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「共生」と「再生」が叶う加古川の街に 

―古代よりの住み良さを生かしてふるさと創生― 

 

 全国各地で起きている昨今の凄まじい自然災害の報道に触れる度、加古川に生まれ

育った者として素直に、災害の少ないこの土地柄への感謝の念が湧いてきます。身が

震える程の激しい地震も津波も火山噴火も台風も、この地では記録に無い様に思いま

す。穏やかな瀬戸内海に面した遠浅の海岸が続き、一級河川の加古川を挟んで東西を

結ぶ海路・陸路の交通の要衝として古代より開けた地域で、弥生時代の住居跡や数多

くの古墳が残っています。日本武尊の生母の墓が「日岡御陵」として祀られており、

大和朝廷が成立する過程で重要な役割を果たしたと思われます。大和政権成立後に西

国街道が造られ、今の野口町野口に全国でも最大級の宿場「加古の駅家」が造られた

と伝わります。 

 その後、一級河川加古川に土手が築かれて宿場は今の加古川町寺家町の辺りに移

り、江戸時代には参勤交代の大名が泊まる本陣もあったようで、「陣屋」の屋号が今

も残ります。東の明石と西の姫路は共に徳川幕府の譜代大名の城下町ですが、加古川

は「宿と商家と寺」に多くの庶民が行き交う町であったようです。江戸時代には加古

川から水を引く新井用水などが造られ、数多くの溜池が掘られて新田開発が進めら

れ、一帯は豊かな稲作地帯となっています。 

第二次世界大戦中には陸軍の高射砲隊と飛行隊が駐屯して軍都化し、尾上飛行場は特

攻隊の兵士が鹿児島の知覧飛行場に赴く際の中継基地ともなり、敗戦間際には町一帯が

米軍による空襲を受けています。敗戦後、野口町水足に在った陸軍の弾薬庫の跡地に昭

和２４年、加古川刑務所が造られ、近年女子刑務所が増設されています。そして八幡町

宗佐に在ったキリスト教修道院の跡地に昭和２４年、今の少年院・加古川学園の前身施

設が造られ、その後少年院・播磨学園が分園し、更に平成１９年 

には新型刑務所である播磨社会復帰促進センターが造られまし 

た。いつの間にか加古川市は、４つの矯正施設を抱える全国で 

も稀な『人間の再生を支えるべき町』になっていたのです。今 

の日本は急激な少子化で働き手が不足し、『受刑者の社会復帰』 

は日本社会全体の重要な課題です。    （次ページに続く） 



  
（前ページの続き）  

団塊ジュニアの誕生以降４０年以上に亘り毎年、生れる子供の数が減り続けて一昨

年は９１.８万人、昨年は８６.４万人です。しかし、少子化に歯止めを掛ける有効な

手立ては見当たらず、定年の延長や廃止で高齢者の雇用を増やし、多様な障がい者雇

用施策を講じていますが、増え続ける『社会保障の費用と人材』を賄うのには困難な

状況です。 

 国は、健康寿命の延伸と認知症対策を最重要課題と位置付け、医療と介護の連携の強

化を図り、昨年には「予防と共生」をスローガンとする新たな認知症大綱を発表してい

ます。加古川市も国の施策に添って、皆が元気で健康な高齢者を目指す地域活動を展開

すると同時に、一方で、認知症の人や障がいを持つ人に優しい『地域共生社会』を目指

します。高齢者介護の現場では、予防重視型システムの下で「要介護は迷惑を掛ける

事」と受け取る人々を生み出し、多くの人が『子供には迷惑を掛けたくない』と言って

健康体操に励みます。彼らには、自分が要介護になる事が受容れ難いと同時に、要介護

者の社会的存在価値が認め難くて共生の意識が育たず、要介護者を一人の市民として

尊重し難くなります。 

 介護現場における医療と介護の連携は、現在では予防の段階から最期を迎える場面

までを通して「医療的な視点」からの対処が優先され、老いと死はともに「先延ば

し」の対象です。しかし最近、看取り介護が重視され始めました。世田谷区立特養・

蘆花ホームの常勤医・石飛幸三先生が、胃ろうで栄養を補給して最期を迎える多くの

入居者を診て、『食べないから死ぬのではなく、死ぬから食べないのだ』と指摘して

『平穏死』の大切さを説かれて以降、世間の意識が大きく変わり始めました。『自然

の摂理に添った平穏死』の大切さに気付くと同時に、『死後にも続く関係性』に気付

く人々が現れ始めています。 

 数多くの動物の中で人間のみが、『老いて死に逝く身』を仲間に委ね、仲間が『看取

り』ます。社会を構成し、次の世代に引継いで歴史を続けて来た人間にとって、『老い

と死と看取り』は、社会の一員として『自然の摂理に添って生きる本能』を引継ぐ為の

『最も根源的な営み』だと思えます。如何なる時にも生きようとする本能、子を産み育

てる本能、死に逝く身を仲間に委ねる本能、死に逝く仲間を看取る本能、その全てがつ

ながり合って『死後にも続く関係性』を築き、思想や人間性や社会性を育み、『人と社

会の歴史』が続いて来たのです。今、いじめと自殺に揺れる１０代の少年達が、出産適

齢期の２０代～３０代の青年達が、『最も根源的な本能』を発揮できないでいます。 

少年が逃げる本能を発揮し、青年が種の保存本能を発揮するには、『自然の摂理に添っ

た老いと死と看取り』の場における『命の根源』に触れる経験が必要です。彼らは其処で、

『五感』を磨き、『死者との関係性』を築いて『思想と人間性・社会性』を育み、『未知の

世界』に挑む力を蓄え、本能に添って子を産み育てて社会を引継ぎ、歴史が続くのです。 

 今は日本社会全体が、弥生時代以降２０００年程も続いた歴史が続くか否か？の大

きな転換期に直面しています。東京一極集中が永遠に続くはずもなく、全国の各地が

夫々の地域の特性に応じた街づくりに工夫を重ね、その街固有の『文化と歴史が続く

道』を探らなければなりません。 

 古代より続く住み良い地・加古川が、認知症の人や障がいを持つ人との『共生が可

能な街』であり、刑を終えた人の『再生を支える街』として、多様性と柔軟性に満ち

た『誰にも住み良い街』で在り続けたい、と心より願います。 

せいりょう園  渋谷 哲 

 



介護について語ろう会【令和元年１０月２５日】 

ケアハウス相談員 山田 麻由美 

（介護福祉士） 

 

 昨年１０月に行った介護について語ろう会では、在宅で迎えるターミナルケアについて話

をしました。 

 まずは、人生においてのターミナル、死を迎えることに対してどのような思いを抱かれて

いるのか、参加者の方々にお話を伺いました。「人はいつか死ぬ。それがわかっていても漠然

としている。母がなだらかに様々なことができなくなるのを見て、それが自分の死のイメー

ジになっている。」「まだ想像もつかないが、怖いという思いがある。」「家で家族を看ていて、

急変時にどうしたらいいのかが不安になる。延命治療はいらないと思っていても、いざその

時になれば迷って、自分ではいい判断ができないと思う。」などの意見を聞くことができ、死

に対する不安を持っていらっしゃることがわかります。 

自分の最期をどのようにするかについて、「家で亡くなることはないだろうから、その準備を

書いて方向を決めている。」という方もいらっしゃいました。 

 介護についての話をするとき、子に迷惑をかけたくないと思う方もいらっしゃいますが、ど

のようなことを迷惑だと考えられているのでしょうか。子のことを考えて我慢をしているので

しょうか。皆さんは今やりたいことはありますか？と問いかけました。「自分の介護を子の世話

にならんように。だから施設に入ろうと考える。」「私は迷惑かけていいと思っている。親に尽

くしてきたので、私も受けていいと思っている。」「できないことは増えていくが、できるうち

は自分のしたいことはしたい。」との答えがありました。また、現在親の介護を抱えている中で

も、「母親がいるからできない。」ではなく、できるうちに夫婦で旅行へ行こうと考えている方

もいらっしゃいました。 

 住み慣れた自宅で最期まで過ごすメリットは残された時間を家族と過ごすことができるこ

と、デメリットは家族の介護負担が増えることです。実際に自宅で祖父の最期を看取った職

員からその当時の様子を聞きました。「祖父の身体の状態が落ちて寝たきりになっても訪問看

護を利用して自宅での生活を続け、救急車を要請すると病院に入院しての延命治療につなが

ると考え、自宅で看取るために訪問看護に相談して支えてもらいました。家族で祖父を囲み

看取った後、自分もこんな死に方をしたいと思いました。母も『こんな死に方したいから頼

む。』と言いました。不安も大きかったけど良い看取りができた」との話が聞けました。 

 在宅での介護を続ける中で必要なことは、近隣の方に「家族が今こんな状態である」と伝え

ていくことです。親が一人暮らしをしている場合、親の変化を近所の方から伝えられることも

あります。施設に入らずに最期まで自宅での暮らしを続けるには、地域との関わりが必要です。 

 参加者の方に地域での様子を話していただきました。「昔は隣近所で米を借りたりしていた

が、今は朝晩の挨拶はしても付き合いが無い。」「昔は葬式に来てもらった。今は亡くなって

も、それを隠して家族葬をしている。寂しい時代になった。」と、地域関係が薄くなっている

ことを感じられています。しかし、年老いても自宅で暮らし、自由に散歩や買い物に外出する

など自己実現のできる暮らしを可能にするためには、外に出た時に見守りができるような地

域作りが必要です。加古川市内でも介護者の集いや認知症カフェな 

ど話のできる場所があり、見守りサービスも開始されています。しか 

し、まずは自分から情報発信することが重要なのではないでしょう 

か？身内のことだからと隠そうとはせずに、自分から声を上げてい 

くことで、介護についての話がしやすい地域になっていくのではな 

いかと思いました。 



K さんの看取り 
グループホーム主任 別府 克彦 

（介護福祉士） 

 
K さんは平成 28 年に 89 歳でグループホームに入所されました。女学校の親友と手紙のや

り取りをされていたことが印象的で、半月に一度は面会にも来られ談笑されていました。よ

くその方のお話も伺い、89 歳になっても親友と呼べる人がいるということに、ただただいい

なと思いました。 
入所当初は足の浮腫みが強く、痛みもあって毎晩座薬を入れたり、眠剤を服用したりして

いました。また尿が出にくいので尿道に管を入れたりもしていました。しかし徐々に痛みが

取れて座薬や眠剤は使用しなくなり、尿も出だしたので管を外すことになりました。その頃

から行動範囲が広がり、トイレも介助が必要ではなくなりました。「家に帰りたい」「私の建

てた家を息子にとられた」とよく言われていたのですが、行動範囲が広がると車いすを自走

して外に出ていかれるようにもなりました。窓の外を指さし「すぐそこが家ですねん」「坂

道があって・・」「すぐ横に・・」等と言われるのですが、家は別府にあるので返事に困った

ことを覚えています。 
去年に入ったころから徐々にレベルが低下し、転倒が増えたりトイレが間に合わなくなっ

たり、ご飯を食べていないと言われる頻度が増えるようになっていきました。4 月には息子

さんや看護師、ケアマネを交えてカンファレンスも行いました。胸の苦しみを訴えたり、褥

瘡が出きたり、黄疸がみられたりしていたので最期をどのように関わっていくのか、急変時

はどのように対応すればいいのかを話し合いました。初めは「何かあれば救急搬送で」と息

子さんは言われたのですが、少し間をおいて「ここで出来る治療をしてほしい。歳も歳なん

で延命は・・」と言われました。私はそれを聞き、覚悟を決められたのだと感じました。ま

たその時に、ずっと家に帰りたいと言われていたので葬儀は家で行いたいとも話がありまし

た。亡くなった後に聞いた話では、K さんの旦那さんが亡くなる前に延命治療を選択したが

すぐに亡くなられ、最初から延命はしないと決めていたそうです。「食べられなくなって亡く

なった方が自然」と話されていました。またご本人も元気な時は「無理やり長生きせんでも」

と話されていたそうです。 
去年の 12 月に K さんは亡くなられ、家で行う葬儀に参列させて頂きました。せいりょう

園に勤めて 10 年以上になるのですが家での葬儀は初めてで少し緊張しました。家に着くと

すぐ隣には入居前に利用していたデイサービスと坂道があり、そういえばよく「家すぐそこ

ですねん」と言われていたなと思い出し、納得できました。葬儀は仏間のふすまを外して一

つの部屋にし、そこにご家族と親戚と同じように私たちも座らせて頂きました。お経の間は

K さんとの関りを思い出したり、この家でどのように生活されていたのかなと想像したり

しました。出棺は縁側から出て家の前に停めてある霊柩車に。家の前には近所の方々が大

勢立っておられました。会館での葬儀に比べるとスムーズではなかったのですが、家族間

で声を掛け合いながらの葬儀は新鮮な光景でした。家での葬儀は、家族は大変かもしれな 
いけれどこうして多くの方と見送るのもいいなと思いました。後日息

子さんとも「親父と二人で建てた家、自分が一生懸命働いて建てた家。

家で葬儀をしようと思った。90 になっていたので、葬儀に呼ぶ人もい

ない。僕の知り合いばかりになると思っていたが、近所の方が来てく

れてよかった」という話をしました。 



T さんの看取りで思うこと 
デイサービス副主任 ベハラノ 恵 

（介護福祉士） 
 

T さんは、約 4 年半せいりょう園で生活され 81 歳で永眠されました。身体の大きい男性で、

どっしりと構えているように見えますが、奥さんや息子さんの話をすると必ず涙を流されるな

ど私の中での T さんの印象は、とても涙もろく家族思いだったということです。 
 T さんは真剣な顔で冗談を言うことがよくありました。私が「T さん、身体が大きくて強そ

うですね」と声をかけると、決まって「柔道５段！！」と返答されていました。すると、間髪

入れずに奥さんが「そんな嘘ついたら駄目じゃない！」と笑顔ですぐに突っ込む。そのような

やり取りが日常的にあり、そばで見ていてとても仲のいいご夫婦だということがよく分かり

ました。奥さんは、夏の暑い日も、冬の寒い日も、土砂降りの日も、台風の日も、毎日欠かさ

ず面会に来られていました。「お父さん、来たよ。」必ずお昼過ぎになると奥さんが T さんに優

しく話しかけている声が居室から聞こえてきて今日も夫婦で穏やかな午後を過ごされるんだ

な、といつしか私までうれしくなっていました。 
T さんはもともと、食事の時にむせこむことが多く、誤嚥性肺炎を繰り返していました。ゆ

るやかにゆっくりと身体の状態が落ちていく日々の中で、ある日を境に高熱が続き、嘔吐を

繰り返し、食事の量がどんどん減っていきました。日に日に状態が悪くなっていく T さんの

変化を奥さんは目の当たりにし、明らかに動揺されていました。たとえ、食べることができな

くなっても、身体が動かなくなっても、意識が薄れて話せなくなっても奥さんにとってたっ

た一人の夫であり、ただただ死に向かっていくその姿を何もせず見守ることなどできない、

その思いがひしひしと伝わってきました。「お父さんが少しでもご飯を食べてくれないと私も

元気が出ない。」「少しでいいから食べてほしい。」と、ほとんど食事を飲み込むことができな

くなった T さんのそばで肩を落としながら言う奥さんは毎日どのような思いで面会に来られ

ているのだろうと考えるだけで、どのように言葉をかければいいのか分かりませんでした。

私たち介護職は、何人もの人を看取り、様々な看取りの場面を見てきました。「あとどれくらい

生きることができるのでしょうか？」と問われることもありますが、それはご本人にしか分か

りません。亡くなる前、徐々に身体は食べ物を受け付けなくなり最期は食べることができなく

なります。ゆっくりと身体が死の準備をし、死とはどういうことなのか、ご家族や看取る人た

ちにその姿を見せながら亡くなります。それは、亡くなる人にしかできない最後の大きな仕事

です。T さんは、奥さんのペースに合わせゆっくりと最後の大きな仕事をされたのだと思いま

す。家族の死を受容するということは簡単なことではなく、T さんの奥さんのように葛藤を繰

り返すというのも当然のことです。その奥さんの姿を見て、時間をかけて最期まで支えたのは

紛れもなく T さん本人だったのではないかと思う看取りでした。 
 

特養 1 階の和室でデイサービスご利用者の協力の下、ひな人形を

飾りました。「これ大きいな～！100 万円くらいはするわ～！」と、

興奮気味に話す方も居れば「懐かしい！」「お内裏様とお雛様が、子

どもが立ったくらいのサイズのひな人 

形を飾っていました。」など、昔を懐 

かしむ声も多く聞かれました。ひな人 

形を前に「ひなまつり」を歌い、お茶の時間を楽しみま 

した。     デイサービス副主任 ベハラノ 恵 

ご 



F さんの看取り 

                   訪問看護ステーション主任 藤井 知子 

（看護師） 

 

F さんはサービス付き高齢者向け住宅に妻とともに入居し、同時期に隣室に娘さんも入居され

ました。そして数年前から癌の治療をされていました。 

F さんの第一印象はシャイなところはあるが、なんだか見透かされているようでやりにくい

なぁという感じでした。それというのも、初回訪問の終了時に「言うこときかない困った患者

だろ」とにやりとした顔で先制パンチ、この言葉に会ったばかりの人に自分の何がわかる？と

言われているような気がしました。 

 もともと便秘傾向で下剤服用もしていましたが、癌の進行とともに症状緩和のため副作用に高

度の便秘となる薬剤を服用することになりました。「これ飲んだら便秘になるだろ？」となかなか

服用しようとしませんでした。主治医からも服用を勧められ、私も「便秘にならないように考える

し、そうなった時には何とかするから大丈夫」と伝えるとしぶしぶ服用していただけました。私自

身も言ったからには何とかしなければとマッサージ・下剤・浣腸・摘便・摂取物の提案等様々な方

法を試しました。在宅酸素の使用開始時も「こんなの大袈裟だなぁ」と安静時しか使用しなかった

のですが、使用することで呼吸が楽になることを経験すると移動時も酸素ボンベを自身で使用す

るようになりました。何事に対しても自分が納得しないと先に進まないという姿勢はほぼ最後まで

変わることなく、今までの人生もそうして生きてこられたのでしょう、それを最後まで貫かれまし

た。人生の大先輩の考え方を変えようなど、とんでもないことだと改めて感じさせられました。 

 F さんとは約２か月半の関わりでした。この短い時間の中で病状は急激に変化していきまし

た。本人は「癌」という病名は告知されていましたが、「急激に悪くなる可能性がある」という

予後は知らされていませんでした。在宅医への移行時にご家族には予後は説明されていると聞

いていたのですが、病状が変化していく中で、ご家族も予後について十分な説明を受けていな

い様子であるとケアマネジャーからの情報があり、早急に主治医より娘さんに説明する機会を

設けることができました。主治医からの説明に娘さんはそんなに悪い状態だとは思っていな

かった様子でした。この説明から数日後、息子さんが来られて F さんの状態の悪さを見て今す

ぐにでもどうなっているのか主治医に聞きに行くと凄い剣幕で言いに来られました。管理者が

対応し、看護師につなぎ、主治医の見解を説明することにより息子さんの気持ちも少し落ち着

き、納得いただけたようでした。関わり始めてまだ日が浅く、信頼関係の構築が十分とは言え

ない中でも職員間の情報共有と連携でご家族に対応できたのではないかと思います。 

 ほんの数日で急激に変化する病状にご家族の気持ちがついていけないのはもっともなことだ

と思います。そんな状況の中で妻はいつもと変わらず明るく冗談を言いながら本人に接してい

ました。妻の存在は本人にとっては癒しであったようです。ワンル－ムにベッドを二つくっつ

けて並べた部屋は二人の仲の良さが伺えるものでした。住まい始めてまだ１年足らずではあり

ましたが、二人で近くのスーパーへ買い物に行ったり、喫煙所でタバコを吸いながら入居者や

職員と話したり、デイサービスから帰ってくる妻を出迎えに出たりと亡くなる数日前まで今ま

でと変わらない日常がありました。 

 亡くなった朝もなかなか起きない夫の手を妻はずっとさすっていました。娘さん

が訪問すると、妻に手をさすられ「お父さん」といつもの声掛けの中、F さんは亡く

なられていました。 

 サービス付き高齢者向け住宅での看取りでは独居でヘルパー利用することが多い

中、F さんは昔の家にいるような家族の気配がいつも感じられる中で日常生活の延

長上に「死」があったように感じられました。 



グループホームに異動して 

グループホーム 中田 一宏 

（介護福祉士） 

 

グループホームに配属され１年が経ちました。グループホームでは介護職も食事を作っている

と聞いていたので不安でした。一人暮らしをしていた時期は数年ありました。自炊もしていました

が簡単な料理しかしたことはなかったし実のところ、卵焼きがまともに焼けないような男です。 

配属されてしばらくは調理の番が回ってくる機会もなく胸をなでおろしていました。しかし2か

月を過ぎたあたりから夜勤者として朝ご飯を作る機会が訪れました。味噌汁は何度も作ったこと

がありましたが出汁から取る、というのは初めての経験でした。1回目は先輩に基本を教えていた

だき次からは一人で作りました。不安を感じながらご利用者にお出ししたところ、「男の人やけど

しっかりと味ついとって美味しいわ」と感想をいただきおかわりまでしてくださいました。 

 それからは朝食を作る機会が回ってくるのが楽しみになりました。冷蔵庫の残り野菜をチェッ

クしながらこれを使ってみよう、隠し味にこれを入れてみようなど試行錯誤をしました。パンの

日はスープが合うのではないかと本を買ってそれを見ながら作ってみました。残り野菜で小鉢料

理を作れないかと調べてみて作ったこともありました。 

 少し経って園で毎週金曜日に開催している男性の料理教室に参加してはどうかと言われまし

た。不安ではありましたがいい機会だと思い参加させて貰うことになりました。男性の料理教室

には地域の高齢男性などが参加しており様々な話を聞きながら料理をさせてもらいました。 

 そうしている内に遂に昼か夕の食事を作る機会が訪れました。調理が得意な職員についても

らっているのですが品数も朝より多く非常に緊張しました。料理については和え物のコツや食

材の切り方、段取りについてなど本には載っていないことを色々と教えていただきました。 

 昼間の調理場はテレビの音やご利用者の話し声、介護職が働く気配などを感じることが出来

ました。深夜とはまた違った雰囲気に少し戸惑いもしました。ご利用者が飲み終わった湯呑を

持ってきてくださることもありました。ご家族が「今日のお食事は何ですか？」と聞きに来ら

れることもありました。普段とは違う視点でご利用者やご家族と関わったりホールの状態を見

ることが出来、とても素敵な経験でした。 

 あるご利用者がエプロン姿で調理をする僕を見て「あら、男の人なのにお料理をしてるなんて

かっこいいわ」と言ってくださいました。思わず照れくさくて耳が熱くなるのを感じました。 

今はついてもらっていても半日調理をしたらへとへとにくたびれてしまいますがとても楽し

いです。機会があればもっと調理をしてみたいと思います。ひとり立ちはまだ不安だしついてく

ださる職員の話を聞いて勉強するのは楽しみでこういうのもいいかなと思っています。 
 

ひな祭りの日に入居者の方と一緒にクレープを作りました。バナナ、チョコレート

ソース、生クリーム、あんこを用意し好きなものを選んでいただきました。 

 目を閉じていた方も「クレープを食べに行きましょう」と声をかけると、パッチリ目

を開けて満面の笑みが見られました。「チョコレートとあんこ、どちらが美味しかった

ですか？」と聞いてみると「あんこがいいね！美味しかった」と言われる方や、「チョ

コレートが好きです」と言われる方もいて、好みを知ることができました。生地がなく

なった後も追加して作り「おなかいっぱい！」と満足された 

様子でした。 

 ３月はたこやき、やきそば作り、お花見弁当作りなど企画し 

ています。入居者の方に喜んでもらえるようなイベントを毎月 

できたらと思います。    グループホーム 高瀬 美咲 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【せいりょう園空き情報３月１２日現在】 
 

・サービス付き高齢者向け住宅 

①リバティかこがわ：５室  35 ㎡：1 室 家賃 94,000 円 

            39 ㎡：4 室 家賃 103,000 円 

②自愛の家さくら：３室   24.7 ㎡：1 室 家賃 74,000 円 

25.2 ㎡：1 室 家賃 75,000 円 

25.8 ㎡：1 室 家賃 77,000 円 

★全室にトイレ・浴室・キッチン・洗面・収納あり 

★共益費 10,000 円 サービス費 20,000 円 食費 1 日 1,750 円（税別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・グループハウス岸本邸（シェアハウス）：２室 

（13.5 ㎡ 30,000 円・14.5 ㎡ 39,000 円） 

・ケアハウス：空きなし 

・グループホーム：空きなし ・グループホームまどか：空きなし 

［問合先］せいりょう園 ℡(079)421-7156／(079)424-3433 

【お知らせ】 
 

  新型コロナウィルス感染拡大予防の為、３月中の行事は中止致しました。４月の

行事につきましても現時点での感染状況を鑑みて全て中止の予定と致します。 
 

 

【令和元年度第５回目せいりょう園地域密着型サービス運営推進会議の報告】 
 

 開催日時：令和２年１月３０日（木） １４：００～１６：００ 

 開催場所：せいりょう園リバティかこがわ２Ｆ 

 事業所：地域密着型老人介護福祉施設入所者生活介護（特別養護老人ホームせいりょう園）  

      定期巡回・随時対応型訪問介護看護（せいりょう園ホームヘルパーステーション） 

     認知症対応型共同生活介護（せいりょう園グループホーム、グループホームまどか） 

 参加者：地域代表２名、行政担当２名、家族代表３名、職員１０名 計１７名 

 内 容：行事報告、ひやりはっと事故報告、実習生受け入れ報告 

     定期巡回・随時対応型訪問介護看護の自己評価報告 

     介護について語ろう会報告、ターミナル報告（２名） 

     身体拘束適正化委員会報告、意見交換 
 

 

 


