地域支援担当）付世話人（契約職職員Ⅱ）：ＧＨかがやき 濱田真由美

所　属・職　名 氏　　名 異動先（新職名）
成人支援第一課　支援員 田賀　智心 赤穂精華園　支援員
成人支援第二課　支援員 今井　雅徳 出石精和園　支援員
参事（地域支援担当）付支援員：かがやき事業所 鎌田　晃和 くにうみの里　支援員

所　属・職　名 氏　　名 前勤務先（旧職名）
成人支援第二課　支援員 藤原　尚志 清水が丘学園　支援員

所　属・職　名 氏　　名
成人支援第一課　支援員（契約職職員Ⅱ） 國芳　宣英
参事（地域支援担当）付世話人（契約職職員Ⅱ）：かがやき事業所 後　かつみ

退職（３月３１日付）

転出（３月３１日付）

新規採用（４月１日付）

転入（４月１日付）

・・・転出者の言葉・・・

・・・新規、転入者の言葉・・・

　五色精光園から赤
穂精華園へ異動にな
りました。五色精光園
で過ごした 5 年間は
長いようで短く感じまし
た。利用者の皆様と
一緒に過ごすことがで
きた日を大切に、今
後も精進していきたい
と思います。色 お々世
話になりました。ありが
とうございました。

田賀　智心

　新規採用でお世話
になります。大学で学
んだことを活かして五
色精光園で頑張りた
いです。どうぞよろしく
お願いいたします。

樽井　友宏

　最初は不安ばかり
でしたが皆さんに丁寧
に教わり支えていただ
きながらご利用者お一
人おひとりと向き合い
充実した３年間を過ご
すことができました。精
光園での経験を自分
の強みとして今後に活
かしていくつもりです。
お世話になりました。
皆様のご活躍とご健康
を心より祈っておりま
す。

今井　雅徳

　ご利用者や職員の
みなさんの名前を早く
覚え、仕事になれて、
施設に貢献できるよう
努めますので、よろしく
お願いいたします。

小西　厚子

　短い間でしたが、
大変お世話になりまし
た。今年度から、か
がやき事業所からくに
うみの里へと異動とな
りました。皆様のご協
力のおかげで一回り成
長し、大きくなれたと
思います。本当にあり
がとうございました。

鎌田　晃和

　まだ慣れない障害
者分野で日々悪戦苦
闘しています。持ち前
の明るさと前向きな気
持を忘れず、ご利用
者の皆様と信頼関係
を構築できるよう頑張
りますので、どうぞ宜し
くお願い致します。

藤原　尚志
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令和３年度　主要となる事業は以下の通り　

1　地域の元気を支える取組の展開
� ①�第１６回発達支援セミナーの開催
　� ②�第１５回五色精光園祭の開催（１０月開催予定）

2　新たな挑戦
　　　（１）「くにうみヴィレッジ」における取組�
　� ①�高齢者・障害者の総合相談窓口（くにうみの里内）において、入居相談、在宅支援相談、
� � � 就労相談等の一体的な相談支援を展開する。
　� ②�近隣施設の利用者及び地域住民などが行事やイベント等を通じて、世代間交流を図り、
� � � 共生（つながり）が実感できる地域コミュニティ（地域共生社会）を創生する。

3　多様なサービスの充実と展開
　　　（１）高齢・重度化に対応した利用者支援の充実�
� ①�栄養ケア・口腔ケアの取組を積極的に進めるとともに、「利用者の適切な栄養状態の把握」
� 　　「利用者の健康増進」「誤嚥性肺炎ゼロ」を推進する。
� � � ア　咀嚼能力等の口腔機能及び栄養状態の適切な把握
� � � イ　外部研修の受講及び職場内研修会の実施
� � � ウ　歯科衛生士資格を持つ支援員による口腔ケアの技術指導
� ②�国立のぞみの園『高齢者知的障害者コース』への現任研修参加
� ③�日中サービス支援型ＧＨ「くにうみの家」の運営
� � � ア　入居者のニーズに応じた日中サービスの提供を適切に進めていく
� � � イ　地域で生活する障害者のニーズに対応するため、短期入所の積極的な受入を実施する
� ④�強度行動障害への対応強化
� � � ア　「知的障害児者へのアプローチの仕方」（事業団作成）を活用した研修会の実施
� � � イ　強度行動障害支援者養成研修を受講
� � � ウ　行動援護従業者養成研修の受講
� � � エ　専門（自閉症支援等）講師による、個別ケースの事例検討及び研修会実施
　　　（２）就労継続Ｂ型事業の充実に向けた取組�
� ①�あゆみの部屋事業所
� � � ア　移動販売車による効果的な販売を実施
� � � イ　食パンを目玉商品として売り出し、ブランド力の向上を図る
� ②�コスモス事業所
� � � ア　クッキー販売について、外部機関とも連携しながら販路の拡大を図る
� � � イ　受託作業を増やすことで生産活動収入の向上を図る

4　堅実な運営の継続
　　　（１）「働き方改革」の推進�
� ①�「超過勤務縮減」の取組
� ②�業務の効率化と職員の負担軽減（離職防止等）の実施
� ③�職場復帰に向けた施設における支援体制の確立
� ④�障害のある方の雇用の促進
　　　（２）介護・福祉専門人材の育成・強化等の推進�
� ①�求人情報の発信（新聞折込・報酬型求人サイト登録）
� ②�新任職員等職場内研修
� ③�介護福祉士等の計画的育成・資格取得の推進
� ④�管理監督職との個別面接（全職員：年１回以上）
　　　（３）「中期経営方針」に基づいた効果的・効率的な法人運営の推進�
� ①�ガバナンスの充実（事業目標・経営管理・財務規律の強化、リスク管理の取組）
� ②�施設の定期的なメンテナンスの実施による設備等の長寿命化

5　ウィズコロナに適合した施設運営
� ①�「新しい生活様式」（ひょうごスタイル）の定着
� ②�ウィズコロナにおける利用者の生活の質の確保
� � � ア　環境整備
� � � イ　オンライン面会等の積極的活用
� � � ウ　各種行事等の実施方法等の見直し

令和３年度 五色精光園 事業計画にかかる主要事業一覧
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令和 3年度行事予定令和 3年度行事予定
月 園　行　事 保護者会行事

４月 ・辞令交付 ・第１回保護者役員会

５月 ・兵庫県障害者のじぎくスポーツ大会（中止）
・ばんたん親善運動会

・令和３年度保護者会総会（中止）
・第２回保護者役員会（中止）

６月

・親子日帰り旅行（延期）
・善意の日：淡路露店組合「愛の縁日」
・五色精光園だより第９４号
・定期健康診断（胸部レントゲン等）

・親子日帰り旅行（共催）（延期）

７月 ・日中参観・懇談会・屋外等環境整備
・七夕祭り

・六施設保護者会協議会総会
・日中参観・懇談会・屋外等環境整備（共催）
・第３回保護者役員会

８月 ・第１６回発達支援セミナー ・第１６回発達支援セミナー（共催）

９月 ・親子一泊旅行
・総合防災避難訓練 ・親子一泊旅行（共催）

１０月 ・映画鑑賞会
・第１５回五色精光園祭

・第４回保護者役員会
・映画鑑賞会（共催）
・第１５回五色精光園祭（共催）
・事務局と保護者会との懇談会

１１月 ・ふれあいフライングディスク競技会
・ばんたん・ゆうあい文化祭 ・令和３年度保護者研修会

１２月

・お楽しみ会および日中活動参観・懇談会
・淡路吹奏楽団クリスマスコンサート
・クリスマス会
・パナソニック電機労働組合清掃ボランティア

・お楽しみ会および日中活動参観・懇談会（共催）

１月
・ふれあい出前コンサート
・五色精光園だより第９５号
・新年会

・第５回保護者役員会

２月 ・ふれあい出前コンサート
・節分祭 ・ふれあい出前コンサート（共催）

３月 ・兵庫県障害者芸術・文化祭美術工芸作品展
・ひな祭り

※新型コロナウイルス感染症の影響により、日程・内容は変更になる可能性があります。

　令和３年度の苦情受付につきましては、右記
の職員が担当いたします。お困りのこと、改善す
べきことなど何なりとお申し出下さい。各事業
所には意見箱等を設置しております。いただい
たご意見につきまして真摯に受け止め、より良
きサービス実践に繋げて参ります。  

令和３年度の苦情受付について 成人寮 茶谷　健介、森川　康人
第２成人寮 前林　　忠、井村　幸代
GHかがやき 正井　千鶴、藤田　崇之
GHくにうみの家 正井　千鶴、清水　文章
相談支援事業 正井　千鶴、溝口賀寿磨
就業・生活支援センター 山川まどか
あゆみの部屋事業所 岸本　　敏、富永　浩司
コスモス事業所 岸本　　敏、山下真州美
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http://www.hwc.or.jp/seikouen/

社会福祉法人 兵庫県社会福祉事業団
成人寮
〒656-1332 兵庫県洲本市五色町広石北847
TEL 0799-35-0231 FAX 0799-35-0844
メール seikouen@athena.ocn.ne.jp

第２成人寮
〒656-1337 兵庫県洲本市五色町下堺1062-3
TEL 0799-35-0326 FAX 0799-35-0725
メール goshikidainiseijin@ocn.ne.jp

コスモス事業所
〒656-0042 兵庫県洲本市池内1248-6
TEL 0799-23-1421 FAX 0799-23-1422
メール cosmos-sumoto@solid.ocn.ne.jp

かがやき
〒656-1331 兵庫県洲本市五色町都志大日707
TEL 0799-33-1192 FAX 0799-33-1191
メール kagayaki@sand.ocn.ne.jp

くにうみの家
〒656-0013 兵庫県洲本市下加茂1-6-63
TEL 0799-38-4192 FAX 0799-38-4193
メール kuniuminoie@snow.ocn.ne.jp

あゆみの部屋事業所
〒656-1317 兵庫県洲本市五色町鮎原小山田510-7
TEL 0799-32-0400 FAX 0799-32-0410
メール ayuminoheya@canvas.ocn.ne.jp

五 色精光園

相談支援事業所、淡路障害者就業・生活支援センター
〒656-0013 兵庫県洲本市下加茂1丁目6-6(特別養護老人ホームくにうみの里内)
TEL 0799-38-6181 FAX 0799-38-6182
相談支援：s-soudan@galaxy.ocn.ne.jp
就業・生活支援センター：goshiki_chiiki@hwc.or.jp

パン工房
あゆみ

贈答品も承っております。
パンフレットも用意して
おりますので、
お気軽にお問い合わせ下さい。

〒656-1317 洲本市五色町鮎原小山田510-7
TEL 0799-32-0400　FAX 0799-32-0410

　この度の広報誌楽しんで頂けたでしょうか？最後までご覧頂きあり
がとうございます。
　令和３年に入りましたが、残念なことに昨年に引き続き未だに新型
コロナウィルスが猛威を振るっている状況が続いています。今後も感染
対策を徹底し、ご利用者様に健康で楽しく過ごして頂けるよう、新たな
観点で創意・工夫を持ち日課や行事に取り組んでいきたいと思います。
　次号もご利用者様の活動、当園の取り組みを掲載していく予定で
す。今後の精光園だよりもよろしくお願います。

焼き菓子

ご
注
文
は
お
電
話・F
A
X
で
承
り
ま
す

五色精光園あゆみの部屋事業所
〒656-0042 洲本市池内1248-6

TEL 0799-23-1421　FAX 0799-23-1422

五色精光園 コスモス事業所

手作りで優しい味のクッキー10種類、
カップケーキ3種類。

　新型コロナウイルス対策として、5/20(木)に各事業所の
職員が集まり、防護服の着脱訓練を行いました。動画を見
た後、山戸看護師の指導の下、実際に全員で手指消毒から
防護服を着て脱ぐまでの一連の流れについての訓練を行
いました。

リモート面会リモート面会

神戸で人気の老舗「イ
スズベーカリー」の井
筒大輔シェフが監修し、
淡路島牛乳をふんだ
んに使用した食パン
（淡雲「あわぐも」）が
誕生しました！
お気軽にお問い合わ
せ下さい。

1本 400円（税込） 
1/2本 200円（税込）

おんせんと
　うまいもんで
　　おおてなし

防護服着脱訓練

　新型コロナウイルスの為、正月、夏や冬に帰省できず、面会も難
しくなっています。長期間保護者とも顔を合わすこともできていない
ご利用者がおられます。そこで、昨年より成人寮、第２成人寮では
パソコンやスマートフォンを使ったリモート面会を実施しています。
Skype(スカイプ)やLINE(ライン)を使って行います。成人寮でも
第２成人寮でもパソコンを使って実際にリモート面会がだんだん
と増えてきています。詳しくは各施設へお問い合わせください。

浜坂温泉保養荘浜坂温泉保養荘
0796-82-36451

〒669-6702 兵庫県美方郡新温泉町浜坂775

※65歳以上（平日）
1泊2食7，300円～1泊2食7，300円～
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