
ひかりケアステーション
みるくはうす

地元の福祉事業が地域社会に貢献する為に、新
しく何かできないか、何ができるかをテーマに、
大学院生が現場体験と取材を通して企画書とし
てまとめて、そのプレゼンをするので出席しま
した。事前のキックオフ会議で『GVPマネージ
メントが福祉の魅力を地域社会へ発信するため
の企画を提案する』と定め、学生が「GVPの現
状の強み弱み」と「今後の具体案」を熱い思い
で伝えてくれました。学生が感じ得たGVPの強
みについて「若手スタッフがやりがいをもって
「楽しく」福祉に取り組んでいる」「スタッフ、
利用者間でアットホームで、分け隔てない関係
性を構築している」「スタッフ一人一人の状況
に沿った勤務形態の工夫等、ワークライフバラ
ンスを実現する企業努力」「障がいをもってい
るスタッフも含めて、一人一人のスタッ
フに合わせて働ける楽しい職場作り」な
どの点をあげていたのがとても印象的で、
今まで取り組んできたことが、触れあった人に
伝わるようにまでなっているだなぁと、嬉しく
思いました。

GVPマネージメントと関西大学の地域連携事業



お餅つき
毎年恒例のお餅つきを今年もおこなうことができました。今年もついたお餅は食
べませんでしたが、餅をつくという経験をさせてあげられて良かったです。本格
的にお餅をつくという機会が減っているので、「初めてついた」という子には喜
んでもらえました。

放課後デイみるくはうす 便り

「春の七草や餅などを具材とする塩味の粥で、その一年の無病息災
を願って1月7日に食べられる。正月の祝膳や祝酒で弱った胃を休
める為とも言われる。」ということをみんなで確認して戴きました。

七草粥



冬休みの思い出

外出訓練でフェニーチェ堺まで行き、「チ
ームラボ」というイベントに参加してきま
した。暗い部屋の中で、壁や床に綺麗な映

像が映し出されていました。子どもたちは、過ごし方にそれぞれ個性が出ていました。
自分たちが塗り絵したものを係のお姉さんがスキャンしてくれて、その絵が映像の中
に出てきたりしました。その絵をタッチすると、絵が動いたりもして不思議でした。
ベンチに座って待つ時間は待ち、騒いだりすることもなく静かに過ごせました。勝手
に別の場所へ行ってしまうこともなく、施設でのルールをしっかり守れていました。

チームラボ お絵かきクリスマス
＆天才ケンケンパ



定例会議 ～2023年２月分～

「STOP！ ハラスメント」

～ 啓発 と 相談窓口から ～
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【説明の流れ】

➀前回の振り返り

②事務連絡、クレームや事故、お褒め言葉の共有

③STOP！ハラスメント

④会議分の『ご本人の様子および特記事項』へ

の記載と送信。
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ヘルパー定例会議2月分。

感想：＊ 3行程度 コメント下さい ＊

① オレンジボタンを押す ② 感想を3行追記する
③ 引継ぎ事項にコピーを押す をお忘れなく



【標準予防策】

 とにかく手洗いまたは手指消毒。
訪問直前に行う。

訪問中も適時行う。食事介助の前後、排泄介助の前後、

外出後に利用者宅に戻ったときなど。

マスク着用、マスク会食をする ( この部分はコロナ禍中のみ）

体調が悪いときは無理せず休む

 よく食べて よく寝る。
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【リバーランの次回支援者への引継ぎ連絡】

◆【サービス提供時の状況】 何か変更があれば。（例：①～④）

『アセスメント、介護派遣計画書通り』 ⇒ 『報告事項あり』に変更

①時間変更、支援内容の変更、ヘルパーの変更。

②事前にわかっている変更であっても書いてください。例えば1か月前でも

※ 報告事項ありの下の欄に短くていいので、内容を書いてください。

◆ 【ADLや意欲、調子】何か体調の変化があれば『良好』⇒『風邪症状あり』に変更
頭痛、怪我、いつもより元気ない等 は 『その他の変調あり』 にする

1行でいいので内容を記載して下さい。
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【あるヘルパーさんの声】
前の支援の状況が確認できないと不安になる。私が入る前に送信
しといてほしい。。。。

特に、お一人住まいの場合は、前の支援状況を知りたい



《前回の振り返り》 ・ ・ ・【障害福祉と介護福祉の理念】

 【福祉制度のキーワード】

・ノーマライゼーション ・ソーシャルインクルージョン

・差別の禁止（社会的障壁の除去、合理的配慮）

・意思決定支援 ・尊厳の保持

・ご本人の自己決定を尊重 ・自立支援

パーソン・セン

タード・ケア

の考えを

持ちましょう。
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《事務連絡》・・・【定例会議 感想の共有】
感想（抜粋）

最後に研修の感想を聞かれ、自分を含め、他の方の感想をお聴きしたとき、同
じヘルパーでも、いろいろな見方考え方があるのだと思いました。(私が偏った考
えですね。すみません。)受けるたびに難しいと思うこの研修テーマですが、重要
性がよくわかりました。ケアや支援の場面において、いつも頭の中にあるのは、ご
本人の意思決定です。それを大切にしながら、時間や金銭的、また他人に迷惑
をかけない範囲で支援させていただけたらと思いました。

今は、支援する側ですが、いつか利用者側になるかもと考えると、自分の事とし
て置き換え、尊重してほしいし、自分で決めたいし、できるだけ自立したいと思うと
思います。自分の事として心に留め、支援に励みたいと思います。

障害福祉、介護福祉の理念、とても難しいです、理解はしているつもりでも実際
行えているか自信が無いです。

福祉の理念に付いて、言葉は、覚えていても、内容があやふやでした。確認が
必要だと思いました。自立支援に付いては、自立支援を感じられる支援は、やり
甲斐を感じます。例を聞かせていただいて、気付きがありました。自立支援の内
容のシェアがあれば、広がると思いました。
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《事務連絡》・・・ 【お褒めの言葉の共有】
訪問入浴支援を受けていたT様のご家族（母）より

～デイで入浴することとなり、支援が終了となったので～

２年間ありがとうございました。娘はヘルパーさんがくるのを毎
週とても楽しみにしていました。ほんとによくしていただきました。

利用者の事を心から考えて支援してくださるヘルパーさんに出
会えたのに、お別れするのは本当に辛いです。

移動支援とか可能になったらまた教えてほしいです。



《今月のメインテーマ》・ ・ ・～STOP！ ハラスメント～

4月 2022年度の事業所方針 10月 緊急時対応 (出血時の対応）
5月 緊急時対応 (意識障害） 11月 感染症対策・標準予防策

6月 緊急時対応 （意識障害Ⅱ） 12月 ストレスマネジメント・体調管理

7月 緊急時対応 （熱中症など） 1月 権利擁護・倫理・虐待防止

8月 緊急時対応 緊急連絡先の見方 2月 STOP！ハラスメント

9月 健康診断・10月からの時給について 3月 個人情報保護・来年度について
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ハラスメントとは、相手の意に反する行為によって不快にさ
せたり、相手の人間としての尊厳を傷づけたり、脅したりする
こと。「いじめ」「嫌がらせ」と同等の意味をもつ行為です。

★たとえ、相手を「傷つける」「いじめる」という意図がなくても
、相手が不快な感情を抱けばハラスメントは成立します。「そ
んなつもりはなかった」「相手のためを思っての指導だった」
「イジっていただけ」などという言い訳は通用しません。
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← 社会人として
気を付けたいハラ
スメント一覧

興味のある方は

『ハラスメントの種
類』

などで検索してみ
て下さい



（先に） まとめ ハラスメントについて
【相手の感情次第で成立する】

相手が不快な感情を抱けばハラスメントは成立しうる。

→ 誰でも、どんなことでもハラスメントになりうる かつ 、

した側の意図はとわない

働きやすさ、能力の発揮しやすさを妨げる

深刻な精神的疾患を与えることがある。

【三大ハラスメント】

パワハラ、セクハラ、マタハラ、 その他 モラハラ等

利用者様からのハラスメントも問題視されている。

【会社の今後の対策、方針】

 まずは啓発する。（組織内スタッフにも、利用者様にも）

相談窓口を設けます（和佐、古谷、藤原、その他も、、）

10



パワーハラスメント
（パワハラ)

職場で起こるパワハラは、主に優位な立場にいる人が行う
ものであり、適正な範囲を超え、精神的・身体的に苦痛を
与えて就業環境を害する行為（身体的もしくは精神的な苦
痛を与える）を指します。

パワハラは上司から部下だけではなく、部下から上司に対
しても起こりえます。例えば、別部署から異動してきたば
かりの上司への攻撃など、組織の中で不利な立場や弱い立
場にある人への言動もパワハラにあたります。
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パワハラ6類型

パワハラの行為類型
具体的な言動例

1 身体的な攻撃 叩く・殴る・蹴るなどの暴行、ケガをさ
せる など

2 精神的な攻撃 他の従業員の前で執拗に怒られる、
侮辱される、悪口を言われるなど

3 人間関係からの切り離
し

職場の人間から無視される、自分だ
け飲み会に誘われないなど

4 過大な要求 本人の能力以上のことを求められる
など

5 過小な要求 本人の能力と比べて明らかに簡単
な仕事をさせられる など

6 個の侵害 プライベートについてしつこくきかれ
る など
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セクシュアルハラスメント
（セクハラ)

職場内で行われる性的な言動により、労働者の労働条件が悪く
なったり、就業環境が悪化することです。男女雇用機会均等法に
おいて、2つの型に分けられています。

①対価型セク
シュアルハラス
メント

職場において、労働者の意に反する性的な言
動が行われ、それを拒否したことで解雇、降格、
減給などの不利益を受けること

②環境型セク
シュアルハラス
メント

性的な言動が行われることで職場の環境が不
快なものとなったため、労働者の能力の発揮に
大きな悪影響が生じること
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＜セクハラに該当する行為の例＞

異性の身体に意味もなく触る

恋愛や性に関するテーマで話しかける

社内や取引先などに対して性的な内容の噂を流す

デスクにセクシャルな写真を置く など

近年は同性間でのセクハラや、女性から男性に対してのセク
ハラも存在します。また、LGBTQの立場をあえて強調するよ
うな言動は、セクシュアルハラスメントの背景にもなり得るた
め気を付けましょう。
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マタニティハラスメント（マタハラ）
妊娠中または出産前後の女性に対する

ハラスメントのことを言います。

①制度等の利用への嫌がらせ型：
産前休業、育児休業などの制度や措置の利用に関する言動に

より就業環境が害されるもの
例)産前休業の取得を上司に相談したところ、退職を促される
例)同僚から「時短勤務は迷惑」などと継続的に言われ、看過できない程の
支障が生じる

②状態への嫌がらせ型：
女性労働者が妊娠したこと、出産したことなどに関する言動

により就業環境が害されるもの
例）妊娠報告をしたら「他の人を雇うので辞めてほしい」と言われた。
例）妊娠に対し「忙しい時期を避けるべきだった」などの言動を繰り

返し、看過できない程の支障が生じる
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モラルハラスメント（モラハラ)

従業員の人格や尊厳を傷つけて、精神的

苦痛を与えること。モラハラは、暴力などの物理的な行為がない
のが特徴です。

言葉や態度、身振りや文書などによって、働く人間の人格や尊
厳を傷つけたり、肉体的、精神的に傷を負わせて、その人間が
職場を辞めざるを得ない状況に追い込んだり、職場の雰囲気
を悪くさせること。

＜モラハラに該当する行為の例＞
・皆がいる前で過剰に叱責する従業員の陰口や誹謗中傷を
する
・無視や舌打ちをする
・必要な連絡をしない など
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※認知症等の病気または障害の症状として現れた言動は除く。
　（「介護現場におけるハラスメント事例集」令和2年度厚労省補助事業参照）






