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南阿蘇ケアサービスは「共生」をキーワードに南阿蘇
村、ひいては阿蘇全体の地域福祉力の向上を目指しま
す。職員・利用者一人一人が地域づくりの一端を担う
存在であることを意識し、今を一緒に生き、共に地域
を創ることを目指します。

共に生きる

南阿蘇村（みなみあそむら）は熊本県北東
部、阿蘇山・阿蘇カルデラの南部の南阿蘇地
域（南郷谷）に位置する村。村内には白川水
源や竹崎水源などの南阿蘇村湧水群があり、
名水の里として知られる。村の中央を東から
西へと流れる白川の両側には、住宅地、商業
地、耕地の大部分が広がり、展望性のある田
園風景となっている。 wikipediaより抜粋

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%86%8A%E6%9C%AC%E7%9C%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%98%BF%E8%98%87%E5%B1%B1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%98%BF%E8%98%87%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%83%87%E3%83%A9
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%8D%97%E9%83%B7%E8%B0%B7&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B8%82%E7%94%BA%E6%9D%91
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BD%E5%B7%9D%E6%B0%B4%E6%BA%90
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BD%E5%B7%9D%E6%B0%B4%E6%BA%90
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%B9%E5%B4%8E%E6%B0%B4%E6%BA%90
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BD%E5%B7%9D_(%E7%86%8A%E6%9C%AC%E7%9C%8C)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%86%8A%E6%9C%AC%E7%9C%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%98%BF%E8%98%87%E5%B1%B1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%98%BF%E8%98%87%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%83%87%E3%83%A9
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%8D%97%E9%83%B7%E8%B0%B7&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B8%82%E7%94%BA%E6%9D%91
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BD%E5%B7%9D%E6%B0%B4%E6%BA%90
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BD%E5%B7%9D%E6%B0%B4%E6%BA%90
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%B9%E5%B4%8E%E6%B0%B4%E6%BA%90
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BD%E5%B7%9D_(%E7%86%8A%E6%9C%AC%E7%9C%8C)
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It is only with the heart that one can see rightly, 
what is essential is invisible to the eye.

心で見なくちゃ、ものごとはよく見えないってことさ。
かんじんなことは、目に見えないんだよ。
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 理念・運営方針

会社概要

■　利用者を人生の先輩として常に敬愛いたします。 

■　科学的な生活援助方法を確立します。 

■　医療との連携を図り、健康管理を万全なものとします。 

■　家族との連携を図り、精神的な支えとなる環境作りに努めます。 

■　情報を公開し、地域との交流を深めます。 

■　生活の中に自然との融和を取り入れます。

社名 株式会社 南阿蘇ケアサービス　　代表者　荒牧 律子

高齢者向け事業内容
○認知症対応型共同生活介護 グループホームみなみ阿蘇 定員 9人×2ユニット

○地域密着型通所介護 デイサービスみなみ阿蘇 定員18人

○定期巡回・随時対応型訪問介護看護 24時間介護看護サービス　はな

○小規模多機能型居宅介護 小規模多機能ホーム　はなしのぶ

○居宅介護支援事業 ケアマネみなみ阿蘇

○サービス付き高齢者向け住宅 結の家 10戸

○住宅型有料老人ホーム はなみずき 18戸

障がい児・者向け事業内容
○計画相談支援事業 相談支援センター　ケルン

○就労継続支援B型事業 LABみなみ阿蘇 定員 20人

敷地面積 22,616.75 ㎡

建築延床面積 295.36 ㎡ グループホームみなみ阿蘇（北ホーム） 木造1階建て
283.52 ㎡ グループホームみなみ阿蘇（南ホーム） 木造1階建て

194.64 ㎡ デイサービスみなみ阿蘇 木造1階建て

464.41 ㎡ 結の家 木造2階建て

584.00 ㎡ はなみずき 木造1階建て

331.14 ㎡ はなしのぶ 木造2階建て 1階部分

135.97 ㎡ LABみなみ阿蘇 木造2階建て 2階部分
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 沿革

連携医一覧

2000年 7月
グループホームみなみ阿蘇　開設

デイサービスみなみ阿蘇　開設

2010年 4月 ヘルパーステーション 結　開設

2012年 7月 サービス付き高齢者向け住宅 結の家　開設

2013年 5月 住宅型有料老人ホーム はなみずき　開設

2015年 6月 24時間介護看護サービス はな　開設

2016年 6月 ケアマネみなみ阿蘇　開設

2018年 6月 小規模多機能ホーム はなしのぶ　開設

2019年 4月 食の自立支援事業 委託

2019年 9月 相談支援センター ケルン　開設

2019年 10月 ヘルパーステーション 結　廃止

2019年 11月 LABみなみ阿蘇　開設

（主なもの）

診療科 病院名 医師 電話番号

内科

藤本医院 藤本 康子　先生 0967-67-2200

渡辺内科 渡辺 春海　先生 0967-67-1777

阿蘇立野病院 上村 晋一　先生 0967-68-0181

馬原医院 吉見 賢宣　先生 0967-62-0646

心療内科 菊池有働病院 下地 明友　先生 0968-25-3146

歯科

さくら歯科 田村 尚子　先生 0967-63-4618

片山歯科 片山 公則　先生 0967-62-1971

きずな歯科 我那覇 生純　先生 090-3010-9803

眼科 原眼科 原 敬三　先生 0967-67-0855
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 施設概要

■ グループホーム（北ホーム）

事業の種類 認知症対応型共同生活介護

施設の所在地 〒869-1412  熊本県阿蘇郡南阿蘇村久石2721-2

電話番号 0967-63-8585

定員 9名

■ グループホーム（南ホーム）

事業の種類 認知症対応型共同生活介護

施設の所在地 〒869-1412  熊本県阿蘇郡南阿蘇村久石2721-2

電話番号 0967-67-2299

定員 9名

■ デイサービスみなみ阿蘇

事業の種類 地域密着型通所介護

施設の所在地 〒869-1412  熊本県阿蘇郡南阿蘇村久石2714-1

電話番号 0967-67-0725

定員 18名

■ 24時間介護看護サービス　はな

事業の種類 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

施設の所在地 〒869-1412  熊本県阿蘇郡南阿蘇村久石2715-1

電話番号 080-4304-0024

■ はなしのぶ

事業の種類 小規模多機能居宅介護

施設の所在地 〒869-1412  熊本県阿蘇郡南阿蘇村久石2715-5 1F

電話番号 0967-67-0066

定員 29名
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■ はなみずき

■ 結の家

■ ケアマネみなみ阿蘇

事業の種類 住宅型有料老人ホーム

施設の所在地 〒869-1412  熊本県阿蘇郡南阿蘇村久石2713

電話番号 0967-67-4331

定員 18名

事業の種類 サービス付き高齢者向け住宅

施設の所在地 〒869-1412  熊本県阿蘇郡南阿蘇村久石2714-1

電話番号 0967-65-8556

定員 10戸

事業の種類 居宅介護支援事業所

施設の所在地 〒869-1412  熊本県阿蘇郡南阿蘇村久石2721-2

電話番号 080-3397-2715

■ 相談支援センター ケルン

事業の種類 就労継続支援B型事業

施設の所在地 〒869-1412  熊本県阿蘇郡南阿蘇村久石2715-5 2F

電話番号 0967-67-2234 【携帯：080-7546-5984】

定員 20名

事業の種類 計画相談支援事業（障害児・障害者）

施設の所在地 〒869-1412 熊本県阿蘇郡南阿蘇村久石2721-2

電話番号 080-4107-8998

■ LABみなみ阿蘇
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Message

南 阿蘇ケアサービスは1999年に設立し、介護保険が
制度化された翌年にグループホームを設置しまし

た。まだ認知症という言葉が一般的でなかった時期でした
が、地域の人に助けて頂きながら始めました。爾来、地域
に必要とされる福祉サービスに取り組み、20年が経過しま
した。事業所数も9つになり、設立当初は6名だったスタッ
フが現在は90名となり、みんな信頼できる職員で感謝して
います。ほとんどのご利用者、ご入居者は南阿蘇村のご出
身です。この村の礎を作られた諸先輩と一緒の生活を出来
るという事は大いなる喜びです。安心してその生活が維持
できるようにこれからも貢献できればと思っています。

南阿蘇村で生きるということ

共生をテーマに一歩先を行く

代表取締役　荒牧 律子 
「最近は畑仕事とニワトリのお世話もしています。」

学 生時代、ドイツの高齢者施設でボランティアをし
ていた時期がありました。ネックレスをつけ「私

の最期は私が決める」そうにこやかに話される認知症のお
年寄り、若者が参加するホスピス（看取り）ボランティア
養成講座、「介護長は1ヶ月の休暇を取っているわ」と笑
顔で話してくれたスタッフ。あの時の学びを少しでも活か
していきたいと、毎日取り組んでいます。昨年は念願で
あった「障がい者就労支援」の事業所を立ち上げることが
できました。認知症であっても、看取り期であっても、障
がいがあっても、誰もが心からの笑顔で過ごすことを目標
としたい。私ももちろん、共に生きるあなたも。

副代表　松尾 弥生 
「今年は月に一度は家族と山に登ってリフレッシュ！やっほ～」

代表者メッセージ
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Report.
事業報告
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 2019年度　事業報告
　皆様におかれましては、日頃から南阿蘇ケアサービスの取り組みに対し、あたたかいご支援を賜り、心から感謝申
し上げます。2019年度初頭、南阿蘇ケアサービスは、「共生（共に生きる）」という壮大なテーマをもとに「今を一
緒に生き、共に地域を創ることを目指す」という会社方針を掲げました。そんな中「就労継続支援B型事業所 LAB
（ラボ）みなみ阿蘇」や「家族会」が立ち上がり、「共生」に向けたさらなる一歩を踏み出すことが出来ました。 
　新しいことに懸命に取り組む職員が揃ってきています。ご利用者・地域との関係性や、ケアの内容は当然のことな
がら、会社としての組織のあり方、多様化する価値観や働き方、数年後を見据えた地域・社会全体におけるニーズを
担う会社について等、日々集い、話し合い、悩み、実行しています。そこには、ご利用者のため、ご家族のため、南
阿蘇村のため、そんな思いで目の前の仕事に取り組んでくれている職員の強い気持ちがあります。そんな思いを皆さ
まに知っていただきたく、今回「アニュアルレポート」を発刊させていただきました。 
　病気としての認知症の医学的見地や、介護学の常識も日々変化しています。もちろん、それらの時代の流れに乗り
遅れることなく、いま私たちがご提供できる最高のサービスと、根拠のあるケアに取り組ませていただきます。そし
て、ご利用者の方々や南阿蘇ケアサービスの職員が皆、元気に自分らしく輝ける毎日を今後も過ごしていただけたら
と心から思っています。 
　ただ「新しい」だけではなく、私たちだからこそできる、南阿蘇の土地だからできる、そんな会社を日々目指して
います。常に挑戦し続ける会社として、見守ってくださっている地域の皆様、ご利用者の皆様、ご家族様、そして一
人一人の職員に感謝し、これからも努力してまいります。今後ともどうぞよろしくお願いします。 

2020年7月 
代表取締役 

近所の学生たちも畑仕事のお手伝いに来てくれました。職員とご利用者、地域の方々が一緒になって一つの作業をされています。「共生」の1シーン。
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 TOPIC

南阿蘇らしい美しい自然やご利用者の生活、職員が働く現
場の空気感などを感じていただきたいと思い、プロモー
ションビデオを製作しました。企画・撮影・編集ともに自
社内で行っており、2019年度は夏バージョンと冬バー
ジョンを製作しました。公式ホームページから、もしくは
YouTubeで「南阿蘇ケアサービス」と検索していただく
と視聴することが出来ます。是非、南阿蘇ケアサービスの
空気を感じてください。

2019年10月に就労継続支援B型事業所「LAB（ラボ）みな
み阿蘇」を開設しました。ここではスタッフやメンバーさん
（ご利用者）全員が本音で話せて、お互いに言いたいことが
伝わり、そしてお互いを認め合う。もし何かが上手くいかな
くても、仲間たちが助けてくれ、許してくれて、一緒に居て
くれる。そんな暖かい場所をいつも目指しています。

2019年9月に計画相談支援センター「ケルン」を開設しま
した。障がいをお持ちの方々が支援サービスにアクセスされ
るための最初の窓口となる大切な場所です。福祉の知識だけ
でなく幅広い視野を持った、お互いの個性を尊重できるよう
な窓口となっています。いつでも、どんな内容でも、お気軽
にお問い合わせください。

2019

毎日が新しいことばかりのLABみなみ阿蘇。働くこ
とを通じて、皆さんと人間活動を共有します。

相談員：「心に寄り添い、自己実現や夢への応援が
できればと思っています。」

3. 南阿蘇ケアサービスのPVが完成しました。

2. 計画相談支援センター「ケルン」を開設しました。

1. 就労継続支援事業所「LABみなみ阿蘇」を開設しました。
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5. 鶴屋のお買い物ツアーをしました。（with 家族会）

6. ケアサービスの季刊誌「SOSO」をスタートしました。
2019年度より3ヶ月に1回発刊予定の季刊誌「SOSO（そ
そ）」の製作をスタートしました。自社内でデザインや写真
撮影に取り組み、ご家族や関係機関さまに、いまのケアサー
ビスを知っていただける内容となっています。タイトルの
「SOSO」にも様々な思いを詰め込んでいます。是非、手に
とってご覧ください。

創立20周年に合わせて南阿蘇ケアサービス家族会が発足
しました。ご家族から「職員さんだけでは大変なとき
に、何かしらの支援や、ご利用者の喜ばれる企画などを
一緒にやっていきたい」という有難いお言葉をいただい
たことがきっかけです。何度もミーティングを重ね、11
月には熊本の老舗デパート「鶴屋（つるや）」まで貸し
切りバスでお買い物に行きました。

南阿蘇村の春夏秋冬、「共に生きる」という南阿蘇
ケアサービスのキーワードに基づいたコンテンツ。

帰りの集合場所にはご利用者やご家族のたくさんの笑
顔と、両手いっぱいの買い物袋が溢れていました。

撮り直し
新人スタッフさんの不安感を軽減したいという思いからス
タートしました。「学んだこと」や「気づき・相談したいこ
と」、「提案事項」などをノートに記入し、上司からのフィー
ドバックをもらい次に繋げます。期間を2週間とし、交換日
記のような形で上司との関係構築にも寄与します。スタッフ
の意外な一面や考え方を知る良い機会となっています。

4. OJTノートを導入し、新人教育にも活用しています。

OJTとは「On-The-Job-Training」の略称です。実務
を通じ、実戦形式での研修・教育方法です。
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 ■ 研修会報告

■ 運営推進会議

■ 消防避難訓練
消防署・消防設備会社の立ち会いのもと2回/年、全出勤職員と全ご利用者参加

の消防避難訓練を開催しています。日中想定と夜間想定で訓練を行い、実際の

訓練後は各部署間での意見交換、消防署・消防設備会社からの総評をいただい

ています。2019年度は7月30日と12月12日に開催しました。避難方法や環境

整備、連絡方法を毎年見直すことで、ご利用者と職員の安全に努めています。

■ 実習生受け入れ

日 程 内 容

令和2年1月23日 12・1月の活動報告ならびに2・3月の活動予定

令和元年11月21日 10・11月の活動報告ならびに12・1月の活動予定、秋祭り実施報告、外部評価 総括表報告

令和元年9月26日 8・9月の活動報告ならびに10・11月の活動予定、秋祭りについて、家族会について

令和元年7月24日 6・7月の活動報告ならびに8・9月の活動予定、外部評価について、災害避難状況報告

令和元年5月22日
4・5月の活動報告ならびに6・7月の活動予定、2018年度「事業報告」ならびに2019年度「事業計画」 
災害訓練について

開催月 内容 開催月 内容

4月 施設の運営方針、事業計画について 10月 感染症対策について

5月 新人研修会 11月 ヒヤリハットについて

6月 食中毒・衛生管理について 12月 救急法・応急手当法について

7月 介護保険と高齢者虐待について 1月 認知症高齢者の権利擁護・腰痛予防について

8月 認知症ケアについて 2月 リスクマネジメント

9月 障害者福祉の世界を理解する

 

 

南阿蘇ケアサービスでは、熊本県が主催する「認知症介護実践者研修」の研修施

設として県下の介護施設の中堅職員を実習生として毎年受け入れています。認知

症介護や職員育成を学ぶ場として、2019年度は他施設の介護職員15名を受け入

れました。実習生の方々から学ぶことも多く、職員にとっても有意義な経験と

なっています。研修生を受け入れるということで、全職員が認知症ケアのプロ

フェッショナルという意識を持って、日々のケアや勉強に尽力しています。

※2019年度に自社内で開催した職員研修会
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 各部署報告

グループホーム（北ホーム）

結果

反省点

菜園作り、雑草とり、収穫にやりがいをもって取り
組めたが、冬場や火山灰の影響で、秋冬の活動が出
来なかった。地域との共生として、地域への買い
物、神社への参拝などを実施。自宅への外出支援で
は喜びの声も多く聞かれた。業務マニュアルを再作
成し、外国人スタッフに向けた平仮名バージョンの
マニュアルも作成することが出来た。

今年度は約半数の方々には活動的な外出支援が出来
たが、体調不良により居室で過ごすことが多い方へ
のアプローチが少なかったと反省する。居室の環境
やホールで楽しめる工夫を随時行っていく必要性が
あると考える。

グループホーム（南ホーム）

結果

反省点

地域との共生に基づいた
取り組みが少なかった。
その他の取り組みとして
は、北ホームと合同で月
に1回、屋外清掃を行い、
環境整備に努めた。居室のベッド周りや床面の消毒
を徹底し、感染予防対策にも力を入れた。

散歩やドライブ等の屋外活動が例年に比較して少な
く、お一人お一人に寄り添ったケアが不足していた
と反省する。ご入居者の入院が多かったこともある
が、空室状況が続く日もあり、各関係機関との連携
が薄かった。

デイサービスみなみ阿蘇

結果

反省点

南阿蘇村内の小学生を対
象に「認知症サポーター
研修」を開催し、受講後
はご利用者と一緒におや
つ作りをしてもらい、笑

顔が溢れていた。全スタッフが毎月の報告書作成に
取り組み、個別プランを確認する機会も増えた。

計画していた2回/月の居宅訪問が継続して出来な
かった。ご利用者数に関しても、目標数値に達する
ことが出来なかった。来年度は農業リハビリや認知
症に対する知識を深め、当施設独自のサービスをア
ピールし、新規ご利用者獲得に繋げたい。

24時間介護看護サービス はな

結果

反省点

「自分自身が受けたいサービスの提供」という目標
を立て、終末期の場面ではご本人の気持ちや、その
方のこれまでの人生に寄り添ったケアを提供でき
た。スタッフ間での情報共有を強化することで、柔
軟なケアに繋げることが出来た。また認知症疾患に
ついて学ぶ機会を、定期的な勉強会だけでなくミニ
カンファレンスも開催した。

終末期における他職種連携について、情報を伝える
タイミングや、緊急を要するサービス変更において
もっとスピーディな対応が出来たのではないかと振
り返る。キーパーソン以外の家族との連携を深める
ことで、さらに充実したサービスを提供したい。

FY2019 REPORT
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有料老人ホーム はなみずき

結果

反省点

地域に開かれ愛される施設を目標として、地元の保
育園児から中学校の生徒さん達との交流を行い、幼
少期から福祉に関心をもって頂ける機会をもち、身
近な施設として認識してもらえた。職員はご入居者
が安心して出来るようにと寄り添い、日々の健康管
理にも努め、ご利用者のニーズや状況をご家族や関
連機関と共有することが出来た。

外部との交流において、事前準備が不十分で受け入
れがスムーズに出来ない場面があった。個々のご入
居者の目標や身体機能についての把握・共有が足り
ず、ご入居者本意の生活スタイルや残存機能の維持
に対する個別的な対応を強化する必要がある。

結の家

結果

反省点

地域との繋がりを持つ開かれた施設を目指し、地域
の子供たちやボランティア団体との交流にて、レク
レーション活動を通じ、ご入居者の楽しみや刺激と
なった。ご家族を交えた花見や買い物ツアー、マラ
ソン大会観戦等を企画し、取り組むことができた。
また庭園の畑を活用し、野菜収穫や四季折々の草花
の手入れ・鑑賞を楽しんでいただいている。

屋外活動時の天候の影響や活動時間などの細やかな
計画が必要と感じた。ご入居者からの突発的な要望
に対しても、もっと柔軟に対応しなければならな
い。今後は施設からの情報発信を強化・継続し、よ
り開かれた施設を目指していく。

小規模多機能ホーム はなしのぶ

結果

反省点

一昨年に引き続き、サービスの
仕組み等を地域に知っていただ
くことを念頭に取り組み、実際
にご利用者数も増加傾向にあ
る。住み慣れた地域・自宅で暮らしていただくこと
をスタッフの共通目標として取り組んだ。季節を感
じる家事等の作業を通して、新たな発見も得た。

どうしても活動的な方が中心となる場面が目立つ印
象だったので、「すべてのご利用者」に満足してい
ただいてるかという不安は現在も残っている。それ
ぞれのご利用者に沿ったサービスや満足度の向上に
今後も努めていく。

LABみなみ阿蘇

結果

反省点

「関係機関、地域の人と仕事と繋がる」を目標にし
ていた。地域学習会、各種委託作業や施設外就労を
実施。各関係機関との繋がり
も深めた。より適切な支援に
ついてのカンファレンスも多
く実施。ご家族からも嬉しい
言葉をいただいている。

稼働率が低いため、引き続き多角的な営業活動を実
施する。同時に工賃アップに向けた仕事内容や作業
の流れを構築していく必要性がある。農業部門との
連携を密に行い作業内容も細分化し、皆が取り組め
る作業を増やしていく。

新商品の「南阿蘇トマトコン
フィチュール」
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委員会報告

結果

反省点

目標としていた内部研修の充実を図るため、朝・夕の時間帯に研修
を開催した。参加しやすい環境づくりに努めるため、部署ごとに違
う勤務形態に従事している職員に向けて時間設定し、職位別の研修
も実施することが出来た。

予定していた研修については、ほぼ開催することが出来たが、開催
日が2日間確保できなかったり、朝時間帯の開催が出来ないときも
あり、参加人数の増加に繋げることが出来なかった。

研修委員会
結果

反省点

新人研修や職員研修の中でヒヤリハット・事故報告書の必要性につ
いて学びの機会を設けた。研修会では各部署、各有資格者から様々
な意見を吸い上げることが出来た。委員会の会議では、各部署で実
際に起こった事例検討を通し、意見交換を行った。

3種類の記入シートにおいて境界が曖昧な点があり、各部署によっ
ても考え方に若干の違いが生じている。全体での共通認識を確立
し、より正確なデータを残していく必要性がある。

ヒヤリハット事故対策委員会

広報システム委員会

結果

反省点

電子記録システムの導入後、各事業所においてパソコン・タブレッ
ト端末の使用方法を着実に習熟し、記録業務の効率化を図ることが
できた。グループホーム等の該当部署のみではあるが、タブレット
端末に英語表記を追加し、外国人スタッフからも好評である。

今後も会議内での意見交換やブラッシュアップにより、多くの職員
が同程度のレベルで記録業務を行えるようにする必要性がある。来
年度は広報分野の活動を増やさなければならない。

地域活動委員会

結果

反省点

会社全体の目的である「共生」をテーマに、地域の清掃活動を3回
/年という目標だったが、1回のみの実施となった。秋祭りに関し
ては地域活動委員会が中心となり、地域の方々にも喜んでいただけ
た。外部からのボランティアやイベントの連絡・調整を行った。

「秋祭り」がメインとなってしまい、それ以外の地域活動が少な
かった。秋祭りに関してもご利用者や地元の方々は多く来られたの
で、移住者の方々も気軽に来ていただけるオープンな場としたい。

身体的拘束防止委員会

結果

反省点

2018年度より身体拘束ゼロに向け、委員会を立ち上げた。各事業
所・スタッフ一人一人の意識改革、ケアの質の向上に向け、定期的
な会議を重ね、身体拘束11行為に当てはまる方は0名、センサー対
応者は2部署4名（2020.2月時点）となっている。

偶数月に開催する会議ではスタッフの不適切な介護の現状について
も検討している。不適切な介護について、互いに注意し合えるス
タッフ育成を次年度の目標としたい。

結果

反省点

介護施設であっても質の高い医療サービスの提供を目標に掲げ、必
要なケアの提案・実施が出来た。看取りケア後の職員・家族に対す
る「グリーフケア」についての研修を行った。

15名の看護師が施設における「看護師としての役割・責務」を念
頭に入れた日々の業務が必要と感じた。今後は外部研修等にも積極
的に参加し、看護部会の参加率・意識改革に繋げていく。

看護部会
結果

反省点

各事業所の役職者を構成員とし、各部署の法令及び現状把握を実施
した。構成員を通じて、各部署スタッフにも法令知識の浸透、コン
プライアンス意識の醸成を行い、計画書作成や記録に取り組んだ。

構成員が集い、年4回の会議を計画していたが、1回に終わってし
まった。その他は文書等の申し送りとなってしまった。今後も広報
システム委員会と共同し、効率的且つ確実な記録方法を確立する。

コンプライアンス部会

結果

反省点

施設環境において自社内で対応可能な内容については事務職員や男
性職員が中心となって対応し、各施設のウッドデッキや廊下、キッ
チンの修繕に関しては外注依頼。「予防」という観点が重要と判断
し、アンケート後にPTによる腰痛予防の勉強会を開催した。

今後はさらに日頃の運動や身体を動かすレクレーションを通し、職
員の健康管理に努める必要がある。施設環境に関しても、委員会で
定期的にラウンドし、事前に不具合に気付かなければならない。

安全衛生委員会
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データ

資格の有無

なし
33%

あり
67%

あり なし

外国出身者の雇用状況

マリテス さん 
グループホームみなみ阿蘇 勤務 

出身地：フィリピン 

「毎日楽しく仕事しています！」

3
現在、3名の外国出身のスタッフが
働いてくれています。2020年度か
らは技能実習生の受け入れもあり、
よき先輩となってくれるはずです。

※全職員：89名時のデータ

0件
身体拘束11行為に当てはまる方は0名。センサー対応
者は2部署4名（2020.2月時点）となっています。定
期的に情報共有、意見交換を実施しています。

資格種別 保有人数

介護福祉士 24人

看護師 8人

准看護師 8人

実務者研修終了 5人

社会福祉士 2人

理学療法士 2人

管理栄養士 1人

栄養士 2人

調理師 4人

精神保健福祉士 1人

介護支援専門員（再掲） 7人

育てている野菜・果物の種類

名

認知症サポーター養成数

53
認知症サポーター養成講座を定期的に開催しています。南阿
蘇村地域の方々にも広く「認知症」という疾患についての知
識を深めてもらい、安心して暮らしていただきたいと思って
います。地元の小学校でも開催していますよ。

名

身体拘束

18

DATA

女性管理職 職員の人数

10名
家事に奮闘しながらも、スタッフ
教育等にもしっかり取り組んでく
れています。子育ての相談なども
気軽に出来ますよ。

𠮷原 明 さん 
主任

20種類
完全無農薬、有機栽培、循環型農業にこだ
わり、露地栽培で作る多品目の野菜や果物
たち。来年度は50種類の品目を栽培するこ
とを目標として取り組んでいます。

ニワトリの数と鶏種

52 羽

ヤギの数

2 頭
昨年度の当施設での看取り数

ボリスブラウンという品種のニワトリが元
気に育っています。来年度は横斑（おうは
ん）プリモスロック、アローカナ、烏骨鶏
といった鶏種が増える予定です。

6名
2019年度は、6名の方のお見送りを行いました。事前指示
書等を用い、ご本人やご家族のご意向を確認し、身体状況
等を総合的に判断した上、行っています。

とも

「全部で4つの部署を担当しています。
3人の子供と家族5人、毎日賑やかに楽
しく、過ごしています。」



 

Plan.
事業計画
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❶　内部研修や外部研修、職位別研修を実施します 

❷　外国人介護職員が働きやすい工夫をします 

❸　上半期に利用者満足度調査、職員満足度調査を実施します 

❹　リフレッシュ休暇等を用い、フルタイム職員の1週間の連続休暇を推奨します

2020年度 事業計画

1．利用者、メンバー、職員全員が、心からの笑顔で過ごせる環境を目指します

2．共生型福祉を念頭においた取り組みを全事業所が一丸となって取り組みます

❶　利用者、メンバーの力を発揮できる環境づくりをします 

❷　ボランティアや地域の子供たち、家族の会との活発な交流を行います 

❸　皆が笑顔になる秋祭りを開催します

❶　農業に力を入れ、野菜販売や加工品づくりを通じ、地域に還元します 

❷　旬の野菜を取り入れた食事を提供します 

❸　ケアサービスコンテンツの充実を図ります（HPやSNS、季刊誌、動画） 

❹　障がい者福祉に関する地域学習会や認知症サポーター養成講座を開催します

❶　居宅、通所、小規模多機能、入所施設との連携を深め、利用者にとって切れ目のない 

　　サービス提供を行います 

❷　入所施設はサービスの利用希望者の把握に努め、ベッド稼働率95%以上を目指します

3．ケアサービスならではの実践をくらしの中に取り入れ、豊かな生活を目指します

4．持続可能な福祉サービスの提供を目指し、適正な数値目標を維持していきます

FY2020 PLAN
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 2020年度 部署別目標

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム

1．外出支援に力を入れ、活動を増やし、体力・筋力低下を予防する 

2．職員の得意分野を生かし、1回/日は趣味活動の時間を設ける 

3．空室を3週間以内と設定し、稼働率95%以上を維持する

「ご入居者、職員が一緒にワクワク楽しく暮らせる環境を作る」

年間行事計画を立案し、気候に応じて屋外での活動時間を増やし、生活
の中にリハビリを取り込む。人材育成に加え、外国人スタッフが働きや
すい環境を目指し、各記録ツールに英語表記を追加。入院・退所があっ
た場合は各関係機関とのコンタクトを図り、1回/2ヶ月は営業に行く。

責任者：秋吉 晴美 
趣味：裁縫、旅行

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
み
な
み
阿
蘇

「認知症に対する知識向上と屋外活動に積極的に取り組む」

1．ご利用者と一緒に野菜を育て、収穫し、四季を感じる料理をする 

2．認知症ケアに奮励し、ホスピタリティの高いデイサービスを志す 

3．各居宅介護支援事業所との連携を図り、稼働率75%を目指す

2020年度は「農リハ（農業リハビリ）」を確立し、南阿蘇の大自然と触
れ合いながら、筋力強化やバランス能力強化などの生活に直結したリハ
ビリを強化する。毎月、認知症ケアと接遇についての独自勉強会を開催
し、ご利用者・ご家族の満足度を向上する。また関係機関との連携も強
化し、各居宅に2回/月訪問し、状況報告と新規ご利用者獲得を図る。

責任者：東 圭子 
趣味：料理、家族でお出かけ

は
な
し
の
ぶ

「個人を尊重したケアを提供、住み慣れた地域で安心して過ごす」
1．四季に合わせたイベントを1回/月、企画する 

2．地域の方々やご家族をお招きするイベントを1回/年、企画する 

3．定員24名から29名とし、登録者数22名を下回らない

季節に合わせたモノ作りや、旬の野菜を使った料理などの行事を企画し
ていく。ご利用者と一緒に近隣の方々やご家族をお招きするイベントも
開催する。ご利用者が毎日を穏やかに楽しみ、過ごしていただけるよ
う、それぞれのご利用者に合わせた対応をスタッフ全員で考察する。

責任者：中野 玲子 
趣味：海外旅行
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は
な
み
ず
き

「敬愛の心で、南阿蘇を感じられる心豊かな生活を提案する」
1．「住まい」として、ご入居者それぞれが和める居室空間を提供 

2．全ご入居者ごとの目標を聞き出し、「やりたい」を実現する 

3．空室3週間以内を念頭に関係機関ともスムーズに連絡・調整する

「居室聞き取りシート」を活用したお好みをお聞きし、施設の特徴でも
ある個室を活かした、その方の人生歴や生活スタイルに合う心から和む
ことが出来る部屋を提供する。ご入居者の目標をお聞き取りし、「～を
したい」という気持ちを大切に実現できたときの喜びを共感する。

責任者：𠮷原 明 
趣味：お菓子作り

結
の
家

「共に居る幸せ・出来る楽しさを感じ、支え合える関係性を構築」
1．外出や活動に繋がる企画を2回/年以上、立案・実行する 

2．四季を身近に感じ、活動意欲に繋がる庭園を作り上げる 

3．当施設ならではの自由且つ安心な生活をブログで毎月発信する

企画に関しては個々のご希望・性格・身体状況を理解してアプローチし
ていきたい。季節を感じる庭園はご入居者と一緒に作り上げていくこと
で、日々の活力・生活リハビリへと繋げる。

責任者：荒牧 律子 
趣味：旅先で美味しいもの探し

「確実な情報共有と職員教育を強化し、豊かな生活を実現」
　 

時
間
介
護
看
護
サ
ー
ビ
ス 

は
な
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1．その人らしく、南阿蘇村で過ごせる可能性を地域に発信する場を設ける 

2．多様な質の高いサービスの計画・提供に向けた勉強会を1回/2ヶ月で開催 

3．施設内に日々の感謝の言葉を掲示するスペースを設置する

「医療的」なケアが必要となると、どうしても「入院」という発想になっ
てしまうが、介護・看護サービスと家族の協力があることで、「その人
らしい」「住み慣れた地域」で暮らせる可能性があるということを地域
の方々に発信する。そのためには日々変化する介護・看護サービスに対
する柔軟な知識・技術を学び、確実な情報交換の出来る方法を考え、実
践する。施設内にスタッフ、ご入居者が自由に「感謝の気持ち」を伝え
ることが出来る掲示板を設けることで、日々のエネルギーを生み出す。

責任者：清水 厚子 
趣味：家族とアウトドアで過ごす
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ケ
ア
マ
ネ
み
な
み
阿
蘇

「意向を尊重し、自立支援に向けたケアマネジメントの実施」

1．ご利用者、ご家族との信頼関係を構築し、深める 

2．地域との繋がりを大切にし、多職種連携の充実を図る 

3．介護支援専門員としての資質向上、専門知識・技術向上を図る

ご利用者・ご家族の思いを引き出し、傾聴により得たニーズは、丁寧・
迅速・的確に対応する。地域の介護保険サービス、インフォーマルサー
ビス、医療等の情報収集に努め、さらに各機関の関係者と連携を深め
る。また、さまざまな研修会や勉強会に参加し、質の向上に努める。

責任者：松尾 弥生 
趣味：和菓子を食べること

ラ
ボ
み
な
み
阿
蘇

「農業に全員で取り組み、加工品・PC作業の定着を図る」

1．メンバー全員が何かしらの農作業に関わる 

2．収穫した作物で加工品を試作・販売する 

3．農作業をPRし、利用登録40名を達成

全員で農業・加工品・PC作業による仕事に取り組むことで、スタッフ、
メンバー1人1人が地域社会の一端を担う存在であり、お互いに支え合
い、今を一緒に生き、共に地域を創ることを目指す。南阿蘇村の地域の
方々に「LABみなみ阿蘇」を知っていただけるよう、”繋がり”を大切に取
り組んでいく。

責任者：大籠 安男 
趣味：映画鑑賞、ゴルフ

ケ
ル
ン

「ニーズ整理や情報・サービスの提供をし、不安を軽減する」

1．質の高い支援を実施し、利用者別加算・事業所加算を取得 

2．関係機関との連携を強化し、情報共有・地域資源を発掘する 

3．研修会等に積極的に参加し、法人内でも事例検討を行う

ご利用者の状況確認や支援内容の調整等を行い、更に各関係機関と適時
連絡を取り合うことで、より質の高い支援を念頭に業務を遂行する。現
任者研修や研修会等に参加することで情報収集の機会にもしたい。

責任者：香山 真弓 
趣味：猫と散歩
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栄
養
課

「心温まる手作り食を提供し、食を通じて季節を感じてもらう」

1．スタッフ1人1人が「食のプロ」として、知識・技術を向上 

2．衛生管理を徹底する 

3．作り手の顔が分かる環境をつくる

作業の分担を進め、全スタッフがどの工程においても作業を遂行できる
よう整備する。日々の掃除だけではなく、換気扇・冷蔵庫・食器棚等の
細かい所も清潔に保つ。調理者が各部署を周り、献立を説明する。

責任者：田上 朋子 
趣味：散歩

農
業
部
門

「生産した野菜・卵のブランド化と、販売先の確立」

1．南阿蘇ケアサービス敷地内の農地整備と農業資材の充実化 

2．洗練された商品パッケージを考案し、ネット販売も活用する 

3．LABみなみ阿蘇のメンバーと協力し、栽培技術を向上する

今年度より開始した農業部門だが、スピード感のある業務を遂行してい
くことが目標。まずは作業環境の整備や、業務のスキルアップ等が最重
要項目だが、今年度中にブランド化と販売先の確立までもっていく。

責任者：二子石 賢勝 
趣味：魚釣り、バイク
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2020年度　委員会別目標

1 2 3職員へのアンケート調査を実施 委員会活動の内容見直し 出席率90%を目指す

全職員へ研修についてのアンケート調査を
実施し、年間計画外で過去に開催していな
い新しい分野の研修会を開催することで、
職員意識の共有と発展を目指す。

どの委員会メンバーが担当しても、円滑に
研修会の準備・開催をすることが出来るよ
う、委員会業務のマニュアルを作成する。

Googleハングアウトを有効活用し、メン
バーからも各部署での通知を行う。研修毎
に出席率を出し、結果による考察を委員会
で行い、次回の研修会開催に繋げる。

研修委員会

地域活動委員会

1 2 3催しを1回/年、開催する 健康相談会を開催する 小さなイベントも随時発信

ヒヤリハット事故対策委員会

「出席率を増やし、満足度の高い学びの場を提供」

1 2 3記入・報告方法の再確認 提出フローを明確化する 各部署でのデータ収集と管理

システム広報委員会

1 2 3電子カルテのトラブル対策を明確化 電子カルテのテンプレート整理 各部署での委員会活動

電子カルテのトラブルシューティングを作
成し、対応方法を明確化し書面を制作す
る。全職員に上記内容が伝わることで、ト
ラブル発生時の対応が早くなる。

身体的拘束防止委員会

1 2 3身体拘束ゼロの継続 不適切なケアを改善する 身体的拘束防止のための教育

電子カルテで使用している「テンプレート
記録方式」を再度見直し、記録業務の負担
軽減や、その他業務の作業効率アップを
図っていく。

企画広報課とも連携しながら、デジタルと
アナログの要素を上手く使い、社外の多く
の方々に情報を発信していく。電子管理日
誌に関しても各部署で編集・対応する。

「電子カルテのトラブル対策とより多くの広報活動」

毎年開催している秋祭りだけではなく、地
域の方々を「講師・インストラクター」と
してお招きし、南阿蘇村の自然を感じるこ
とが出来る参加型のイベントを開催する。

地域のイベント等にも委員会メンバーで参
加させていただき、その場で参加者の健康
診断や栄養指導を行い、地域の方々の健康
維持のお手伝いをする。

これまであまり発信できなかった小さなイ
ベント等も、企画広報課やシステム広報委
員会のメンバーに積極的に依頼・協力し、
発信を継続していく。

「地域活動を通し、村民の健康と充実した日々を提案」

「情報充実とデータ化を進め、組織内で分析を実施」

各報告書（ヒヤリハット・軽微事故・事故）
における境界を明確にし、記入がスムーズ
に行える環境を整える。それにより、提出
枚数の改善と情報充実化を図る。

報告書の提出の流れを明確にし、より確実
な情報共有を進める。委員会のメンバー全
員で内容の確認と対策方法を検討し、各部
署にも確実に情報を伝達する。

報告を「各部署」でデータ化し、委員会で
数値を取りまとめ、事故再発予防のヒント
を見つけ出す。毎月、毎年で数値データを
比較することで事故発生の要因を探る。
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「不適切なケアをなくす職員文化を確立する」

「身体的拘束等の適正化のための指針」に
基づき、ご利用者の尊厳と主体性を尊重
し、拘束廃止に向けた意識を継続し、身体
拘束をしないケアの実施に努める。

1回/2ヶ月の会議の場において、各部署で
の不適切な介護の現状報告・対応につい
て、部署長間で意見交換・検討し、改善方
法の共有を図る。

2回/年、全体研修を実施する。新人教育
研修においても、ケアサービスの理念を伝
え「ご利用者を人生の先輩として敬愛す
る」気持ちを基にケアに取り組む。



 

研修計画

看護部会

1 2 3

安全衛生委員会

1 2 3健康診断等のスムーズな仲介 1回/2ヶ月で各部署ラウンド 職員対象の運動レクレーション

健康診断や検便を各医療機関と連携をとり
ながらスムーズに対応する。職員の数、部
署の数も年々増えているので、看護師にも
協力を仰ぎ、抜け目のない対応をする。

委員会メンバーのうち数名（最低3名：男
女）で定期的に各部署をラウンドし、環境
面のチェックを行う。施設内外をそれぞれ
の目線でチェックし、記録として残す。

まずは怪我や病気を「予防する」という観
点から、職員には日頃の運動を習慣づけて
ほしい。職員向けに南阿蘇村のロケーショ
ンを生かした健康イベント等を開催する。

「安全な環境づくりと、健康面のサポートを担う」

緊急時対応のスキル強化

緊急時にご利用者・ご家族・職員など全て
の関わる人々が、看護師がいることで安心
感を得られるよう、半年に1回のペースで
緊急時対応の再確認を部会内で行う。

感染症対策の徹底

感染症に対する最新の知見や情報をいち早
く習得し、すべての職員に対して理解しや
すい形や方法でスピーディに発信し、職
員・ご利用者の安全を守る。

外部研修に参加する

研修会の参加や学習に関しては個々のメン
バーに一任していたが、看護部会全体の
「看護師」としての意識やスキルを高める
ためにも外部研修参加を積極的に進める。

「安心して生活できる場所を先頭に立って提供する」

開催月 内容 開催月 内容

6月 食中毒について 11月 感染症・腰痛予防について

7月 障害者福祉について（LABみなみ阿蘇） 12月 ストレスマネジメントについて

8月 身体拘束について 1月 ヒヤリハット・リスクマネジメントについて

9月 グリーフケアについて 2月 身体拘束について

10月 救急法・応急手当法について
※自社内で開催予定の研修会のみ記載
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Life loves the liver of it.

南阿蘇ケアサービス 
アニュアルレポート 2020 
発行日　2020年6月30日 

株式会社 南阿蘇ケアサービス 
〒869-1412  熊本県阿蘇南阿蘇村久石2721-2 

TEL　 0967-67-1606 
FAX　 0967-67-0875 

Mail    minamiasocare@gmail.com 

WEB   https://www.minamiasocare.com

mailto:minamiasocare@gmail.com
https://www.minamiasocare.com
mailto:minamiasocare@gmail.com
https://www.minamiasocare.com

