
【発　行】 一般社団法人 岡山県老人保健施設協会
【事務局】 医療法人 福寿会　老人保健施設 倉敷藤戸荘　〒710-0133 岡山県倉敷市藤戸町藤戸１５８０番地　TEL 086-420-2377　FAX 050-3588-1927
【印　刷】 有限会社 弘文社　〒７０８-０８４１ 岡山県津山市川崎１5８　TEL 0868-26-1080㈹　FAX 0868-26-1575　t-kobunsha@vega.ocn.ne.jp

老健おかやま

藤本 宗平・植木 　潤・坂田 美佐（虹）
岸本 純哉（勝央苑）
寺坂 公志（のぞみ苑）
吉田 有加里（作東老健）
小山 　修（美作リハビリテーションホーム）
加藤 隆寛（ケアガーデン津山）
辻 隆之介（ゆうあい）
数田 純一（白梅の丘）
横山 尚平（さとう記念病院）
𠮷澤 　徹・林 　研郎（ナーシングホーム大樹）
三宅 大輔・小山 光興（ケアリゾート金光）
伊達 　隆（さくら苑リハビリセンター）

【編集担当メンバー】【編集後記】
令和3年12月中旬現在。新たに報
告される新型コロナウイルス感染者
数は少ないままである。この状態が
年末年始と続くことを祈るばかりで
す。「with コロナ」という楽観的な
響きの言葉がありますがコロナウイ
ルスと一緒に暮らすのは嫌ですね。
感染すると良いことは無いので、一
医療人の立場からでも拒否します。
しかし経済を動かす…という圧力が
あるのも事実。悩めるところです。
（編集長　藤本 宗平）
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P15▲ 岡山県老人保健施設協会のロゴマークが決まりました。
［コンセプト］
5つの円は介護老人保健施設の理念と役割（1.「包括的ケアサービス施設」 2.「リハビリテーション施設」 3.「在宅復帰施設」 4.「在宅支援施設」 5.「地域に根ざした施設」）をイメージ
しました。円を取り巻く帯状のものは心（ハート）を表し、人と人が手を取り合いつながる様子（握手）を表現しました。また、岡山県のシンボルマークと公益財団法人「全国老人保健施設
協会」のロゴマークのイメージを組み合わせて制作しました。

花言葉は「困難に打ち克つ」「ひたむき
さ」。山茶花が冬の寒い季節を乗り越え
美しい花を咲かす姿から来ているといわ
れています。極寒の中で咲く山茶花の花
は、まさに困難を乗り越え勝ち誇ったか
のようなイメージですね。また、色あせ
ることなく散った花びらは殺風景な庭を
明るくしてくれます。コロナ禍で、頑張っ
ておられる皆さまに贈りたい花です。

山茶花（サザンカ）



岡山県老人保健施設協会
会長   秋山 正史
（老人保健施設 倉敷藤戸荘）

新年あけましておめでとうござ
います。会員施設の皆様におか
れましては、健やかに新年をお
迎えになられたことお慶び申し上
げます。
さて、この春でコロナ禍での
生活も丸２年となります。昨年の
春から晩秋にかけて行われたワ
クチン接種のおかげで、11月以
降は感染者の非常に少ない日が
続いています。会員の皆様も少
し安堵して過ごされていることと
存じます。しかし“油断大敵”です。
今のうちに更なる準備を整えま
しょう。対策の基本は「かからな
い・うつさない」、すなわち極力
感染しないことが大切で、万が
一感染してしまったら人にうつさ
ないことです。かからないため
には、“ワクチン接種”“マスクの
使用”“三密の回避”が重要です。
もう皆さんが体感しているように、
ワクチンは非常に有効です。現
在国民の73％が２回目接種を終
えています。さらに一人でも多く

の人に接種してもらいましょう。
ワクチンの効果は絶大で、接
種後２週間で発症確率を1/10、
重症化確率を1/300以下に減少さ
せます。また１月からはブース
ター接種も始まります。最新の
データでは、３回目接種は２回目
接種後と比べ、さらに感染予防
や重症化予防効果に優れ、効果
もより長く続くことが明らかになっ
ています。可及的速やかに接種
を進めていくべきだと考えます。
マスクも非常に効果がありま
す。日本と同じようにワクチン接
種が進んでいる欧米諸国で再度
の流行がみられるのはマスク着
用義務をやめたからだとの分析
もあります。ワクチン登場前の昨
年冬、インフルエンザの流行が
全く無かったことからも、マスク
着用の有効性は明らかでしょう。
感染が落ち着いている今もしっ
かり着用しましょう。
高齢者施設は新型コロナの集
団感染が起こりやすく、海外で

は多くの施設内死亡者が報告さ
れています。あまり報道されませ
んが、日本以外の先進国では死
亡者の多くが高齢者施設の入居
者となっており、コロナ流行の最
初の半年ではその割合はカナダ
で70％以上、ノルウェーでは
60％以上を超えていました。高
齢者施設では、多疾患で脆弱な
高齢者が入居していることや、
ケアを通じて密な接触が発生す
ることから、集団感染を起こしや
すく、一度施設にウイルスが持
ち込まれてしまうとあっという間

新型コロナウイルスと老健 Ⅳ
会長あいさつ

岡山県知事表彰

【施設長】
老人保健施設 勝央苑
施設長　山下 佐知子

【施設従事者】
老人保健施設 勝央苑
通所課長補佐　高山 博子
入所課長補佐　植月 孝子

平成10年に勝央苑が開設し、勝央苑と共に23年過ごしてきまし
た。私たちが、長年勤務してこられたのも、職場や家族の皆様方
の協力と励ましがあったからこそと思います。多くの皆様がたに感
謝するとともに、今後も高齢者の皆様方と共に歩んでいきたいと
願っています。

岡山県保健福祉部長表彰［施設従事者］

この度、岡山県保健福祉部長表彰を頂き
誠に有難うございます。老人保健施設の業
務に携わり22年が過ぎました。入職時は保

健福祉に関し全く知識のない私でしたが、沢山の方に出会
い沢山の事を学ばせていただきました。今後も多くの事を
吸収して施設の中で、地域で貢献していきたいと思います。

介護老人保健施設 ケアガーデン津山
事務長    加藤 隆寛

この度は、輝かしい賞を頂きまして、深く感謝
しお礼申し上げます。今回の受賞は、私一人の
力ではなく、職場の方々の協力があり受賞でき

たと身に染みて感じています。今後も、専門性を活かし、ご利
用者様、ご家族様のお気持ちに寄り添いながら、望まれる生活
に一歩でも近づける御支援ができるよう精進してまいります。

介護老人保健施設 ケアガーデン津山
通所介護士長    山崎 咲子

この度は、岡山県保健福祉部長表彰を頂
戴しありがとうございます。職場や家族の理
解や協力があって２２年目を迎えられたことを

感謝しています。利用者の方々が日々笑顔で過ごせるよう、
食を通して支援が出来るようこれからも努力していきます。

介護老人保健施設 ケアガーデン津山
管理栄養士    濃野 美穂子

この度は、岡山県保健福祉部長表彰をい
ただき、ありがとうございます。
これも多くの方々の支えがあってこそだと

感謝しております。これからも初心を忘れることなく精進
していきたいと思っています。

介護老人保健施設 ケアガーデン津山
入所リーダー    池上 尚志

平成10年12月1日の施設開設からはや22年
が経過しました。この度は表彰をしていただきま
して、本当にありがとうございます。利用者様やご

家族様をはじめ施設運営に関わるすべての皆様に御礼を申し上
げます。同時に表彰されました当施設の同僚達と一緒にこの喜び
をかみしめながら、今後も保健福祉の発展に頑張っていきます。

介護老人保健施設 ケアガーデン津山
統括部長    山本 　直

この度は、岡山県保健福祉部長表彰をい
ただき、ありがとうございます。介護の仕
事は、日々悩み、学び、忙しく、でもその

中にもご利用者の方と触れ合う喜びや楽しさがありやりが
いを感じています。職場の方たちに支えられ、健康で続
けられ今に至っていることを感謝しています。

介護老人保健施設 ケアガーデン津山
入所介護士長    立石 桂子

この度は岡山県保健福祉部長表彰を頂きま
して、有難うございました。白梅の丘に入職し、
23年が経ちました。これも上司や職場の同僚

に恵まれ、働きやすい職場環境があったからだと感じてい
ます。今回の受賞に感謝し、今後も満足頂けるサービスを
提供できるよう頑張ります。

老人保健施設 白梅の丘
地域在宅支援課長    鈴木 ひとみ

この度は、岡山県保健福祉部長表彰をい
ただき、大変うれしく思っております。日々
の上司のご指導や同僚の支えに、心より感

謝いたします。今後もリハビリ専門職として、ご利用者様
一人ひとりの笑顔を増やせるよう努力していきたいと思い
ます。

作東老人保健施設
理学療法士    高橋 祥之

会員施設から、令和2年度岡山県保健福祉功労者表彰を受賞されました。
おめでとうございます。功 労 者 表 彰

に入居者や職員の多くに感染が
拡がる可能性があります。さらに
感染爆発時には数十名の感染者
を一度に入院させることができな
いことから、ほとんどの入居者が
感染後も施設内で介護が継続さ
れ、かなり高い確率で死亡者が
発生してしまいます。私たちもこ
の危険性を昨年の感染爆発期に
身近で感じたところです。
国内の施設では諸外国のよう

な状況にまではなっていません。

これは医師や看護師が配置され
ている施設(私たち老健です)が
あること、感染対策に対し日頃
から教育やトレーニングがなされ
介護スタッフのレベルが高いこと
などが理由に挙げられます。さら
に日本の高齢者施設の中でも老
健はクラスターの発生比率が低
いことが明らかとなっており、日
頃の取り組みが功を奏しているこ
とが証明されました。老健が誇る
べき成果です。岡山県老人保健

施設協会では、引き続きコロナ
ウイルス感染に対する勉強会や
感染対策トレーニング、相互助
け合いシステムの構築などを通
じて、会員の皆様と一丸となりコ
ロナウイルス感染症対策に積極
的に取り組んで行く所存です。

「備えあれば患いなし」

本年もどうぞよろしくお願いい
たします。

左から植月孝子、山下佐知子、高山博子
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倉敷市玉島中央町1-4-8

玉島中央老健施設秀明荘

玉島中央老健施設秀明荘では、「認知症の進行
予防」を図るため、１日を通して、５種類の予防活
動を行っています。具体的には、運動、生きがい、
感情、刺激、記憶の５種類に活動を分類し、それ
ぞれの活動に応じたメニューを作成しています。メ
ニューの作成にあたっては、より効果が得られや
すい内容となるよう、介護職、看護職、リハ職、
相談員などの多職種が協働して取り組んでいます。
また、定期的に会議を開催し、新たなメニュー
を開発したり現メニューの評価・改善を行ったりし
ながら、認知症の症状・状態にあった活動がより
個別的に実施できるよう努めています。現場での
実践にあたっては、全ての職員が実行できるように、
活動メニューをマニュアル化するとともに、日々の
機能訓練に５種類の活動を位置づけ実践しています。これらの取り組みを通じて、「ご利用者が穏やかに生活ができる
ようになってきた」などの効果を実感しています。
また、職員の認知症ケアに対する関心も高まってきており、個々のスキルアップにもつながっています。今後も、より
良い認知症ケアが実践できるよう、施設一丸で取り組んでいきたいと考えています。

各施設の工夫した業務や特徴ある仕事内容などを紹介！

日本医師会
常任理事   江澤 和彦
（介護老人保健施設 和光園）

令和3年度の介護報酬改定
は、自立支援・重度化防止に
力点を置いた改定となり評価
すべきものであった。科学的
介護の構築に向けて、LIFEも
新たに導入された。データを
提出することが要件である診療
報酬のデータ提出加算と異な
る点は、データを提出しフィー
ドバックを受けて、ケアの質の
向上へ向けてPDCAサイクル
を回すところまでが算定要件と
なっている点である。
フィードバックされる内容は
今後示されるが、6か月前との
比較となるため、事業所フィー
ドバックも利用者フィードバッ
クも主に6か月間入所を継続し
た利用者の平均値等における
全国平均と自施設との比較とな
る予定である。従って、在宅
復帰や医療機関への入院によ
る退所者は除かれるため、在
宅復帰と在宅療養支援を役割
とする老健施設にとっては、参
考指標とならざるを得ないが、
そもそもLIFEは「走りながら考
える」ことを前提としているため、
入力項目も含めて次回報酬改
定でも要検討となる。「どういう
利用者にどういうケアを提供し

どのような状態に至ったのか」
が重要な視点であり、将来的
には、現状の状態像の入力に
加え、行っているケアの入力
が必要となる等、現在のLIFE
は発展途上にある。
その他、次回報酬改定に向
けて、認知症ケアの質の評価
も宿題となっている。BPSDを
未然に防ぐ良質な認知症ケア、
即ち、「尊厳を保障し個別性を
重視したその人らしい暮らしを
支えるケア」のあり方が模索さ
れている。認知症における評
価は、医療では認知症という
「疾患」の評価である一方、介
護では認知症の「人」や「生活」
の評価となる。この点が、医
療と介護の「科学的」の差異で
ある。この良質な認知症ケアは、
認知症があるが故に本来の治
療を施されなかった事例の蓄
積する医療現場でも参考とす
べきものとなろう。
通所リハビリテーションも次
回報酬改定で大きな見直しが
予測される。審議報告に記さ
れた「ストラクチャー、プロセス、
アウトカム評価を組み合わせた
総合的な評価方法」が焦点と
なる。令和3年度介護報酬改定

では、通所リハビリテーション
の機能評価による月額報酬評
価の議論も行われたが、評価
のベースとなるデータの不足
により実現には至らず、次回
報酬改定へ向けた議論が始
まっている。
通所リハビリテーション事業

所の評価においては、リハビリ
テーション等により、在宅での
課題を如何に克服し達成出来
るかを念頭に検討される。特に、
基本報酬部分の取り組みの評
価が重要であると共に、医療
機関の短時間リハビリテーショ
ンと老健施設の中・長時間リハ
ビリテーションは対象も役割も
異なるため、別々の評価軸も
要検討となる。
サービスの質の評価の指標

介護報酬改定の動向
―令和3年度から令和6年度改定へ向けて―

として、ストラクチャー指標：
リハビリ専門職・看護介護職員
配置、プロセス指標：在宅訪
問によるアセスメント/達成度評
価・訪問ショートの併用・三大
介護の取り組み、アウトカム指
標：在宅での課題の達成度・
活動と参加のリハビリテーショ
ン実施・廃用による非悪化、
等が想定される。現在、中重
度者のアウトカム評価のツール
が明確でなく、次回の報酬改
定までに模索することが喫緊の

課題となっている。クリームス
キミングの防止として、中重度
の要介護者・認知症の受入や
医療ニーズへの対応も評価に
組み入れる必要もある。
生活期である通所のリハビリ

テーションは、多職種協働に
よる相乗効果が効果的である
ため、医師による医学管理、
MSWや支援相談員による相談
支援、栄養・口腔との一体的
実施も評価されるべき項目であ
る。研究事業等から得られた

データに基づいた指標を作成
し、アウトカム評価と相関性の
ある評価項目を選択し、新た
な機能評価が誕生する予定で
ある。
今後へ向けて、老健施設が
本来の役割と機能を発揮する
ことに益々期待が高まっていく
こととなる。

COVID-19

Coronavirus
Vaccine

TOPICS
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総社市小寺９９５-１

泉リハビリセンター

総社市にある泉リハビリセンターの施設自慢を皆さん聞いて下さい！令和元年に岡山労働局より「ユースエール認定企
業」を総社市内で初めて認定を受けました。積極的な職員採用・低い離職率・有給休暇や育児休業の高い取得率・職
員がやりがいを持ち、働きやすい職場環境と評価されました。また法人内には保育所もあり「働くママ・パパさん」にとっ
て家庭と仕事の両立が優れている事も認定要因の一つと感じています。老健では平成30年度より「在宅復帰超強化型」
を算定し約3年が経過しました。敏腕相談員の活躍により
「施設の顔」として、相談者や各関係機関
との連絡調整に励み、施設と在宅を繋
ぐ架け橋となり今日に至っています。『全
人的で温かな切れ目のない医療・介護
を提供し、地域の健康増進に寄与する』
と唱う法人理念を念頭に、ご利用者やご
家族、地域の方々が笑顔の絶えない生き
生きとした生活を地域社会で送れるようこ
れからも精進していきます。

各施設の工夫した業務や特徴ある仕事内容などを紹介！

岡山県保健福祉部からのメッセージ

岡山県における
新型コロナウイルス感染症
第5波までの経験とこれから

平素から本県の保健福祉行政の推進について、格別の御理解、御協力をいただき厚く御
礼申し上げます。
新型コロナウイルス感染症につきましては、2020年3月に県内で初めての患者が発生して

以降、いくども感染拡大の波に見舞われ、15,321人の患者が発生し、そして136人もの貴
重な命が失われました。（2021年11月24日発表分まで）
この間、老人保健施設に勤務されている皆様方におかれては、感染予防の徹底や、利用
者や職員の健康管理など、サービス継続のため、心身を削りながら献身的に業務にあたって
いただいているところであり、改めて心から感謝を申し上げます。

今年度に入って、第４波のアルファ株、第５波のデルタ株と、変異株による感染拡大が発
生しましたが、その状況は大きく異なりました。

岡山県保健福祉部
新型コロナウイルス感染症対策監

根石　憲司

特集1

高齢者へのワクチン接種が進んでいない第４波では、高齢者が多く感染、重症化したため、
病床使用率が85％近くまで上がり、死者も91人（R3.4 ～ 6）に達しました。クラスターは病
院や高齢者施設で多く発生し、岡山県クラスター対策班の現地医療提供チームの派遣を受け、
感染した入所者が施設内で療養するケースや、介護職員の相互応援スキームを発動するケー
スもあるなど、大変厳しい状況が続きました。
その後、高齢者のワクチン接種が進んだ第５波では、高齢者の感染が激減し、死者も8人

（R3.８～９）と大幅に減少しました。クラスター発生場所は会社や学校へと移り、若い世代が
宿泊施設や自宅で療養する例が増え、その急変対応や中和抗体薬（ロナプリーブ）の投与な
どが大きな課題となりました。
高齢者への影響が少なかったのは、介護職員の皆様による感染防止対策はもちろんですが、

やはり高齢者へのワクチン接種の効果が絶大であったと言えると思います。　　
現在、本県の65歳以上の接種率は93％に達していますが、最近、高齢者施設におけるブ

レークスルー感染も目立ち始めています。最新の知見によりますと、感染予防効果は経時的に
低下するとともに、高齢者においては重症化予防効果も経時的に低下する可能性があるとさ
れています。このため、2021年12月から３回目接種を開始することが決定されましたので、
市町村から接種券等が送られてきましたら、入所者や職員への接種を順次進めていただきま
すようお願いいたします。
また、面会禁止などの措置による高齢者の心身の機能への影響も多大でありましたので、
今後、感染状況を踏まえながらではありますが、ワクチン接種や陰性の証明を活用した対面
での面会について、各施設でご検討いただくようお願いいたします。
最後に、感染症や自然災害など厳しい社会環境の中にありますが、皆様方と力を合わせて

この災禍を乗り越えてまいりたいと存じます。これからも健康にご留意いただきながら、どうぞよ
ろしくお願い申し上げます。

特集1岡山県における新型コロナウイルス感染症
第5波までの経験とこれから

区　　分
変異株
新規陽性者数
　　うちクラスター関連
　　最大陽性者数／日
最大療養者数／日※

　　最大入院者数／日※

　　　　最大確保病床使用率／日※

　　　　最大重症者用病床使用率／日※

　　最大宿泊療養入所者数／日※

　　最大自宅療養者数／日※

PCR陽性率
感染経路不明割合

アルファ株中心 デルタ株中心
４,８９７人
７５３人
１８９人

１,３８６人
３４８人
８４.５％
６９.７％
２２４人
８１４人
５.７％
４５.２％

（５９件）

（5月8日）

（5月19日）

（5月19日）

（5月19日）

（5月19日）

（5月19日）

（5月19日）

7,504人
  ７０４人
３０７人

１,８９３人
  ２６８人
４８.１％
３０.９％
３１０人

１,３１１人
７.９％
４２.５％

（６８件）

（8月18日）

（8月25日）

（9月1日）

（9月1日）

（9月1日）

（8月25日）

（8月25日）

第4波（4～6月） 第5波（7～9月）

※毎週水曜日の確定値時点での最大値
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特集2

BCP（Business Continuity Plan 業務継続計画）

自然災害編および
感染症対策編の策定に
取り掛かろう！
岡山県老人保健施設協会　危機管理委員会（災害対策・リスクマネジメント）／政策広報委員会（広報）
政策広報委員会（広報）  藤本宗平

◆令和３年４月の介護保険制度改正により、すべての介護サービス事業所において令和６年３月末までに、業務継続計
画（ＢＣＰ）を自然災害編および感染症対策編に分けて作成し、職員に周知し、訓練することが義務付けられています。

BCPとは Business Continuity Plan の略称で、業務継続計画などと訳されます。新型コロナウイルス等感染症や大
地震などの災害が発生すると、通常通りに業務を実施することが困難になります。まず、業務を中断させないように準備
するとともに、中断した場合でも優先業務を実施するため、あらかじめ検討した方針、体制、手順等を示した計画のことです。

特集2BCP（Business Continuity Plan 業務継続計画）
自然災害編および感染症対策編の策定に取り掛かろう！

出典：「介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン（厚生労働省）」

Q.すでに災害対策や感染対策のマニュアルを持っていますがダメですか？

A.はいダメです！　従来のマニュアルとは、視点や方法が異なります。BCPは業務の中断を防ぎ、再開
を急ぐこと、事業を継続するため先を見据えることを目的としています。すでにお持ちの対策マニュアル
はBCPのなかで効率的に組み込んでいただきたいです。

Q.まだ2年もあるし…

A.コロナが流行して2年になろうとしています。長く感じましたか？ あっという間でしたね。自然災害編および感
染症対策編のBCP策定は、一朝一夕ではむずかしいと思います。すぐに取り組み開始の号令を発しましょう。

Q.BCPの作成方法や考え方を解説した資料はありますか？

A.たくさんあります。まずは厚労省のサイト「介護施設・事業所における業務継続計画（ＢＣＰ）作成支援に関す
る研修」を開いてみましょう。介護サービス類型毎の研修動画、感染症および自然災害時の業務継続ガイド
ライン、様式ツール集、サービス毎のひな型等が紹介されています。またコロナ禍で発展したBCPをテーマに
したYouTube動画や各自治体介護関連団体が公開したオンライン講演もインターネット等で視聴できます。

Q.BCP策定に関して、アドバイスはありますか？

A.私見ですが…
①トップのキックオフ宣言後一年間の大まかなスケジュールを立てる。
②中堅スタッフを中心にしたチームでのグループワーク(ハイブリッド方式)を行う。
③参加することでモチベーションアップし、徐 に々周知徹底を図る。
④地域とも連携しオリジナルなBCPを作成し2022年末に完成。
⑤2023年は繰り返し訓練と見直しを行なう。
岡山県老人保健施設協会  危機管理委員会／政策広報委員会が策定に協力いたします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

令和３年度介護報酬改定の概要
新型コロナウイルス感染症や大規模災害が発生する中で「感染症や災害への対応力強化」を図るとともに、団塊の世

代の全てが75歳以上となる2025年に向けて、2040年も見据えながら、「地域包括ケアシステムの推進」、「自立支援・
重度化防止の取組の推進」、「介護人材の確保・介護現場の革新」、「制度の安定性・持続可能性の確保」を図る。
改定率： ＋0.70% ※うち、新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価０.０５％（令和３年９月末までの間）

感染症や災害への対応力強化
感染症や災害が発生した場合であっても、利用者に必要なサービスが安定的・継続的に提供される体制を構築

◎感染症対策の強化
介護サービス事業者に、感染症の発生及びまん延等に関する取組の徹底を求める観点から、以下の取組を義務づける。
・施設系サービスについて、現行の委員会の開催、指針の整備、研修の実施等に加え、訓練（シミュレーション）の実施
・その他のサービスについて、委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練（シミュレーション）の実施等
 （※３年の経過措置期間を設ける）

◎業務継続に向けた取組の強化
感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から、全て
の介護サービス事業者を対象に、業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練（シミュレーション）の実施等を
義務づける。（※３年の経過措置期間を設ける）

◎災害への地域と連携した対応の強化
災害への対応においては、地域との連携が不可欠であることを踏まえ、非常災害対策（計画策定、関係機関との連携体
制の確保、避難等訓練の実施等）が求められる介護サービス事業者（通所系、短期入所系、特定、施設系）を対象に、小
多機等の例を参考に、訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならないこととする。

◎通所介護等の事業所規模別の報酬等に関する対応
通所介護等の報酬について、感染症や災害の影響により利用者数が減少した場合に、状況に即した安定的なサービス
提供を可能とする観点から、足下の利用者数に応じて柔軟に事業所規模別の各区分の報酬単価による算定を可能とす
るとともに、臨時的な利用者数の減少に対応するための評価を設定する。

●日頃からの備えと業務継続に向けた取組の推進

日頃からの備えと業務継続に向けた取組の推進

災害への地域と連携した対応の強化［通所系サービス、短期入所系サービス、特定、施設系サービス］
■災害への対応においては、地域との連携が不可欠であることを踏まえ、非常災害対策（計画策定、関係機関との連携体制の
確保、避難等訓練の実施等）が求められる介護サービス事業者（通所系、短期入所系、特定、施設系）を対象に、小多機等
の例を参考に、訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならないこととする。【省令改正】

業務継続に向けた取組の強化［全サービス］
■感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から、全て
の介護サービス事業者を対象に、業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練（シミュレーション）の実施等を
義務づける。【省令改正】 （※３年の経過措置期間を設ける）

各施設・事業所において、新型コロナウイルス感染症が発生した場合の対応や、そ
れらを踏まえて平時から準備・検討しておくべきことを、サービス類型に応じた業務
継続ガイドラインとして整理。
ガイドラインを参考に、各施設・事業所において具体的な対応を検討し、それらの
内容を記載することでBCPが作成できるよう、参考となる「ひな形」を用意。

感染症対策の強化［全サービス］
■介護サービス事業者に、感染症の発生及びまん延等に関する取組の徹底を求める観点から、以下の取組を義務づける。
　【省令改正】
・施設系サービスについて、現行の委員会の開催、指針の整備、研修の実施等に加え、訓練（シミュレーション）の実施
・その他のサービスについて、委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練（シミュレーション）の実施等
 （※３年の経過措置期間を設ける）

介護施設・事業所における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン
✓

✓

BCPとは・新型コロナウイルス感染症BCPとは（自然災害BCPとの違い）
介護サービス事業者に求められる役割・BCP作成のポイント
新型コロナウイルス感染（疑い）者発生時の対応等（入所系・通所系・訪問系） 等

●
●
●

ポイント

主な内容

掲載場所：https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/taisakumatome_13635.html

出典：令和3年度介護報酬改定の主な事項について ※一部抜粋（厚生労働省）
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☁老人保健施設 白梅の丘
横田 美幸
［女／昭和３7年生］
③2022年4月に60歳の誕生日を迎える。
自分では、還暦、60年も生きてきた？な
んて思えなくて、まだまだ半人前で…若
い気分でいる。これからの人生も、何事
にも前向きに取り組んでいきたい。新し
い趣味、美味しい物を作る・食べる、ダ
イエット、新しい人との出逢いを作る、親
孝行をするなどなど。とにかく2022年、
健康でハッピーな年にします。
匿名希望
［女／昭和49年生］
③いろんな事に挑戦する。前向きに行
動し、多様な経験を積み重ね、成長して
いきたいです。
吉見 飛輝
［男／平成10年生］
②好きなことは、釣りです。コロナの影
響でなかなか海に行けないので、海釣
りをしたいと思っています。待つ時間が
長く、釣れない時もありますが、釣れた
時のブルブル感がたまらないぐらい好き
です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
☁介護老人保健施設 ケアガーデン津山
正信 晶浩
［男／平成10年生］
②私が好きなことは、愛車でドライブす
ることです。元々小さい頃から車が好き
で、両親の車に乗る時は決まって助手
席に乗り、いろいろな所へ連れて行って
もらいました。自身が免許を取得後は、
祖母が乗っていた車を譲り受けて、当
時住んでいた地元の様々なドライブス
ポットを巡りました。マニュアル車だった

ため一部の友人からは珍しくみられまし
た。それから数年後、両親の地元である
津山へ移住することになり、その時興味
のあったハイブリッドカーへ乗り換えま
した。一般的には当たり前なオートマ車
ですが、数年マニュアル車に乗っていた
自分からは「なんて楽なんだろう」と感
動してしまいました。しかし数年経つと
再びマニュアル車に乗りたい欲が出て
きて、どうしようか・・・と悩んでいた時、
ある動画サイトで「マニュアルならオート
マのような踏み間違いの事故は起きな
い。あとは何と言っても操ってる感覚が
車好きにはたまらない」と紹介されてい
るのを見て、これはマニュアル車に乗れ
るうちにもう一度乗ってみなくちゃ！と感
じ、気になっていた新型車へ思い切って
乗り換えました。初の新車で最初はす
ごく緊張しましたが、今では気軽にドラ
イブに行けるようになりました。再び手
に入れることができた希少なマニュアル
車なので大切に乗っていきます！
匿名希望
［女／平成10年生］
③去年、一昨年と断捨離をたくさんして
きました。今年はその分得られるものは
しっかり得たいと考えています。あまりに
も色々なものを捨てすぎて、収穫があり
ませんでした。よく考えてみれば、捨てす
ぎも程があるかと…。（笑）ですが、身の
回りにあるものを整理整頓することで自
分自身のことをしっかり把握でき、必要
なものと不必要なものの区別する判断
力も身に付いたような気がしています。
時には他人の意見も借りながら過ごし
ていました。あとは得るだけです。捨てた
空白を愛で埋め尽くしたいとこです。

（笑）
・・・・・・・・・・・・・・・・・
☁老人保健施設 倉敷藤戸荘
匿名希望
［女／平成10年生］
②私の今1番はまっているものは”スン
ドゥブチゲ”という韓国料理です！美味
しすぎてはまりすぎて、スンドゥブチゲ専
用の一人用鍋を買って週2のペースで
食べています。笑 スンドゥブチゲのいい
所は豆腐がメインの食べ物なので、たく
さん食べても太りにくい気がします！笑
　辛さで発汗作用もありますし、代謝も
良くなって体も温まります！この冬はス
ンドゥブチゲで温まって寒さを凌いで、
コロナに負けず健康第一で頑張りま
す！
・・・・・・・・・・・・・・・・・
☁介護老人保健施設 備中荘
匿名希望
［女／昭和37年生］
③福祉施設の看護師を始めて早や20
数年になりますが、もう還暦を迎える年
になりました。
日々忙しく、あっという間に過ぎたように
感じています。私の活力としては、お酒
を飲んで仕事の疲れをとるのですが、新
型コロナウイルス感染症の流行で、食
事会や飲み会等が全て無くなり残念で
なりません。来年こそは、コロナが終息
して以前の生活に戻れることを願ってい
ます。
匿名希望
［女／昭和49年生］
②私が好きなことは旅行、音楽、観劇等
の鑑賞でした。それらができなくなった
今、田舎時間を過ごすことが好きな時

間となっています。田舎の空気に触れ、
散歩をする。畑で土に触れ食物の成長
を楽しみ、思いやりのある地域の方々の
中で対話し、過ごすこと。人の温かさに
触れることが心身のリフレッシュになっ
ています。日々の生活の中で、改めて
様々なことへの感謝の気持ちを持つこ
とを感じられ、大切な時間、好きなことに
つながりました。
匿名希望
［女／昭和49年生］
③新しい年を迎えるたび、今年は何を
頑張ろうか。良い年になるといいな。と漠
然と考えていました。この歳になって体
力の低下や老眼に悩まされる日々です
が、月日が経つのを早く感じるようにな
りました。しかし、前向きな私できっと充
実した日々を過ごしているのだと思いま
す。2022年！ウォーキングから体力づく
りをし、そして利用者様が少しでも笑顔
で過ごせるよう、職場スタッフとチーム
ワークを大切に笑顔で頑張ります。
匿名希望
［女／昭和49年生］
①新型コロナウイルス感染症予防のた
め、制限された生活が続いています。コ
ロナ渦で良かったことは、数少ないです
が、オンラインでの研修や会議が増え
たことは、移動時間の節約になり助かり
ました。今後も、現地とオンラインのハイ
ブリッド型研修や会議は継続してもらえ
るとうれしいです。
匿名希望
［女／昭和49年生］
③体調を整えて健康に過ごせる年にし
たいです。やってみたいこともあきらめて
しまったりしていましたが、心惹かれるも
のや新しいことに挑戦していきたいです。
匿名希望
［女／昭和49年生］
③2022年は趣味を見つけ自分の時間
をもてるようにしたいと思います。
匿名希望
［女／昭和49年生］
③4回目の年女です。娘も年女なので、
寅年の孫欲しいな～2022年も元気に
働いて、楽しく過ごしたいです。
匿名希望
［男／昭和61年生］
①アフターコロナでも日常生活で、自分
の健康状態の確認や屋内に入った時、
食事前など様 な々場面で、こまめに石け

んを使用して手洗いやアルコールなど
で手指消毒をする事など、基本的な感
染対策を継続したいと思います。また、
咳やくしゃみがある場合は、咳エチケッ
トも取り組みたいと思います。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
☁介護老人保健施設 サンライフ倉敷
坪井
［女／平成10年生］
③2021年の私は乱気の年となりどこか
うまくいかない運気の停滞した1年でし
た。9月生まれ寅年の私は年女というこ
ともあり「裏運気の年」に入る2022年。
何事にも失敗を恐れず挑戦する1年に
したいです。介護の仕事をしているとな
かなか自分のしたいことに時間を使うの
は難しいですが、その中でも大好きな動
物とふれあう時間をつくったり趣味のハ
ンドメイドに挑戦したりしたいです。挑戦
する中で、学ぶ機会をもちそれを成長の
きっかけにしていきたいです。いらない
プライドは捨てる。明るい未来を想像し
て自分の「好き」を伸ばす1年に‼
匿名希望
［女／平成10年生］
②好きなことは旅行です。国内や海外
どちらも行きますが行き先は大体、同じ
ところによく行きます。家族や友人と行
くこともありますが1人で旅行するのも
好きです。どちらも違った楽しさがあり
ます。でも旅行に行く前と旅行中は楽し
さとワクワクがありますが帰ってくると
楽しいのが終わり名残惜しいです。今
はコロナ禍で行くことができませんがま
た旅行ができる日常になって欲しいで
す。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
☁老人保健施設 ひだまり苑
大田 剛
［男／平成10年生］
③2022年は丁寧な字を書く1年にしま
す！日頃より記録や報告書などで字を
書くことがありますが、忙しさのあまりつ
いつい字が汚かったり、誤字脱字が
あったりしてしまいます。「字は体を表
す」という言葉があるように雑な字を書
いていると、字だけでなく日頃のケアま
で雑になってしまうかもしれません。「た
かが字、されど字」のつもりで丁寧に書
き、日頃のケアもしっかりと丁寧なケア
を心がけていきたいと思います。
藤森 咲弥

［女／平成10年生］
②私の好きなものは一人で過ごすおう
ち時間です。
昨今のコロナ禍でStay homeが叫ばれ
ていますが、元来内向的でインドア派の
私からするとその風潮はむしろありがた
かったです。ひとりで普段作らない料理
に挑戦してみたり、絵を描いてみたり、ク
ローゼットを漁ってひとりファッション
ショーをしてみたり・・・。楽しみ方はごま
んとあります。中でも好きなのは、良く晴
れた日の昼下がりに窓から入る川風を
感じながら自分のベッド上でウトウトす
る事です。まるで貴婦人のバカンスのよ
うな気分を味わえますよ。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
☁老人保健施設 くろかみ
テイラー 早
［女／昭和61年生］
①コロナ禍で家族や友人に会うことが
できない日々が続いています。仕事では
研修が自宅で受講できたり、会議がオ
ンラインでできたり、小さい子供がいる
私にとっては時間の負担が少なく、家族
との時間に影響が少なく助かりました。
プライベートでは遠くにいる友達やカナ
ダにいる主人の家族とも手軽にテレビ
電話を行うようになり、生活の一部に
なっているように思います。今後も様々
な場面の選択肢としてオンラインがあ
ればと思います。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
☁介護老人保健施設 ナーシングホーム大樹
Mr.OK
［男／昭和61年生］
①2020年より発生した新型コロナ禍
の中で、自由に動けない事を良い事に
食生活は荒れ、気が付けば今年の夏ま
でに腹は出てしまい過去最高クラスに
太ってしまいました。これではいけないと
一念発起し、8月から3か月で14kgの減
量に成功しました。アラフォーに突入し
てからは気を抜くとすぐに太ってしまう
ため、シックスパックになることを目標に
2022年も継続して体重維持に努めて
いこうと思います。

K.M
［女／昭和61年生］
①現在、感染者数は減少傾向ですが、
勤務中「コロちゃんまだおるんかな」「あ
の人（コロナ）おるから外出れんのんか

な」と利用者様から何度も聞きました。
いつまでに終息するという返事はでき
ず、その時の状況を伝える事しかできな
い現状に私自身もスッキリしない気持ち
でした。世間では様々なオンライン化が
進んでいますが、やはり直接対話をする
事での安心感は大きいと思います。ワク
チン接種証明書提示での家族面会は
開始したばかり。少しずつ緩和に向け
た取り組みが実現して欲しいです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
☁介護老人保健施設 ゆうあい
のんちゃん
［女／昭和61年生］
③私には4人の子供（長男11歳、次男9
歳、長女5歳、三男2歳）がいます。
長男と次男はスポ少でサッカーをしてい
ます。次年度には長女が小学生に上が
るので長女もサッカー部へ入部する予
定です。2022年度は小学生組が3人に
なるのでより一層活躍してもらい全試合
勝利を目指す！！三男はまだ未就学児
の為、サッカー部に入部することはでき
ませんが、ドリブルなどの足技ができる
のでもっと足技を増やしていきサッカー
が上手な子になってほしいです。
RIO
［女／昭和49年生］
③2022年飛躍の年にします！高齢者福
祉に貢献したいという思いで介護職に
就き、4月で28年目になります。老健の

仕事にやりがいを感じる中、昨年から通
所リハビリへ異動になり毎日奮闘し自
問自答しながら2年目を迎えました。通
所は在宅に直結した関わりが持てます。
ご利用者やご家族の支えとなり住み慣
れた自宅での生活が継続できるように
支援していきたいと思います。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
☁介護老人保健施設 いるかの家リハビリテーションセンター
まだまだ走り回る71歳
［女／昭和25年］
②、③寄島の牡蠣が美味しくて大好き
です。2022年も利用者の笑顔を糧に現
場で働くこと。4月で5年目を迎える、ジ
ムでの運動。その為にも、コロナに負け
ず、体調管理、自己管理に心がけて、
2022年、寅年を乗り切ります。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
☁老人福祉施設 虹
R新幹線
［男／昭和61年生］
②、③はじめまして、R新幹線と申します。
来年、年男となるみたいですが、好きな
趣味について、語りたいと思います。ペ
ンネームでわかる通り新幹線が好きで、
主に鉄道模型を集めていますが、模型
だけではなく、鉄道博物館に行ったり、
実車にも乗ってみたりします。　
昨年から続くコロナ禍の影響で、どこか
に行くことは自粛していますが、自粛し
ている中で、インターネットを使い動画

や写真等を見ている内に、行きたいとこ
ろは増えてしまいました。来年はどこか
に行けるような1年になったらと願いた
いです。
匿名希望
［女／昭和61年生］
③「2022年は笑顔の多い年にしま
す！」４月に３人目の出産を控えています。
コロナ禍出産と３人という未知の世界
…不安しかありません！なかなか身動き
のとりにくい世の中ですが、少しは外で
息抜きができるのかな…と期待しつつ、
子どもと楽しい毎日を過ごしたいです。
精神的・肉体的にも鍛えられる１年にな
りそうです！
オンミー
［女／昭和３７年生］
②幼少期は車に酔いやすく旅行に行く
ことが苦痛でした。修学旅行で遠くに行
く時も、近場にバスで行く時でもナイロ
ン袋は必需品でした、
大阪で就職した会社には旅行が大好
きなお局様がいました。旅行の計画を
立てていろいろなところに皆を連れて
行ってくれました。佐渡島ではタライ船
に乗ったり、沖縄でドラゴンフルーツを
食べたり、シンガポールで危うく偽ブラ
ンド品を買わされそうになったりしまし
たが、マーライオンとナイトサファリはと
ても素敵な思い出として心に残っていま
す。

アンケート 虎視眈
々

① 　

② 
③ 

アフターコロナでも継続したい
こと、発展していきたいこと
好きなこと（もの）を教えます！
2022年〇〇な年にします！

アンケート項目

今、やれる事に
Let’s 寅

y!!

コロナに負けず、

盛り上げタ
イガー！！！
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委 員 会
だ よ り

令和3年度
岡山県老人保健施設協会
学術委員会の活動報告
及びお知らせ
今年度も昨年度同様、新型コロナ
ウイルス感染症の影響で、例年通り
の活動が行えていない状況が続いて
います。通常であれば、5月に学術
委員会の役員総会を開催し、新旧役
員の紹介及び活動内容の引き継ぎ等
を行い、今年度の活動をスタートさ
せています。
昨年は役員総会を行う予定でした
が、開催直前に感染拡大のため中
止しました。また、毎年10月に開催
しております「岡山県介護老人保健
施設大会」の開催も役員総会と同様
の理由で中止しました。
昨年度、唯一開催した研修会が「職
員合同研修会」です。今年度は介護
報酬改定がありました。どこの施設
も制度改定についてはとても関心が
高く、他の研修会に比べ、多くの方
が参加されます。是が非でも開催し
たいと思い、ＷＥＢセミナーで開催しま
した。
令和3年3月、岡山県医師会館 三
木記念ホールにて開催し、講師は岡
山県保健福祉部　参与 則安俊昭 先
生、日本医師会 常務理事　江澤和
彦 先生、岡山県介護支援専門員協
会 会長　堀部徹 先生にお願いしま
した。今回は始めに岡山県内の新型
コロナウイルス感染症の現状と今後
の対策について則安参与にお話しい
ただき、新型コロナウイルス感染症
について、正しい情報や今後個人と
して、施設として、どうしていけば良
いか等、多くのことを学びました。
次に江澤先生と堀部先生に制度改定
について、実際に制度改定後施設と
しては、どう対応していけば良いか
等を詳しく分かりやすく教えていただ
きました。参加された方々からのアン
ケートからも、「毎回ですが、本当に

分かりやすく、多くのことを教えてい
ただけるので、本当に参加して良かっ
たです。今後の方向性が明確になり
ました。」といった意見が多く聞かれ、
すぐに施設に持ち帰って対策につな
がる内容であったことが伺えました。
令和3年度の活動も冒頭に記載し
た通り、新型コロナウイルス感染症
の影響で通常の日程で開催すること
ができませんでした。昨年同様、「岡
山県介護老人保健施設大会」は中止
しました。例年5月に開催している役
員総会を10月に延期し、初の試みと
してＷＥＢにて開催しました。会場に
学術委員会事務局本部、支部の役
員が参加し、他の役員の方はＷＥＢ
にて45施設52名が参加されました。
電波状況や音声の精度等、ＷＥＢなら
ではの懸念が多くありましたが、大
きな問題はなく、無事役員会を開催
することができました。
今年度の活動として令和4年2月25

日（金）「職員合同研修会」を開催予
定です。新型コロナウイルス感染症
の流行状況をみながら、準備を進め
ていくことになりますが、ハイブリッ
ドでの開催を予定。今後も「ＷＩＴＨ
コロナ」の状況は続いていくと思いま
す。研修内容は徹底的に「新型コロ
ナウイルス感染症」について学ぶ機
会を計画中です。是非多くの方にご
参加いただき、今後正しい知識のも
とコロナウイルス感染症としっかり向
き合っていただければと思います。
研修内容等、詳細に決定しました

ら、できる限り早く皆さまにお知らせ
いたしますので、今後も岡山県老人
保健施設協会 学術委員会の活動へ
のご参加、ご協力をよろしくお願い申
し上げます。

令和2年4月1日より委員会が再編
され、災害対策委員会、リスクマネ
ジメント委員会、法務委員会の3委
員会を統合して危機管理委員会とし、
それぞれの委員会は部会となりまし
た。また所属施設も変更されました。
新型コロナウイルス感染症の影響
により、部会活動が行なえない状況
となり、今年度の活動報告はありま
せん。
皆様の貴重なご意見を今後の活動
に生かしていきたいと考えています
ので、ご意見、ご要望等がありまし
たらご連絡いただければと思います。
よろしくお願いいたします。

新型コロナウイルスの影響により、
感染防止の観点から検討会の開催
を見合わせておりました。
新年度は感染状況により、ＷＥＢを
活用した検討会の実施、感染対策を
行った上での開催を視野に準備して
参ります。

令和３年は以下のアンケートを実
施させて頂きました。これまでは、ＦＡ
Ｘを用いたアンケートでございました
が、ＷＥＢアンケートフォームを活用す
ることによりアンケート配信から結果
のまとめまでがスピーディーに行う事
ができました。
■令和３年２月　科学的介護情報シ
ステム（LIFE）導入意向調査

■令和３年５月　新型コロナワクチン
接種状況について

学術委員会
委員長／藪野 信美

令和3年度 活動報告

危機管理委員会（法務）
担当理事／津田 隆史

■令和３年８月　濃厚接触者に対す
る短期入所サービス受入れについ
て
頂いたアンケート結果は、各施設
様へ報告すると共に、理事会での検
討資料、行政などへの説明資料とし
てありがたく活用させて頂いておりま
す。
各施設の皆様におかれましては通
常業務でご多用にも関わらず、アン
ケートにご協力下さり誠にありがとう
ございます。この場をお借りして深く
御礼申し上げます。

各団体からの働きかけの結果、令
和3年度の介護報酬の改定率は
0.70％（新型コロナウイルス感染症
に対応するための特例含む）で、プ
ラス改定となりました。
次の報酬改定にむけて、引き続き

政治・行政への提言や要望、各党
の行うヒアリングに積極的に参加し
活動して参ります。
また、このたびの第49回衆議院議
員選挙につきましては、推薦候補者
へ多大なるご支援をいただき、誠に
有難うございました。皆様のご厚情
を心より御礼申し上げます。
私ども老人保健施設にとって、新
型コロナウイルス感染症対策、介護
人材確保、控除対象外消費税問題
等取り組むべき課題は山積しており
ます。これらの問題の解決に向け、
皆様とも連携して取り組んでまいりた
いと考えておりますので、今後ともご
支援ご協力をお願い申し上げます。

例年、岡山県老人保健施設協会
の広報活動として出展しておりました
「介護サービス博覧会中四国～マッ
チングプラザ～」は、今般の新型コ

介護老人保健施設の在り方等に
関する検討会

担当理事／福嶋 啓祐

事務長部会
部会長／福嶋 啓祐

小田郡矢掛町矢掛2695番地2

矢掛町介護老人保健施設 たかつま荘

たかつま荘では月に1回料理活動を行っています。料理は
利用者様がこれまで慣れ親しんでいる作業で、皮をむいたり、
包丁で切ったり、味付けや盛り付けなどいろいろな工程があり、
みんなで協力しながら行っています。今では料理をすることが
少なくなった利用者様も久しぶりにする料理を楽しみにしてく
れています。春はいちご大福、夏は自分たちが育てた野菜を
使った夏野菜カレー、秋は芋ほりをしてスイートポテト、冬は
まぐろ・サーモン・たい・はまちの握り寿司など、これまでいろいろな料理を作ってきました。
そして、何より自分たちで作ったものを、みんなと一緒に食べると、自然に笑顔になっていて、
それを見ている職員も笑顔になります。今はコロナ禍で十分な活動はできていませんが、
感染対策など工夫しながら、以前のような活動を再開したいと思っています。

各施設の工夫した業務や特徴ある仕事内容などを紹介！

☁老人保健施設 白梅の丘
横田 美幸
［女／昭和３7年生］
③2022年4月に60歳の誕生日を迎える。
自分では、還暦、60年も生きてきた？な
んて思えなくて、まだまだ半人前で…若
い気分でいる。これからの人生も、何事
にも前向きに取り組んでいきたい。新し
い趣味、美味しい物を作る・食べる、ダ
イエット、新しい人との出逢いを作る、親
孝行をするなどなど。とにかく2022年、
健康でハッピーな年にします。
匿名希望
［女／昭和49年生］
③いろんな事に挑戦する。前向きに行
動し、多様な経験を積み重ね、成長して
いきたいです。
吉見 飛輝
［男／平成10年生］
②好きなことは、釣りです。コロナの影
響でなかなか海に行けないので、海釣
りをしたいと思っています。待つ時間が
長く、釣れない時もありますが、釣れた
時のブルブル感がたまらないぐらい好き
です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
☁介護老人保健施設 ケアガーデン津山
正信 晶浩
［男／平成10年生］
②私が好きなことは、愛車でドライブす
ることです。元々小さい頃から車が好き
で、両親の車に乗る時は決まって助手
席に乗り、いろいろな所へ連れて行って
もらいました。自身が免許を取得後は、
祖母が乗っていた車を譲り受けて、当
時住んでいた地元の様々なドライブス
ポットを巡りました。マニュアル車だった

ため一部の友人からは珍しくみられまし
た。それから数年後、両親の地元である
津山へ移住することになり、その時興味
のあったハイブリッドカーへ乗り換えま
した。一般的には当たり前なオートマ車
ですが、数年マニュアル車に乗っていた
自分からは「なんて楽なんだろう」と感
動してしまいました。しかし数年経つと
再びマニュアル車に乗りたい欲が出て
きて、どうしようか・・・と悩んでいた時、
ある動画サイトで「マニュアルならオート
マのような踏み間違いの事故は起きな
い。あとは何と言っても操ってる感覚が
車好きにはたまらない」と紹介されてい
るのを見て、これはマニュアル車に乗れ
るうちにもう一度乗ってみなくちゃ！と感
じ、気になっていた新型車へ思い切って
乗り換えました。初の新車で最初はす
ごく緊張しましたが、今では気軽にドラ
イブに行けるようになりました。再び手
に入れることができた希少なマニュアル
車なので大切に乗っていきます！
匿名希望
［女／平成10年生］
③去年、一昨年と断捨離をたくさんして
きました。今年はその分得られるものは
しっかり得たいと考えています。あまりに
も色々なものを捨てすぎて、収穫があり
ませんでした。よく考えてみれば、捨てす
ぎも程があるかと…。（笑）ですが、身の
回りにあるものを整理整頓することで自
分自身のことをしっかり把握でき、必要
なものと不必要なものの区別する判断
力も身に付いたような気がしています。
時には他人の意見も借りながら過ごし
ていました。あとは得るだけです。捨てた
空白を愛で埋め尽くしたいとこです。

（笑）
・・・・・・・・・・・・・・・・・
☁老人保健施設 倉敷藤戸荘
匿名希望
［女／平成10年生］
②私の今1番はまっているものは”スン
ドゥブチゲ”という韓国料理です！美味
しすぎてはまりすぎて、スンドゥブチゲ専
用の一人用鍋を買って週2のペースで
食べています。笑 スンドゥブチゲのいい
所は豆腐がメインの食べ物なので、たく
さん食べても太りにくい気がします！笑
　辛さで発汗作用もありますし、代謝も
良くなって体も温まります！この冬はス
ンドゥブチゲで温まって寒さを凌いで、
コロナに負けず健康第一で頑張りま
す！
・・・・・・・・・・・・・・・・・
☁介護老人保健施設 備中荘
匿名希望
［女／昭和37年生］
③福祉施設の看護師を始めて早や20
数年になりますが、もう還暦を迎える年
になりました。
日々忙しく、あっという間に過ぎたように
感じています。私の活力としては、お酒
を飲んで仕事の疲れをとるのですが、新
型コロナウイルス感染症の流行で、食
事会や飲み会等が全て無くなり残念で
なりません。来年こそは、コロナが終息
して以前の生活に戻れることを願ってい
ます。
匿名希望
［女／昭和49年生］
②私が好きなことは旅行、音楽、観劇等
の鑑賞でした。それらができなくなった
今、田舎時間を過ごすことが好きな時

間となっています。田舎の空気に触れ、
散歩をする。畑で土に触れ食物の成長
を楽しみ、思いやりのある地域の方々の
中で対話し、過ごすこと。人の温かさに
触れることが心身のリフレッシュになっ
ています。日々の生活の中で、改めて
様々なことへの感謝の気持ちを持つこ
とを感じられ、大切な時間、好きなことに
つながりました。
匿名希望
［女／昭和49年生］
③新しい年を迎えるたび、今年は何を
頑張ろうか。良い年になるといいな。と漠
然と考えていました。この歳になって体
力の低下や老眼に悩まされる日々です
が、月日が経つのを早く感じるようにな
りました。しかし、前向きな私できっと充
実した日々を過ごしているのだと思いま
す。2022年！ウォーキングから体力づく
りをし、そして利用者様が少しでも笑顔
で過ごせるよう、職場スタッフとチーム
ワークを大切に笑顔で頑張ります。
匿名希望
［女／昭和49年生］
①新型コロナウイルス感染症予防のた
め、制限された生活が続いています。コ
ロナ渦で良かったことは、数少ないです
が、オンラインでの研修や会議が増え
たことは、移動時間の節約になり助かり
ました。今後も、現地とオンラインのハイ
ブリッド型研修や会議は継続してもらえ
るとうれしいです。
匿名希望
［女／昭和49年生］
③体調を整えて健康に過ごせる年にし
たいです。やってみたいこともあきらめて
しまったりしていましたが、心惹かれるも
のや新しいことに挑戦していきたいです。
匿名希望
［女／昭和49年生］
③2022年は趣味を見つけ自分の時間
をもてるようにしたいと思います。
匿名希望
［女／昭和49年生］
③4回目の年女です。娘も年女なので、
寅年の孫欲しいな～2022年も元気に
働いて、楽しく過ごしたいです。
匿名希望
［男／昭和61年生］
①アフターコロナでも日常生活で、自分
の健康状態の確認や屋内に入った時、
食事前など様 な々場面で、こまめに石け

んを使用して手洗いやアルコールなど
で手指消毒をする事など、基本的な感
染対策を継続したいと思います。また、
咳やくしゃみがある場合は、咳エチケッ
トも取り組みたいと思います。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
☁介護老人保健施設 サンライフ倉敷
坪井
［女／平成10年生］
③2021年の私は乱気の年となりどこか
うまくいかない運気の停滞した1年でし
た。9月生まれ寅年の私は年女というこ
ともあり「裏運気の年」に入る2022年。
何事にも失敗を恐れず挑戦する1年に
したいです。介護の仕事をしているとな
かなか自分のしたいことに時間を使うの
は難しいですが、その中でも大好きな動
物とふれあう時間をつくったり趣味のハ
ンドメイドに挑戦したりしたいです。挑戦
する中で、学ぶ機会をもちそれを成長の
きっかけにしていきたいです。いらない
プライドは捨てる。明るい未来を想像し
て自分の「好き」を伸ばす1年に‼
匿名希望
［女／平成10年生］
②好きなことは旅行です。国内や海外
どちらも行きますが行き先は大体、同じ
ところによく行きます。家族や友人と行
くこともありますが1人で旅行するのも
好きです。どちらも違った楽しさがあり
ます。でも旅行に行く前と旅行中は楽し
さとワクワクがありますが帰ってくると
楽しいのが終わり名残惜しいです。今
はコロナ禍で行くことができませんがま
た旅行ができる日常になって欲しいで
す。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
☁老人保健施設 ひだまり苑
大田 剛
［男／平成10年生］
③2022年は丁寧な字を書く1年にしま
す！日頃より記録や報告書などで字を
書くことがありますが、忙しさのあまりつ
いつい字が汚かったり、誤字脱字が
あったりしてしまいます。「字は体を表
す」という言葉があるように雑な字を書
いていると、字だけでなく日頃のケアま
で雑になってしまうかもしれません。「た
かが字、されど字」のつもりで丁寧に書
き、日頃のケアもしっかりと丁寧なケア
を心がけていきたいと思います。
藤森 咲弥

［女／平成10年生］
②私の好きなものは一人で過ごすおう
ち時間です。
昨今のコロナ禍でStay homeが叫ばれ
ていますが、元来内向的でインドア派の
私からするとその風潮はむしろありがた
かったです。ひとりで普段作らない料理
に挑戦してみたり、絵を描いてみたり、ク
ローゼットを漁ってひとりファッション
ショーをしてみたり・・・。楽しみ方はごま
んとあります。中でも好きなのは、良く晴
れた日の昼下がりに窓から入る川風を
感じながら自分のベッド上でウトウトす
る事です。まるで貴婦人のバカンスのよ
うな気分を味わえますよ。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
☁老人保健施設 くろかみ
テイラー 早
［女／昭和61年生］
①コロナ禍で家族や友人に会うことが
できない日々が続いています。仕事では
研修が自宅で受講できたり、会議がオ
ンラインでできたり、小さい子供がいる
私にとっては時間の負担が少なく、家族
との時間に影響が少なく助かりました。
プライベートでは遠くにいる友達やカナ
ダにいる主人の家族とも手軽にテレビ
電話を行うようになり、生活の一部に
なっているように思います。今後も様々
な場面の選択肢としてオンラインがあ
ればと思います。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
☁介護老人保健施設 ナーシングホーム大樹
Mr.OK
［男／昭和61年生］
①2020年より発生した新型コロナ禍
の中で、自由に動けない事を良い事に
食生活は荒れ、気が付けば今年の夏ま
でに腹は出てしまい過去最高クラスに
太ってしまいました。これではいけないと
一念発起し、8月から3か月で14kgの減
量に成功しました。アラフォーに突入し
てからは気を抜くとすぐに太ってしまう
ため、シックスパックになることを目標に
2022年も継続して体重維持に努めて
いこうと思います。

K.M
［女／昭和61年生］
①現在、感染者数は減少傾向ですが、
勤務中「コロちゃんまだおるんかな」「あ
の人（コロナ）おるから外出れんのんか

な」と利用者様から何度も聞きました。
いつまでに終息するという返事はでき
ず、その時の状況を伝える事しかできな
い現状に私自身もスッキリしない気持ち
でした。世間では様々なオンライン化が
進んでいますが、やはり直接対話をする
事での安心感は大きいと思います。ワク
チン接種証明書提示での家族面会は
開始したばかり。少しずつ緩和に向け
た取り組みが実現して欲しいです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
☁介護老人保健施設 ゆうあい
のんちゃん
［女／昭和61年生］
③私には4人の子供（長男11歳、次男9
歳、長女5歳、三男2歳）がいます。
長男と次男はスポ少でサッカーをしてい
ます。次年度には長女が小学生に上が
るので長女もサッカー部へ入部する予
定です。2022年度は小学生組が3人に
なるのでより一層活躍してもらい全試合
勝利を目指す！！三男はまだ未就学児
の為、サッカー部に入部することはでき
ませんが、ドリブルなどの足技ができる
のでもっと足技を増やしていきサッカー
が上手な子になってほしいです。
RIO
［女／昭和49年生］
③2022年飛躍の年にします！高齢者福
祉に貢献したいという思いで介護職に
就き、4月で28年目になります。老健の

仕事にやりがいを感じる中、昨年から通
所リハビリへ異動になり毎日奮闘し自
問自答しながら2年目を迎えました。通
所は在宅に直結した関わりが持てます。
ご利用者やご家族の支えとなり住み慣
れた自宅での生活が継続できるように
支援していきたいと思います。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
☁介護老人保健施設 いるかの家リハビリテーションセンター
まだまだ走り回る71歳
［女／昭和25年］
②、③寄島の牡蠣が美味しくて大好き
です。2022年も利用者の笑顔を糧に現
場で働くこと。4月で5年目を迎える、ジ
ムでの運動。その為にも、コロナに負け
ず、体調管理、自己管理に心がけて、
2022年、寅年を乗り切ります。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
☁老人福祉施設 虹
R新幹線
［男／昭和61年生］
②、③はじめまして、R新幹線と申します。
来年、年男となるみたいですが、好きな
趣味について、語りたいと思います。ペ
ンネームでわかる通り新幹線が好きで、
主に鉄道模型を集めていますが、模型
だけではなく、鉄道博物館に行ったり、
実車にも乗ってみたりします。　
昨年から続くコロナ禍の影響で、どこか
に行くことは自粛していますが、自粛し
ている中で、インターネットを使い動画

や写真等を見ている内に、行きたいとこ
ろは増えてしまいました。来年はどこか
に行けるような1年になったらと願いた
いです。
匿名希望
［女／昭和61年生］
③「2022年は笑顔の多い年にしま
す！」４月に３人目の出産を控えています。
コロナ禍出産と３人という未知の世界
…不安しかありません！なかなか身動き
のとりにくい世の中ですが、少しは外で
息抜きができるのかな…と期待しつつ、
子どもと楽しい毎日を過ごしたいです。
精神的・肉体的にも鍛えられる１年にな
りそうです！
オンミー
［女／昭和３７年生］
②幼少期は車に酔いやすく旅行に行く
ことが苦痛でした。修学旅行で遠くに行
く時も、近場にバスで行く時でもナイロ
ン袋は必需品でした、
大阪で就職した会社には旅行が大好
きなお局様がいました。旅行の計画を
立てていろいろなところに皆を連れて
行ってくれました。佐渡島ではタライ船
に乗ったり、沖縄でドラゴンフルーツを
食べたり、シンガポールで危うく偽ブラ
ンド品を買わされそうになったりしまし
たが、マーライオンとナイトサファリはと
ても素敵な思い出として心に残っていま
す。

年男・年女アンケート

虎視眈々
ロナウイルス感染症拡大により、リ
アル博覧会の開催はもとより団体等、
関係の皆様のご満足をいただける企
画運営が難しいと判断されたため本
年度の開催は中止となりました。
また、「おかやま介護フェア」への
出展は、オンラインでの縮小された
開催であったため、岡山県老人保健
施設協会としての参加はありません
でした。
なお、年２回の「老健おかやま」発
行は継続し、編集委員会はオンライ
ンを使用して開催致しました。会員
の皆さまにはアンケートや施設自慢
等ご協力いただきありがとうございま
す。今後も皆さまのご期待にお応え
できるような広報誌にしていきたいと
思いますので、ご提案・ご要望等ご
ざいましたら、広報担当までお寄せ
ください。
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倉敷市串田660番地

介護老人保健施設 倉敷あいあいえん

例年、文化の日前後でイベントを設けている施設は多いことと思います。倉敷あいあいえんでもこれまでに、利用者様
による演奏会、カラオケ大会、理事長ヴォーカルによる職員バンド生演奏、ボランティアによるヴァイオリン演奏、バレエ鑑賞、
マジックショーなどいろいろ行ってきましたが、コロナ禍でここ２年はそのようなイベント開催を自粛しています。
そんな中でも、利用者様による文化的作品
展示だけは、欠かさず行えています。書道、
手芸、絵手紙、陶芸、木目込みなどの作品を、
廊下や広場に期間限定で展示しています。目
玉作品は、大きさが壁一面、天井まで届く、
巨大モザイクアートです。リハビリスタッフ主
導で下絵を作り、老健施設、デイケア・デイサー
ビス、グループホームなど全ての関連施設利
用者様が協力して小さな丸いシールを貼って
いき、2ヶ月ほどの期間で完成しました。今年
のテーマは『富士と桜』。富士山をバックに満
開の桜が壮大なスケールで描かれています。
私たち医療・介護施設でも、感染対策が

十分であればどのようなイベントを開催しても
大丈夫、面会も大丈夫、そのような状況にな
ることを、切にお祈り申し上げます。

各施設の工夫した業務や特徴ある仕事内容などを紹介！

近年、豪雨・地震災害が発生しており、老健においてもBCP（事業継続計画）策定や

それに伴う研修会・防災訓練の実施が義務化され、介護現場でも災害の対応について

考える機会が多くなっています。例えば、停電時の対策として非常用自家発電装置が挙

げられますが、今回は送迎車・社用車を非常用電源として活用する停電対策の一例を紹

介します。

自施設もそうですが、現在購入している送迎車・社用車は軽自動車や大型の普通自動

車などのガソリン車がメインとなっており、電動車は予算の都合からも敬遠されている施

設が多いと思います。また、非常用自家発電装置が法人内に1台のみであることで供給

電力が少ない場合、予備の電力供給が必要となってきます。今回は防災の観点から電

動車の利点をご紹介していきます。

一般的なガソリン車でもシガーソケットに変換器を付けるとコンセント対応にできますが

対応ワット数が低かったり、シガーソケットのヒューズが切れたりとリスクもあるため使用

には注意が必要となっており、安定した電力供給は電動車の装備を活用することが望まし

いです。現在、各社から販売されている電動車の中でも、コンセントが装備してあるモデ

ルやオプションで取り付けができるモデルがあり、導入することで容易に電力を供給する

ことができます。また、電気自動車やプラグインハイブリッド車の付属設備として“V2H”

というものがあります。これは普段コンセントから電気を引いて充電スタンドとして使用し、

必要時には電気自動車からコンセントへの給電及び蓄電池として活用することができる設

備です。

電動車の中にはハイブリッド車（HV）・プラグインハイブリッド車（PHV）・電気自動車

（EV）・燃料電池自動車（FCV）があり、施設が現在行っている停電対策や停電時にど

れだけの電力が必要なのかを調べて相性の良い設備を導入することで災害時の備えをし

ておくことが必要となっています。ハイブリッド車はガソリンから発電することが可能ですが、

V2Hとの互換性が無いため、家庭用のポータブル電源等を用意する必要がありますが、

非常用自家発電装置等が全くない場合はV2H及び電気自動車やプラグインハイブリッド

車を導入し非常用電源として使用するのも有効ではないでしょうか。

最後に、経済産業省 自動車課にて「災害時における電動車の活用促進マニュアル」

が作成されており、詳しいハイブリッド車や電気自動車の違いや搭載設備、使用時の注

意事項が記載されていますので参照してみてください。

災害時電力供給 電動車（HV, PHV,EV, FCV）

老健の未来
～ The future of ROKEN ～

第6回

今年度も昨年度同様、新型コロナ
ウイルス感染症の影響で、例年通り
の活動が行えていない状況が続いて
います。通常であれば、5月に学術
委員会の役員総会を開催し、新旧役
員の紹介及び活動内容の引き継ぎ等
を行い、今年度の活動をスタートさ
せています。
昨年は役員総会を行う予定でした
が、開催直前に感染拡大のため中
止しました。また、毎年10月に開催
しております「岡山県介護老人保健
施設大会」の開催も役員総会と同様
の理由で中止しました。
昨年度、唯一開催した研修会が「職
員合同研修会」です。今年度は介護
報酬改定がありました。どこの施設
も制度改定についてはとても関心が
高く、他の研修会に比べ、多くの方
が参加されます。是が非でも開催し
たいと思い、ＷＥＢセミナーで開催しま
した。
令和3年3月、岡山県医師会館 三
木記念ホールにて開催し、講師は岡
山県保健福祉部　参与 則安俊昭 先
生、日本医師会 常務理事　江澤和
彦 先生、岡山県介護支援専門員協
会 会長　堀部徹 先生にお願いしま
した。今回は始めに岡山県内の新型
コロナウイルス感染症の現状と今後
の対策について則安参与にお話しい
ただき、新型コロナウイルス感染症
について、正しい情報や今後個人と
して、施設として、どうしていけば良
いか等、多くのことを学びました。
次に江澤先生と堀部先生に制度改定
について、実際に制度改定後施設と
しては、どう対応していけば良いか
等を詳しく分かりやすく教えていただ
きました。参加された方々からのアン
ケートからも、「毎回ですが、本当に

分かりやすく、多くのことを教えてい
ただけるので、本当に参加して良かっ
たです。今後の方向性が明確になり
ました。」といった意見が多く聞かれ、
すぐに施設に持ち帰って対策につな
がる内容であったことが伺えました。
令和3年度の活動も冒頭に記載し
た通り、新型コロナウイルス感染症
の影響で通常の日程で開催すること
ができませんでした。昨年同様、「岡
山県介護老人保健施設大会」は中止
しました。例年5月に開催している役
員総会を10月に延期し、初の試みと
してＷＥＢにて開催しました。会場に
学術委員会事務局本部、支部の役
員が参加し、他の役員の方はＷＥＢ
にて45施設52名が参加されました。
電波状況や音声の精度等、ＷＥＢなら
ではの懸念が多くありましたが、大
きな問題はなく、無事役員会を開催
することができました。
今年度の活動として令和4年2月25

日（金）「職員合同研修会」を開催予
定です。新型コロナウイルス感染症
の流行状況をみながら、準備を進め
ていくことになりますが、ハイブリッ
ドでの開催を予定。今後も「ＷＩＴＨ
コロナ」の状況は続いていくと思いま
す。研修内容は徹底的に「新型コロ
ナウイルス感染症」について学ぶ機
会を計画中です。是非多くの方にご
参加いただき、今後正しい知識のも
とコロナウイルス感染症としっかり向
き合っていただければと思います。
研修内容等、詳細に決定しました

ら、できる限り早く皆さまにお知らせ
いたしますので、今後も岡山県老人
保健施設協会 学術委員会の活動へ
のご参加、ご協力をよろしくお願い申
し上げます。

令和2年4月1日より委員会が再編
され、災害対策委員会、リスクマネ
ジメント委員会、法務委員会の3委
員会を統合して危機管理委員会とし、
それぞれの委員会は部会となりまし
た。また所属施設も変更されました。
新型コロナウイルス感染症の影響
により、部会活動が行なえない状況
となり、今年度の活動報告はありま
せん。
皆様の貴重なご意見を今後の活動
に生かしていきたいと考えています
ので、ご意見、ご要望等がありまし
たらご連絡いただければと思います。
よろしくお願いいたします。

新型コロナウイルスの影響により、
感染防止の観点から検討会の開催
を見合わせておりました。
新年度は感染状況により、ＷＥＢを
活用した検討会の実施、感染対策を
行った上での開催を視野に準備して
参ります。

令和３年は以下のアンケートを実
施させて頂きました。これまでは、ＦＡ
Ｘを用いたアンケートでございました
が、ＷＥＢアンケートフォームを活用す
ることによりアンケート配信から結果
のまとめまでがスピーディーに行う事
ができました。
■令和３年２月　科学的介護情報シ
ステム（LIFE）導入意向調査

■令和３年５月　新型コロナワクチン
接種状況について

■令和３年８月　濃厚接触者に対す
る短期入所サービス受入れについ
て
頂いたアンケート結果は、各施設
様へ報告すると共に、理事会での検
討資料、行政などへの説明資料とし
てありがたく活用させて頂いておりま
す。
各施設の皆様におかれましては通
常業務でご多用にも関わらず、アン
ケートにご協力下さり誠にありがとう
ございます。この場をお借りして深く
御礼申し上げます。

各団体からの働きかけの結果、令
和3年度の介護報酬の改定率は
0.70％（新型コロナウイルス感染症
に対応するための特例含む）で、プ
ラス改定となりました。
次の報酬改定にむけて、引き続き

政治・行政への提言や要望、各党
の行うヒアリングに積極的に参加し
活動して参ります。
また、このたびの第49回衆議院議
員選挙につきましては、推薦候補者
へ多大なるご支援をいただき、誠に
有難うございました。皆様のご厚情
を心より御礼申し上げます。
私ども老人保健施設にとって、新
型コロナウイルス感染症対策、介護
人材確保、控除対象外消費税問題
等取り組むべき課題は山積しており
ます。これらの問題の解決に向け、
皆様とも連携して取り組んでまいりた
いと考えておりますので、今後ともご
支援ご協力をお願い申し上げます。

例年、岡山県老人保健施設協会
の広報活動として出展しておりました
「介護サービス博覧会中四国～マッ
チングプラザ～」は、今般の新型コ

政策広報委員会（政策）
担当理事／福嶋 啓祐
担当理事／岩藤 知義

ロナウイルス感染症拡大により、リ
アル博覧会の開催はもとより団体等、
関係の皆様のご満足をいただける企
画運営が難しいと判断されたため本
年度の開催は中止となりました。
また、「おかやま介護フェア」への
出展は、オンラインでの縮小された
開催であったため、岡山県老人保健
施設協会としての参加はありません
でした。
なお、年２回の「老健おかやま」発
行は継続し、編集委員会はオンライ
ンを使用して開催致しました。会員
の皆さまにはアンケートや施設自慢
等ご協力いただきありがとうございま
す。今後も皆さまのご期待にお応え
できるような広報誌にしていきたいと
思いますので、ご提案・ご要望等ご
ざいましたら、広報担当までお寄せ
ください。

政策広報委員会（広報）
担当理事／藤本 宗平
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