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　平成12年に始まった介護保険制度が22年目に突入した令和3年、【科学的裏付けに基づく介護】という言葉が生まれまし

た。高齢者ご本人の意向や現場の感覚に頼るのではなく客観的な証拠に基づいた介護を行うというものです。厚労省による

【LIFE】という科学的介護情報システムを活用し、進めて行きます。

　当法人も4月から取り組み始めました。入所者様の体温・食事の摂取状況・排泄・入浴等これまで全て手書きで記録してい

たものをタブレット型パソコンに入力しています。まさにICT化です。

　早くも活用の幅は広がっており、慌てて大量の記録表（ファイル）を集めなくても欲しいデータが一瞬にして画面で確認でき

ます。例えば「この入所者様の最近はどうだったろうか？」「一昨日から食事の摂取量が減っているな」「お手洗いの回数が多

いな」というように。

　ICT化最大の効果は若手職員の自信に満ちた顔です。子供の頃からスマホに触れているだけ

あってお手の物です。「今時の若者」と簡単に決めつけてはいけないと反省しました。

　まだ始まったばかりで厚労省も手探りの部分が多い状況です。きっと私が高齢者のお仲間に

入れていただく10年後には科学的裏付けあっての介護が当たり前になっていると思います。

科学的介護元年 特別養護老人ホーム銀砂台　事務次長　大田　利明

新たに設置した「非常用自家発電機ユニット」 
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砂台「本園」の事業計画において重点施策の一つに位置付けていた非常用自家発電機の設置が完了しました。これに
より、大規模停電が生じた際でも施設運営に係る 3日分の電力を確保し、入所者様により安心・安全に過ごしていた

だくことができるようになりました。
　また、今年度からタブレットによる介護情報の記録が始まり、これまで以上に入所者様の状態を客観的に把握すること
ができるようになりました。科学的データの利用により、より的確なケアを提供できるよう、職員一同励んでまいります。

銀
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薫　　風 第３３号

銀砂台　本園銀砂台　本園 介護老人福祉施設／短期入所生活介護

銀砂台本園に入職した新人職員を紹介します。どうぞよろしくお願いします。介介新新 人人 紹紹

　居宅介護支援事業所銀砂台は、令和2年9月より特別養護老人ホーム銀砂台へ移転しま
した。現在は主に、北部・本庁周辺を担当させて頂いています。
　「一人一人が住み慣れた地域・自宅で過ごせるように」を心掛け、在宅で過ごす方の支援を
しています。
 　介護保険に関してのみならず「入院したけど、これからどうしよう」といっ

た医療に関しての対応もケアマネジャーは行っています。
　些細な事や不安な事に関して、迅速に対応を行いご本人・ご家族の心
配事の軽減が図れるよう努めています。
　ご本人・ご家族様の思いに寄り添い、地域と共に高齢者を支える居宅
介護支援事業所です。

特別養護老人ホーム銀砂台に併設となりました。

居 宅 介 護 支 援 事 業 所 銀 砂 台 に つ い て

新体制になりました！

外出する機会が減って、
周りの人とも交流が
　　　なくて寂しい…

　
　長年運用していた送迎バスが経年劣化のため廃車となり、新

しい送迎バスを購入しました。新車両では乗降リフト操作もスムーズとな
り、車線はみ出しアラート機能も付き安全性も高まっています。
　コロナ禍の中では、余暇活動としての外出の機会が減少していますが、
病院受診等での使用で重宝しています。決して事故を起こさないよう慎重
に安全運転をしてまいります。

　銀砂台ではコロナウイルスワクチン接種を嘱託医の協
力のもと、希望される利用者様と全職員が6月には接種完了し、ある
一定の安心感が得られているところです。
　しかし、接種したことで感染自体を完全に防げることにはならない
ため、接種後も気を抜かず従来の感染対策を継続し、職員へは危機
意識を持ち続けるよう指導しています。
　施設内研修においても、コロナウイルス感染症対策に力を入れて
おり、万が一に施設内で発生した場合に備え、ガウンテクニック研修
を実施しました。利用者様間での感染拡大を防ぐとともに、職員への
感染を防ぐためにも重要な技術となりますので、各々真剣に研修に
取り組みました。

　広報活動の一環として、法人PR動画を作成しました。
各事業所の紹介や利用者様の生活の様子、職員インタビュー等を
短い時間ですが収録しました。完成したPR動画
は、YouTubeでご覧いただけます。下記のQR
コードを読み込んでいただく
か、YouTubeの検索画面に
「銀砂台」と打ち込んでくださ
い。また、HPからご覧いただく
こともできます。

　利用者様のために常に考え
ながら介護を実践し、利用者様
や職員からも信頼される人材に
なれるよう頑張ります。

介護職員
大和田  正輝

　介護の仕事は初めての経験ですが、
徐々に介護職の楽しさややりがいを感じ
ております。信頼される介護士を目指し頑
張りますのでよろしくお願いいたします。

介護職員
鈴木  正義

　利用者様の毎日が安心して過
ごしていただけるよう、お手伝いさ
せていただきたいと思います。

介護職員
大川  芙美子

　利用者様が笑顔になれるよう
な食事を提供できるように一生
懸命頑張りますので、よろしくお
願いいたします。

調理員
福士  麻衣

石  崇宜（センター長） 中川  由希子（看護師） 飛田  遥大（社会福祉士）

鈴木  友花 上妻  玲奈 佐藤  寿子

PR動画撮影

いつでも、どんなことでも気軽に
ご相談下さい‼

ひとり暮らしで、

この先どうしよう。

不安だな…

介護サービスを利用
したいが、どうすれば
いいか分からない…

専 門 職

予防プランナー

新送迎バス運用開始

コロナウイルス感染症対策
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銀砂台「助川サテライト」 地域密着型特別養護老人ホーム 銀砂台「鹿島町クラブ」 小規模多機能型居宅介護事業所

銀砂台「本宮町クラブ」 小規模多機能型居宅介護事業所

サテライトに入職した新人職員を紹介します。どうぞよろしくお願いします。介介新新 人人 紹紹

特定技能（介護）での雇用をスタート!

　　　　　　コロナウイルスの影響で、日常が非日常に一変し、入居者様、職員共に制限と我慢の生活が強いられ
た。しかし、コロナ禍の中だからこそ気付けたこともあり、この取り組みにも繋がった。今、私たちには何ができるのかを考
え、どんな工夫をすればできるのかを考える。これが大切と感じた。令和3年度も、この気持ちを大切にして、ドライブス
ルー面会の継続的な実施とコロナ禍でもできる新たな取り組みを考えていきたい。

　令和2年11月に入職しました。前職は機械と向
き合う仕事でした。全く違った環境で、戸惑う事
がありますが、利用者様と接し日々勉強になる事
ばかりです。先輩方の指導、助言を受けて利用
者様やご家族様に信頼される介護士を目指した
いと思います。どうぞよろしくお願いします。

介介新新 人人 紹紹

　６月に入職しました。分か
らないことばかりですが、指
導を受けながら利用者様と
コミュニケーションを多くとる
ことができるようにしていき
たいと思います。

介介新新 人人 紹紹

　ご家族や利
用者様の思い
に添ったプランを作成する
ことが出来る様勉強してい
きたいと思います。

　今年1月に入職しました。介護職は少しブランク
があり、新たな気持ちで利用者様のお手伝いをさ
せて頂いています。毎日利用者様の笑顔を見てい
ると、利用者様からパワーを頂き自分自身も成長し
ていると感じます。これからも小多機の一員として、
質の高い介護を目指し精一杯頑張ります。

　　　　　　新型コロナウイルスの感染拡大防止の為、サテライトでは面会制限の対策としてweb面会を実施させ
ていただいておりました。しかしながら、長期間にわたり入居者様とお会いできていないご家族様から面会における相
談がありました。当該事業所としましてもご家族様からの相談を真摯に受け止め、検討させていただき、ドライブスルー
面会と題した企画を立案させていただきました。内容としましては、施設車両にて自宅までドライブし、ご家族様と車中
越しの面会をして頂く企画
となります。すべての入居
者様が対象ではありません
が、実行に移すことで、少し
でも入居者様、ご家族様の
安心につながればと思い、
実施に至りました。

　感染者発生を想定し、施設内でのゾーニング及び防護具の着用方法などの研修を行っています。鹿島町クラブは入所
施設と併設した事業所のため、発生した場合の影
響が大きくなります。シミュレーションし、迅速な対応
ができるよう実践を行いました。ゴーグル、マスク、防
護服を着用してみると思った以上に体に負担がか
かるのが分かりました。長引く感染予防対策です
が、ワクチン接種も始まり明るい兆しも見えてきまし
た。これからも利用者様の安全を守れるようしっか
りと対策を取って行きたいと思います。

　昨年9月に入社しまし
た。入居者様の想いに寄
り添える介護を頑張りたい
と思います。よろしくお願い
します。

介護職員
森下  勢津子

レ グエン アン タイ

　4月に入社しました。これ
までの介護施設での経験
を生かし、利用者様やご家
族の皆様に安心してお過
ごしいただけるよう努めま
す。よろしくお願いします。

介護職員
和田  有子

　自分自身でも納得のい
く介護ができるよう、日々勉
強していきたいと思いま
す。よろしくお願いします。

介護職員
星野  瑛介

　常に向上心を忘れずに
ご入居様に安心安全にお
過ごしいただけるよう、健康
管理に尽力して参ります。
よろしくお願い致します。

看護職員
番内  千恵美

　慣れない仕事で最初は
不安だったけど、厨房のみ
んなに教えてもらいながら
少しづつですができるよう
になり、今は頑張ってやっ
ていこうと思っています。

調理員
滝　京子

リモート面会 紙芝居

家族への手紙

介護職員　渡邊　剛

看護職員　新山智恵美 齋藤 リカ

介護職員　佐々木  優子

　銀砂台助川サテライトで企画した「ドライブスルー面会」の取り組みが日立市の社協だより
に掲載されました。

❖ 新型コロナウイルス感染症対策

　登録者様の半数がお一人での生活をされております。新しい生活様式を強いられ
るなか、安心して外出する事が難しくなっています。生活に必要な買い物、皆と楽しむ
お花見、ドライブでの市内探索など閉じこもらないよう支援を行っています。いくつに
なっても好奇心を持って、人生を楽しんで頂きたいと思います。

❖ 外出支援

経　緯

　以前から学生アルバイトとしてサテライトで勤務をしていたタ
イ君ですが、今年度からは特定技能（介護）の滞在資格を得
て、日本人と同じ勤務形態で働くことができるようになりました。
　性格はとてもシャイですが、頑張って日本語を学習中です。よ
ろしくお願いいたします。

感　想

　　　　　　 車の後部座席にビニールカーテンを設置。家族には健康チェック表に記入してもらい、体調等をチェッ
クする。車で自宅まで伺い、カーテン越しに少人数で面会し、スキンシップ等は控えていただいた。
実施方法

よろしくお願いします！

面会の
ご様子

　新型コロナ感染症拡大に伴い、外
出の機会が少なくなったためクラブ内
で過ごすことが多くなりました。換気
やマスク着用など感染予防に努めな
がら利用者様にとって大切な一日を
楽しかったと思って頂けるよう職員もいろいろなアイデアを出し合いました。

❖ おうち時間の過ごし方

　令和2年度の秋祭りは、感染予防を模索しながら利用者様全員
に楽しく過ごしていただけるよう10月12日から5日間連続で開催し
ました。平日、5日に渡り開催したことにより、全員がゲームなど余
興に参加でき、楽しんで頂けました。余興として職員がマジック
ショーを行ったり、利用者様に描いて頂いた猫の絵をモチーフにし
たお揃いのTシャツを着て、祭りを盛り上げました。

❖ 秋祭り

介護支援専門員合格！

祭
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え、どんな工夫をすればできるのかを考える。これが大切と感じた。令和3年度も、この気持ちを大切にして、ドライブス
ルー面会の継続的な実施とコロナ禍でもできる新たな取り組みを考えていきたい。

　令和2年11月に入職しました。前職は機械と向
き合う仕事でした。全く違った環境で、戸惑う事
がありますが、利用者様と接し日々勉強になる事
ばかりです。先輩方の指導、助言を受けて利用
者様やご家族様に信頼される介護士を目指した
いと思います。どうぞよろしくお願いします。

介介新新 人人 紹紹

　６月に入職しました。分か
らないことばかりですが、指
導を受けながら利用者様と
コミュニケーションを多くとる
ことができるようにしていき
たいと思います。

介介新新 人人 紹紹

　ご家族や利
用者様の思い
に添ったプランを作成する
ことが出来る様勉強してい
きたいと思います。

　今年1月に入職しました。介護職は少しブランク
があり、新たな気持ちで利用者様のお手伝いをさ
せて頂いています。毎日利用者様の笑顔を見てい
ると、利用者様からパワーを頂き自分自身も成長し
ていると感じます。これからも小多機の一員として、
質の高い介護を目指し精一杯頑張ります。

　　　　　　新型コロナウイルスの感染拡大防止の為、サテライトでは面会制限の対策としてweb面会を実施させ
ていただいておりました。しかしながら、長期間にわたり入居者様とお会いできていないご家族様から面会における相
談がありました。当該事業所としましてもご家族様からの相談を真摯に受け止め、検討させていただき、ドライブスルー
面会と題した企画を立案させていただきました。内容としましては、施設車両にて自宅までドライブし、ご家族様と車中
越しの面会をして頂く企画
となります。すべての入居
者様が対象ではありません
が、実行に移すことで、少し
でも入居者様、ご家族様の
安心につながればと思い、
実施に至りました。

　感染者発生を想定し、施設内でのゾーニング及び防護具の着用方法などの研修を行っています。鹿島町クラブは入所
施設と併設した事業所のため、発生した場合の影
響が大きくなります。シミュレーションし、迅速な対応
ができるよう実践を行いました。ゴーグル、マスク、防
護服を着用してみると思った以上に体に負担がか
かるのが分かりました。長引く感染予防対策です
が、ワクチン接種も始まり明るい兆しも見えてきまし
た。これからも利用者様の安全を守れるようしっか
りと対策を取って行きたいと思います。

　昨年9月に入社しまし
た。入居者様の想いに寄
り添える介護を頑張りたい
と思います。よろしくお願い
します。

介護職員
森下  勢津子

レ グエン アン タイ

　4月に入社しました。これ
までの介護施設での経験
を生かし、利用者様やご家
族の皆様に安心してお過
ごしいただけるよう努めま
す。よろしくお願いします。

介護職員
和田  有子

　自分自身でも納得のい
く介護ができるよう、日々勉
強していきたいと思いま
す。よろしくお願いします。

介護職員
星野  瑛介

　常に向上心を忘れずに
ご入居様に安心安全にお
過ごしいただけるよう、健康
管理に尽力して参ります。
よろしくお願い致します。

看護職員
番内  千恵美

　慣れない仕事で最初は
不安だったけど、厨房のみ
んなに教えてもらいながら
少しづつですができるよう
になり、今は頑張ってやっ
ていこうと思っています。

調理員
滝　京子

リモート面会 紙芝居

家族への手紙

介護職員　渡邊　剛

看護職員　新山智恵美 齋藤 リカ

介護職員　佐々木  優子

　銀砂台助川サテライトで企画した「ドライブスルー面会」の取り組みが日立市の社協だより
に掲載されました。

❖ 新型コロナウイルス感染症対策

　登録者様の半数がお一人での生活をされております。新しい生活様式を強いられ
るなか、安心して外出する事が難しくなっています。生活に必要な買い物、皆と楽しむ
お花見、ドライブでの市内探索など閉じこもらないよう支援を行っています。いくつに
なっても好奇心を持って、人生を楽しんで頂きたいと思います。

❖ 外出支援

経　緯

　以前から学生アルバイトとしてサテライトで勤務をしていたタ
イ君ですが、今年度からは特定技能（介護）の滞在資格を得
て、日本人と同じ勤務形態で働くことができるようになりました。
　性格はとてもシャイですが、頑張って日本語を学習中です。よ
ろしくお願いいたします。

感　想

　　　　　　 車の後部座席にビニールカーテンを設置。家族には健康チェック表に記入してもらい、体調等をチェッ
クする。車で自宅まで伺い、カーテン越しに少人数で面会し、スキンシップ等は控えていただいた。
実施方法

よろしくお願いします！

面会の
ご様子

　新型コロナ感染症拡大に伴い、外
出の機会が少なくなったためクラブ内
で過ごすことが多くなりました。換気
やマスク着用など感染予防に努めな
がら利用者様にとって大切な一日を
楽しかったと思って頂けるよう職員もいろいろなアイデアを出し合いました。

❖ おうち時間の過ごし方

　令和2年度の秋祭りは、感染予防を模索しながら利用者様全員
に楽しく過ごしていただけるよう10月12日から5日間連続で開催し
ました。平日、5日に渡り開催したことにより、全員がゲームなど余
興に参加でき、楽しんで頂けました。余興として職員がマジック
ショーを行ったり、利用者様に描いて頂いた猫の絵をモチーフにし
たお揃いのTシャツを着て、祭りを盛り上げました。

❖ 秋祭り

介護支援専門員合格！

祭



薫　　風第３３号

ロナの予防ワクチンを、施設は優先的に接種させていただいた。少しホッとした。
日本のワクチン接種は、ＯＥＣＤ諸国の最後尾だという。その原因は、「安全と有効性の確認」と「スピード

性の重視」との重要性を天秤にかけ、「前者」をとったことにある。それはとりもなおさず、「蔓延防止」より「トラ
ブル忌避」を選択したことで「官僚的コトナカレ判断」にしか見えない。
それに加え、「国産ワクチンがなぜできないか」は、「コストパフォーマ
ンスが悪い」のと、上記の「トラブル忌避」がないまぜなのだという。そ
れによって、罹患者の収容進行が悲惨な状態にあるようだ。
　これらの事が示すものは何か。日本の社会管理が限界にきているの
だろう。右肩上がりの時代は有効なものでも、時がたてば「足かせ」に
なる。また、民間の経済力、知識力などは以前より大幅に向上した。そん
なプラス要素を国は使おうとしてない。昔ながらの「お上」感覚で、
「民」の力を分かっていない。アメリカのワクチン製造接種行政は民間
に委嘱されて成功したというのに。　　  　　　　　　　　　　（Ｍ）

ご奉仕・ご寄附ありがとうございました

令和 2 年度決算報告書
（令和３年３月３１日現在）

資金収支決算書
単位：千円

勘定科目

528,290

7,494

50,000

事業活動支出

施設整備等支出

その他の活動支出

当期資金収支差額

455,537

79,346

340

50,561

貸　方（収入） 借　方（支出）

事業活動収入

施設整備等収入

その他の活動収入

決算額 勘定科目 決算額

合　計 585,784 合　計 585,784

貸借対照表
単位：千円

事業活動収支決算書
単位：千円

勘定科目

525,084

3,207

7,494

サービス活動費用

サービス活動外費用

特別費用

当期事業活動増減差額

479,785

1,616

0

54,384

貸　方（収入） 借　方（支出）

サービス活動収益

サービス活動外収益

特別収益

決算額 勘定科目 決算額

合　計 535,785 合　計 535,785

勘定科目

364,820

789,252

流動負債

固定負債

負債の部　合計

45,306

68,457

113,763

基本金

国庫補助金等特別積立金

その他積立金

次期繰越活動収支差額

純資産の部　合計

39,920

153,425

110,000

736,964

1,040,309

貸　方（収入） 借　方（支出）

純資産の部

流動資産

固定資産

決算額 勘定科目 決算額

1,154,072 1,154,072

●団体
　医療法人真寿会　西成田医院様 医療法人英徳会　塩原歯科医院様　
　カットハウスフレンド様 日高学区市民自治会社会福祉委員会様　　　　　　
　退職公務員連盟様 茨城キリスト教大学様
　髪房仔馬様 矢車草の会日立様
●個人
　大塚　尚 様

｛ ｛コロナが示すもの

コ


