
ひかりケアステーション
みるくはうす

２０２１年度もたくさんのご協力ありがとうございました

新年度
特別号

イベント盛りだくさん！！



◉ ４月２日（土） ３月締 ・実績記録票 ・報告書・確認書 (育児支援）

★ 隠れ家エステHIKARI ★ １３日（水） 10：30～12：30 ・（水） 10：30～12：30
エステティシャン 村田 弘美

２０２２年度もよろしくおねがいいたします

《うれしいお知らせ 》 井原さんが復帰されます！

まだ本格復帰ではありませんが、リハビリを兼ねて
みるくに復帰します。よろしくお願いします。

新しい指導員・
サ責も増えました

社
内
研
修

野菜販売始めたり

福利厚生
ご利用ください

HIKARI山岳部

美に目覚めたり！

GVP BOOKｓ



ヘルパー定例会議 ～4月の会議内容～
①法人代表よりスタッフの皆様へ

②ひかりケアステーションの理念について

③2022年度の事業所方針説明

④2022年度の処遇改善について

⑤クレーム、ヒヤリハット、事故の事例共有

⑥この会議分の『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4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



【感染症の標準予防策】

 とにかく手洗いまたは手指消毒。（訪問直前に）
1回だけではなくて適時行う。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

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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3

【法人代表よりスタッフの皆様へ】



【事業所理念 ひかりケアステーション のミッションとは】

ともに感じ

ともに喜び

思いやりの心に不完全さの自覚を添えて

明日の暮らしを創造します。
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【みるくはうす のミッションとは】

すべての人間には存在価値と

賜物 ( 輝き・生まれ持ったギフト ) があります。
それらを最大限に楽しみ、引き出し、伸ばし、

共によろこびます。

こども達を愛します。興味を持って向き合います。

人に愛される子に育ってほしい。

欠乏や混乱のない人生を送ってほしい。

何ができるか、何をすべきか考えます。
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２０22年度の法人全体の方針（テーマ）

安心、安全、安定、安楽の向上。

施設サービスの拡充（放課後等デイサービス or就労）
緊急事態への対応強化（事故・クレーム、医療的対応、災害、感染
症）

 ヒアリングの強化

（利用者、スタッフ、地域社会へのヒアリング、アンケート、対話等）

福祉事業所として継続して社会貢献する為の対応

（事業継続計画委員会などの設置、情報共有、効率化、雇用環境改
善）

法人総務力の強化

（理念とミッションの啓蒙、個人情報保護、情報共有ツール設定、業
務効率化、その他各種メンテナンス） 6



2022年度のひかりケアステーションの取り組み（概要）
①情報共有の強化。ヒアリング（声を聴くこと）の強化
・（リバーランで）体調や支援内容の変化の共有をしっかりしていく。

・事務所、サ責、現場スタッフ間の情報連携強化

ひかり、みるくはうす 間の情報連携強化

・利用者様へのアンケート実施。スタッフの気づき等の聞き取りと共有。

②危険予測トレーニング・緊急時対応の強化
・ひやりはっとや事故報告を共有したり、危険予測トレーニングを受けて

危険への感受性を高める

・緊急時対応（主として体調の異常時と災害時）の練習

③各委員会の設立と運営実施

BCP、防災、虐待防止、ハラスメント、医療的ケア、その他

④行動指針の設定と、スタッフの資質評価項目の改定 7



各現場で実際に共有する方法は、担当サ責が決めます。

LINE、電話、メール、連絡帳、その他。。。
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スタッフ連携アプリ（スラック： Slack ）を紹介します

繋がりたい人は古谷まで連絡ください。



利用者様へのアンケートサイトを新設しました。

https://www.gvpm.jp/hyouka

↑これがアンケートサイト ↑これがアンケートフォーム ↑フォーム2枚目



【各委員会の設立と運営実施】 （国から指示されています）

■虐待防止（委員会） ■感染症対策（委員会）

■事業継続対策（委員会） ■ハラスメント対策（委員会）

■医療的ケア（委員会）

委員会の設立と定期的な会議開催、マニュアル策定

研修も必要です。・・・定例会議で行います。

【2022年度 定例会議予定】
4月 2022年度の事業所説明会 10月 感染症対策について

5月 緊急時対応 パート１(体調不良） 11月 ストレスマネジメント・体調管理

6月 緊急時対応 パート２（ 〃 ） 12月 危険予測トレーニング

7月 緊急時対応 パート3（熱中症など） 1月 権利擁護・倫理

8月 情報共有・個人情報保護 2月 緊急時対応（災害時）

9月 虐待防止 3月 来年度の雇用契約について
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【スタッフひとりひとりの研修計画について】

令和3年度の分は、まだ受けていな人は、順次、日時調整をし
て対応していきます。6月中には終わらせます。

令和4年度の分は、６月頃に改めてアンケートメールを送らせ
てもらいますので、そこで回答して下さい。

■研修内容 （ 案 ）

・危険予測トレーニング ・車いす研修 ・薬の知識 ・食中毒

・同行援護・視覚障害者ガイドヘルパー

・同行援護・視覚障害者ガイドヘルパー part２
・外出支援の基本講座 ・排泄介助（考え方と実践）

・認知症の方とのコミュニケーション方法 ・育児支援の基本講座

・現場の緊急時対応

・その他の外部研修（適時連絡します）
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【2022年度の一般処遇改善の配布条件と金額について】
（結論：去年と同じ）

■1時間につき、200円＋資格手当を追加。
（但し、居宅、重度、同行援護、行動援護、介護保険に対して）

■3月末日に支給する 処遇改善交付金 配布条件について

条件は同じです。配布方法も同じです。下記①~⑤を満たす人が対象
①毎月のヘルパー定例会議に全て出席している。

②健康診断を受けている。（一般の検査項目を満たしていること）

③支援毎のテレッサ送信・報告のマニュアル、その他のマニュアルを守っている

④従業者毎の研修計画を立て、研修を受けている。

⑤3月末日まで、ヘルパー登録している。
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【新設された処遇改善の交付について】

・2022年2月～9月稼働分までが対象。
・2月分と3月分は一時金で支給。（3月末日に支給）。
・4月分から9月分の配布方法については検討中（3月21日現在）



【令和4年度の資格手当について】
同じです。但し、令和4年10月に改訂する可能性はあります。

① 介護福祉士 25円 or 実務者 15円
② 行動援護 15円

③ 同行援護 5円
④ 難行患者等ホームヘルパー基礎課程２ 3円
⑤ 認知症介護基礎研修 2円
⑥ 鍼灸師・整体師・言語聴覚士・作業療法士 各10円
資格手当例：介護福祉士、行動援護、同行援護、難病、認知症

→ 25円＋15円＋5円＋3円+2円 ＝ 50円
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対象となる資格や手当額については、毎年検討します。

（介護福祉士、実務者、行動援護の資格取得者を増やしていきたいと考えています。）

【備考】

◆実務者： 介護福祉士実務者研修課程を修了した者

◆同行援護：同行援護従業者養成研修（一般課程）を修了した者 。視覚ガイドヘルパーは対象外とする

◆行動援護：行動援護従業者養成研修課程修了者又は強度行動障害支援者養成研修（実践研修）を修
了者。※実務経験は不問とする



介護福祉士

ヘルパーのキャリアパスイメージ

ガイドヘルパー 育児支援

居宅介護 （家事援助・身体介護・通院介助）
重度訪問介護

同行援護 行動援護 医療的ケア

サービス提供責任者（現場型）

介護福祉士 と 実務3年

同行援護従事者 行動援護従事者
喀痰吸引等研修（特定の者
対象）【第３号研修】

初任者

初任者
育児経験

ガイヘル資格
（知的・精神・身障）

資格手当 介護福祉士 ＋25円、行動援護 ＋15円 等々
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受験資格が 実務者研修 と 実務3年



誠実さ

エンドユーザーへの意識

相互の価値
観の尊重

積極行動

エネルギー

一つのアプロ
ーチに固執
しない

協働

【法人の行動指針（スタッフへの資質評価項目）について】
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相互の価値観
の尊重

積極行動

エネルギー

一つのアプロー
チに固執しない

協働

健康的な
組織
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項目 意味合いと そうである様子 反対の様子

協働 ・協調して動く
・コミュニケーションをとっている
・チームワークを大切にしている

・連携をとらない
・コミュニケーションをと
らない

一つのア
プローチ
に固執し
ない

・一つ目のアプローチで上手くいかな
い時に、そのアプローチに固執せず、
他の方法に切り替えられる。

※引き出しの多さ（アプローチの豊富
さ）というよりは、『一つのアプローチに
固執しないこと』が観点。

・一つのアプローチに
固執する

相互の価
値観の尊
重

自分自身の価値観（基準・考え方）と
同じくらい、他者の価値観に対して尊
重している。

・相手の価値観を自分
のと同じ位には尊重し
ない。
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項目 意味合いと そうである様子 反対の様子

エネ
ルギ
ー

・正のエネルギーを与える
・常に健康
・エネルギッシュである
・周囲に明るさと笑顔を与える

※自己管理できているかどうかではなく、単に健康
で元気で実現できているかどうか。

・よく休む（不
健康となる）

・陰気な様子

積極
行動

・率先して行動できている
・誰が対応すべきか曖昧な業務に対しても、積極的
に対応している。

（野球に例えると・・・
フライで上がったボールが、互いのメンバーが取れ
る位置に落ちてきた時に、-つまり自分なのか、他の
人のなのかはっきりしない仕事に対して- 進んで対
応する様。

・腰が重い

・曖昧なボー
ルに対して、
取りにいこうと
しない様子。
お見合いす
る様子。
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項目 意味合いと そうである様子 反対の
様子

誠実さ ・利用者様、スタッフ、お金や物や事、組織、グループ、
社会、法律、規則、労働に対して、そして自分の良心に
対して誠実である様子。

エンド
ユー
ザー
への
意識

・利用者様目線を持てている。

・サービスを利用者様と共に創れている。

・直接関わりのない支援についても当事者意識を持てて
いる。（※経営層～アルバイト、自分の担当～他部門の
利用者様、事務専門～現場専門に関わらず）
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【行動指針は スタッフへの資質評価でもあります】

先述の7項目は、2022年度からのスタッフへの評価項目になり
ます。（処遇改善費の交付を受ける為に、昔からヘルパーや
含めて全スタッフを評価しています。）

評価はしていますが、今現在は、ヘルパーの時給手当等に反
映はしていません。将来的には反映する可能性があります。

（早ければ令和4年10月からでも）

【お褒めの言葉の共有】

～認知症の方のご家族様より ヘルパーとサ責に対して ～

細かい配慮をしている事。色々介護の提案をしている事。

すぐに連絡を取りあえること。すぐ対応している事。

 これらを含めて本当に良くしてもらっています。
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【（ここから追加資料）

新設された処遇改善の交付について】

・2022年2月～9月稼働分までが対象。
・2月分と3月分は既に支給済み。（3月末日に一時金扱いで）。

■4月稼働分からの配布方法（5月25日の振込分に反映）
・ひかり稼働には、１時間に付き50円。
（移動支援や育児、有償、片道、事務時間も対象にする。）

・みるく稼働には、1時間に付き25円。
・残額は9月末日に配布。
（ほぼ全額を前出しするので0円になるかもしません。）

■明示方法

・定例会議で説明する他、スタッフ専用HPに新しいキャリアパス規
定を掲示します（5月迄に）



【4月からの有給取得について。変更点3点。】
■1日分の有給額は
過去3ヶ月の給与 / 過去3か月分の日数 で計算します。

先月までは

過去3ヶ月の時間 / 過去3か月分の日数×千円 で計算してました

■時間単位で取得できるようにします。

※ヘルパーさんは、最小1/8日単位で取得できる と覚えて下さい。

■リバーランで送信してもらいます。

・有給取得日をリバーランで電子送信してもらいます。

（古谷が、順次設定、各スタッフに連絡します。）

■補足

・スタッフ専用HPに就業規則等を掲示します（5月迄に）



【新規ヘルパー 募集します 紹介料2000円。
資格手当補助あり】

■紹介料

紹介して頂いたスタッフさんには2000円お渡しします。
（但し、3ヶ月継続勤務、かつ30時間以上稼働してから）

■資格手当補助

・知的ガイドヘルパー、初任者研修を全額補助

（但し、1年以上継続勤務、かつ100時間以上の稼働した場
合に補助。それまでは貸与扱いとする）


