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 支援姿勢 
  

  ①怒らない（声をあらげない） 

    注意しない工夫をしよう 

  ②伝える工夫をしよう 

  ③ルールにとらわれすぎないようにしよう 

  

  

 支援のふりかえり（自己点検） 
  

  ・（今の支援は）自分には能力があると 

                   感じてもらえたか 

  ・（支援者と）私は仲間だと感じてもらえたか 

 

 

 支援の目標 
  

  ・自立する 

  ・社会と調和して暮らせる 
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はじめに  

 

昨今、虐待や人権について考える機会が増

えてきた。つまり、それは利用者さん主体の

支援がまだまだ行き届いていないということ

になるのかもしれない。利用者さんが望む支

援と支援者が良いと思う支援の間には開きが

ある。そのはざまを縮めることが今、私たち

には求められているのだろう。  

 

考察  

 

2012 年 10 月に虐待防止法が施行され、そ

れ以降、厚生労働省が毎年「障害者虐待防止

に関する法律」に基づく対応状況等に関する

調査結果報告書というのをまとめて発表して

いる。この報告によると、加害職員の年齢は

年長者の方が多くなっていることがわかる。

つまり若い職員の手本となる年長の職員が、

利用者さんに対する不適切な言葉使いや利用

者さんの意思を無視した接し方などを日常的

におこなっているのではないかと推測をする。

よって、虐待が事業所の中で黙認され、その

接し方が若い世代に受け継がれてしまってい

るのではないだろうか。（参照  図１）  

 

2003 年４月に措置から契約に変わった。そ

の時、私たちは手続きが複雑になることばか

りに目を向け、自分たちの意識、支援も見直

さなければいけないということに気がついて

いなかった。措置の時代、私たちは「利用者

さんのため」と、多くのことを職員主導で決

めてそれを提供してきた。利用者さんにとっ

てそうした方が良いと判断をしていた。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外出行事を例にあげると、利用者さんの中

には外出を拒む方がいる。その時、私たちは、

行けば楽しいからと半ば強引に連れて行って

いた。外出は誰もが楽しいものだという前提

で活動をしていた。しかし、利用者さんの中

には外出より、通常の活動をしていた方が心

地良い方もいる。そして、職員主導でやらな

ければ活動なんて維持できないという思いも

職員には強くある。この部分は今でもまだ根

強く残っているだろう。  

 

ゆえに利用者さんが望む活動と、職員がや

りたい活動に差異が生じることになり、その

改善が今後取り組まなければならない課題と

なっている。  

 

まとめ  

 

クローバー（深谷）の事務室には休み時間

になるとたくさんの利用者さんがやってくる。

それを事務室には珍しい物や電子機器がある

からとか、本部職員が相手してくれるから楽

しいのだろうと結論付けてしまうと大事なこ

とを見落としたことになる。  

 

事務室に顔を出してくれる利用者さんには

それぞれ目的がある。日常の活動として生産

的な活動をすることだけでは満たされないも

のがあり事務室にやってくる。そう考えると

事務室に来てくれる利用者さんからは面談で

は聞き取れない希望をくみとるチャンスだと

考えることができる。例えば、利用者さんは

ふざけて遊ぶより、何か支援をしてもらうよ

り、話を聴いて欲しい、話に付き合って欲し

いということがうかがえる。顔を出してくれ

る彼らに感謝し、その期待に応えていきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉法人クローバー2018 年度事業計画（案） 

利用者さんが望むことを探す 

社会福祉法人クローバー 理事長 髙橋良壽 

（図１）障害者施設における加害職員の年齢  

 

厚労省「障害者虐待防止に関す

る法律」に基づく対応状況等に

関する調査結果報告書より抜粋

（単位：人）  
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実施予定事業 

 

 ◎取り組み  

 

・第三者委員の強化 

  前年度、仕組みの見直しを行った。今年度はその見直し通り、定期的な取組を実施す 

  る。 

・運営協議会の開催 

  前年度は一回のみの開催となってしまった。今年度は定期開催し、地域のニーズ把握 

  と課題解決に努める。 

・意識調査 

  利用者ならびにご家族のニーズ調査を行う。あわせて職員にも支援センターのモニタ 

  ーリストを活用した意識調査を行い、利用者と職員、運営の意識のずれを解消する。 

 

 ◎事業  

 

・始業式・入社式  2017 年 04 月 04 日（水） 午前 戸塚区役所３階多目的ホール  

・職員総会  

・全体研修  

  案：障がい分野だけではなく、高齢，児童等の福祉分野と共同で『支援』の本来の目  

的等について学ぶ  

・全体保護者会（年一回） 各事業所，各グループにおいてはこの他に２回程度  

 

 ◎外部機関との定期会議  

 

 ・戸塚区社会福祉協議会 関係 

   障がい分科会，地域とつながる連絡会，移動情報センター推進員会  

 ・自立支援協議会  

   地域啓発分科会，地域を創る分科会，リスク対応分科会  

   通所状況等に関する情報交換会，ＧＨ連絡会（事務局担当）  
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相談支援事業所 マロン 事業計画（案） 

１．主旨 

  障害福祉サービスは多くのメニューから選択できるようになり、利用者のニーズも以前

に比べて多様化してきています。利用者の多様な希望を実現するためには、一事業所にお

けるひとつのサービスだけでは不十分であり、希望や課題に合わせてサービスを選択する

ことが必要になります。今までは、主に関わりのある事業所が自分たちの中で問題を解決

しなければならないという視点になりがちでした。しかし、ニーズが多様化している現代

においては、俯瞰的な視点を持ち、多面的に支援をしなければ利用者の希望を実現するこ

とは難しくなってきています。その課題を解決するために、相談支援事業所の相談支援専

門員がいて、「サービス等利用計画」があることにより、複数の事業所が情報を共有し、

同じ目的で一体的な支援をすることができるようになることから、社会福祉法人クローバ

ーにおいても相談支援事業を以下の内容にて取り組みます。 

 

 

２．事業内容 

 2.1 計画相談支援の目的 

  利用者の希望や目標を聴き取り、その希望や目標を実現するための課題や必要な社会

資源などを明確にしたプランを作成する。そのプランをご本人および関係する専門機

関等のすべての支援者が共有し、同じ目標に向かって支援を実施する。 

 

2.2 事業所の概要 

  事業所名／相談支援事業所 マロン 

  所在地／〒245-0067 横浜市戸塚区深谷町８２６－１ 

  電話・ＦＡＸ／045-392-6926（☎），045-392-6927（📠） 

  開所日および開所時間／火，木（祝祭日のぞく） 10:00～15:00 

  職員／管理者・髙橋良壽，専門相談員・川端亜希子 

 

2.3 業務内容 

（１）基本相談：障がい者等の相談に応じ、必要な情報提供や助言を行う。 

（２）サービス利用支援：丁寧にアセスメントを行い、サービス等利用計画の作成を行う。 

（３）継続サービス利用支援：サービス等利用計画が適正であるかの見直しを行う。 

初年度は２４名程度の受け入れを目指し、サービス等利用計画の作成と、モニタリング 

を行う。 

 ただし、管理者、専門相談員ともに、当法人のグループホーム職員を兼務する関係上、 

 当法人のグループホーム利用者の利用は認められていない。 

 

 

３．まとめ 

 計画相談を実施することで、今まで以上に他機関とつながることができます。それは当法

人の他の事業にとっても大変有意義なことであると思っています。一事業として経営する

ことはとても難しいですが、当法人で働く職員にとっても良い刺激となり勉強の機会にも

なることから、積極的にこの事業に取り組んでいきたいと思っています。 

 

 

         作成：管理者・髙橋良壽 

            専門相談員・川端亜希子 
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事業所名 生活介護事業所クローバー，従たる事業所Ｂｅｇｉｎ 

作成者 クローバー リーダー宮川貴子，リーダー鈴木優梨，荻津聡  

従たる事業所 Ｂｅｇｉｎ 施設長 海老原克憲 

実施形態 ・クローバー 

 一つの事業所を２グループに分ける。一つのグループは創作活動と受注 

 活動、もう一つのグループはお菓子作りと受注活動とする。 

・クローバー（Ｂｅｇｉｎ） 

 横浜市健康福祉局からの指導もあり、あらためていとぐるまとの合同を 

 なくし、スペース等すべて２階部分で実施する。 

提案内容 1. 利用者の状況 

(1）  利用開始・退所 

 クローバー 4 月 1 日 女性 1 名利用開始予定 

合計 20 名（男性 13 名、女性 7 名） 

 Ｂｅｇｉｎ 

合計 8 名（男性 5 名、女性 3 名） 

 ※生活介護全体の利用者 合計 28 名 

 

2. 活動の状況 

(1）  工賃収入につながるプログラム 

①  クローバー 

【受注作業】 

メール便（書類搬送業務）、地域情報誌ぱど（ポスティング） 

クロネコＤＭ便（ポスティング） 

釜寅（宅配用セットづくり）、銀のさら（チラシはさみ） 

シンオー（箱組立他） 

【製菓作業】製菓製造・販売 

【創作活動】天然石・ガラスビーズ製品作成・販売、 

      カレンダー作成・販売 

②  Ｂｅｇｉｎ 

製パン・クッキー（店舗販売・外注）、ビーズアクセサリー 

 

(2）  生活プログラム 

①  クローバー深谷 

  買物（食材や日用品、製菓の材料や備品）、プール、音楽鑑賞 

  洗濯、施設内の環境整備、地域清掃 

②  Ｂｅｇｉｎ 

絵画、買物、地域清掃 
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(3）  地域との関わり 

①  クローバー深谷 

・地域のイベントに参加・出店 

・高齢者施設での販売を通しての交流 

・地域清掃（施設周辺） 

②  Ｂｅｇｉｎ 

・パンの外注販売（ＹＭＣＡ学童クラブ） 

・中区寿町総合労働福祉会館図書室に絵画作品を常設展示。 

 

(4）  社会貢献的な取組 

①  クローバー 

・深谷地区の情報誌ぱど配布やＤＭ便配達、地域清掃をしながら地 

域の方に挨拶をすることで防犯に貢献していく。 

・災害時の地域住民受け入れ態勢と備蓄品配布の準備 

②  Ｂｅｇｉｎ 

・隣接する公園での美化活動（ゴミ拾い・分別作業） 

・災害時の地域の要援護者の一時的な受け入れ 

 

(5）  行事 

① クローバー 

 ・新メンバー歓迎会、旅行、クリスマス会、初詣、忘年度会など  

② Ｂｅｇｉｎ 

 ・旅行、クリスマス会、パン工房見学など 

 

(6）  防災 

①  クローバー 

横浜市民防災センター見学（災害体験・消火器訓練）、各避難所（広 

域、地域防災拠点、いっとき）への避難訓練などを予定。 

クローバー全体または各グループで実施する。 

②  Ｂｅｇｉｎ 

地域防災拠点への避難訓練、2 階から 1 階に降りる訓練（傷病人の搬 

送）などを予定。前期と後期で訓練実施曜日を変えて、職員が年間を 

通して公平に参加できるようにする。 

 

3. 会議、研修 

(1）  メンバー会議 

①  クローバー 

・製菓の製造方法、作業環境、取り組み方、販売方法をよりよくす  

 るための聞き取りや意見交換                                                                                                                             
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・創作新製品開発、作業環境、取り組み方、販売方法をよりよくする 

 ための聞き取りや意見交換 

・作業の取り組みへの各メンバーの満足度調査 

・行事内容の希望の聞き取りや意見交換 

②  Ｂｅｇｉｎ 

・行事等年間計画の見直しと確認 

・昼食メニューの見直し 

 

(2）  研修 

①  クローバー 

・スキルアップにつながる研修への参加 

②  Ｂｅｇｉｎ 

・メンタルヘルスケア研修、ファシリテーション研修 

 

4. その他 

(1）  看護師に相談したいこと 

①  クローバー 

・巡回は第２水曜日 

・利用者や家族からの健康に関する相談 

・普段の活動の様子から健康面で気になる点を相談 

・各利用者の健康診断の結果をもとにアドバイスをしてもらう 

②  Ｂｅｇｉｎ 

・高齢化に伴う配慮 

・服薬内容の確認、心療内科受診の検討他 

 

(2) 自主的な改善点 

①  クローバー 

  ・製菓作業の効率化のための備品購入 

  ・創作製品作成の効率化のための備品購入 

 

②  Ｂｅｇｉｎ 

・更衣室の段差解消工事の実施 

・公用車の購入（利用者の増員等で検討中） 

 

(3）  その他 

①  クローバー 

 ・創作活動に取り組んでいる他事業所の見学 

 ・製菓担当利用者・職員の検便を実施 

 ・受注活動に取り組んでいる他事業の見学（働くことを学ぶ） 
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②  Ｂｅｇｉｎ 

・製パン・製菓作業に取り組んでいる他事業所の見学、試食等 

・製パン・製菓担当利用者・職員の検便を実施 

 

5. まとめ 

①  クローバー 

   ・昨年度は地域のイベントやお祭りへの出店、養護学校での出張

販売などをとおして、メンバーの皆様に販売の活動に参加して

いただくことができました。「楽しかった」「またやりたい」と

の声が多く聞かれ、満足度も高かったように感じます。2018 年

度も引き続きこのような機会をつくり、メンバーの皆様の楽し

みややりがいにつなげていきたいと考えています。 

   ・昨年度からビーズ製品やカレンダーの販売を行うことができ、

2018 年度はさらに年間を通して、販売や活動の取組み方に目を

向けて活動する一年にしたい。また、販売を通して人との出会

いや繋がりを大切にしていきたいと考えています。 

 

②  Ｂｅｇｉｎ 

昨年度より販売開始したメロンパンとあんぱんが好評で、即日完売の

日が増え、メンバーの励みになっています。ビーズ作業も環境が整い、

商品のバラエティを増やしていくのが、今後の課題です。 

また、メンバーの受入れを積極的におこなっていきます。 
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事業所名 地域活動支援センター いとぐるま 

作成者 施設長 泉 和真 

提案内容 1. 利用者の状況 

(1）  利用開始・退所 

4 月 1 日男性１名利用開始。合計 13 名（男性 9 名、女性 4 名） 

 

2. 活動の状況 

(1）  工賃収入につながるプログラム 

機織り、受注作業（岩塩封入作業、パンフレット封入作業） 

はがき作り 

 

(2）  生活プログラム（創作活動、買物、調理等） 

私プログラム（利用者希望プログラム）、買物、音楽活動 

園芸活動（夏季・冬季で季節の花を育てる） 

運動（公園のウォーキング・サッカー・ボールパスなど） 

 

(3）  地域との関わり 

フリースペース（作品展示や接客） 

美化活動（あおぞら公園を中心に、施設周辺の地域清掃） 

 

(4）  社会貢献的な取組 

・ペットボトルキャプと使用済み切手を回収し、途上国にワクチン 

などを送る事業に協力。 

  ・ＡＥＤ（自動体外式除細動器）設置の情報を公開し、地域に向けて

緊急時に使用協力をしていることを周知する。 

 

(5）  行事 

一泊旅行、日帰り外出、機織施設見学、喫茶外出、 

戸塚教会バザー、クリスマス会、初詣 

 

(6）  防災訓練 

消防署立ち合いの消化訓練、防災食を使用した訓練。 

 

3. 会議、研修 

(1）  メンバー会議 

毎月の予定、私プログラムの内容、活動の振り返り（9 月・3 月） 
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 (2）  研修 

福祉制度に関する研修。 

いとぐるまの利用者、施設に関係した研修。 

 

4. その他 

(1）  看護師に相談したいこと 

健康診断の結果について、助言をいただく。 

 

(2）  自主的な改善点 

休憩室を利用者がリラックスできるように整備する。 

 

5. まとめ 

2018 年度は、生活介護から利用者 1 名がいとぐるまに移籍します。 

いとぐるまの機織作業にご興味があるため、今後も利用者それぞれに合

った作品つくりをご支援していきます。 

予定している行事については、メンバー会議で実施したい行事を利用者

から希望をおうかがいして決めました。中でも旅行の実施への利用者の

意思表示はとてもはっきりしていたため、利用者にとって旅行は、一年

で一番楽しみなイベントだという事を改めて感じました。利用者の気持

ちをくみ取る事をいつも大切にして、実現するために職員は何をすれば

いいのかを、いつも考えられるようにしていたいと思います。 

  2018 年度の秋で、名瀬町から上矢部町に移転して 10 年になります。 

10 年間で、たくさんの出会いや別れがあり、10 年前からいらっしゃる

利用者、スタッフは少なくなりました。この節目の 10 年を振り返り、

伝え、今後に生かしていける、記念の年にしていきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉法人クローバー 
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事業所名 共同生活援助ゆうきの里 

みんとの家、れもんの家、いちごの家、みかんの家 

作成者 みんとの家管理者 鎌田、れもんの家リーダー 松下 

いちごの家管理担当者 春田，北條、みかんの家主任 加藤 

提案内容 1. 利用者の状況 

(1）  利用開始・退所 

①  みんとの家 6 名（変更なし） 

②  れもんの家 6 名（変更なし） 

③  いちごの家 6 名（変更なし） 

④  みかんの家 6 名（変更なし） 

 

2. 支援の状況 

(1）  日々の支援で気をつけること 

①  みんとの家 

入居者の身体機能の低下に伴い、配慮すべき点や支援方法を職員間で

話し合い、現在の様子に合った支援を行っていく。 

ご家庭の事情で、宿泊を伴う帰省ができない入居者には、日帰り帰省

という形で対応していく。 

喫煙される入居者については、タバコの管理を支援させていただき、

ホームの内外を問わず不適切な場所では喫煙しないようにしていく。 

②  れもんの家 

入居者との日々の会話の中で、ご本人から不安なことや希望を聞き、

必要な場合には就寝前の落ち着いた時間に話をして、不安の解消を図

り、安心して生活できるように支援する。 

ガイド外出の行先や外出時購入予定の物品については、事前に職員と

話し合って決めていく。特に刃物等の危険物は不適切な使用をする恐

れがあることから、あらかじめ購入しないようにお願いし、外出後も

購入の有無についての確認を徹底していく。 

③  いちごの家 

会話や行動の中からご本人の希望を汲み取り、日々の支援・メンバー

会議での議題・ガイド外出の行先等に反映させていく。 

④  みかんの家 

自立心を育む支援を目標としているため、入居者の自発性を大切に

し、色々なことへ自らの意思で挑戦できる環境を整えていく。 

 

(2）  健康管理（食事を含む）で気をつけること 

①  みんとの家 

ガイドヘルパーとの外出に公園散歩等の運動を取り入れ、身体を動か

すことができるように工夫していく。 

食事については、偏食気味の方にもバランス良く召し上がっていただ
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けるよう、量や盛りつけに配慮する。 

②  れもんの家 

昼食や間食の内容をご本人から聞いたり、レシートでさりげなく確認

したりして、入居者の食生活を把握し、健康管理を考えていく。 

また、インフルエンザの予防接種や中高年の入居者にはがん検診の受

診を促していく。 

③  いちごの家 

外出の際に気候に合った服装をご本人と一緒に選び、季節の変わり目

に衣替えを行い、日頃から体調管理に配慮した支援に努める。 

感染予防のため、外出後は手洗い・うがいを行っていただくよう声掛

け・促しをしていく。 

④  みかんの家 

ガイド外出時に適度な運動を取り入れたり、体重の増減に合わせて主

食の量を調整したりするなど、無理せず健康を維持できるよう支援し

ていく。 

 

(3）  金銭管理で気をつけること 

①  みんとの家 

ガイド利用後は、現金計算書と現金の確認をご本人と一緒に行い、そ

の他の入出金については、帳簿に記載し現金との確認を必ず行う。 

②  れもんの家 

ガイド利用後は、現金計算書と現金の確認をご本人と一緒に行い、そ

の他の入出金については、帳簿に記載し現金との確認を必ず行う。 

③  いちごの家 

ガイド出発時に持って行く金額の確認と帰ホーム時の残金の確認を

ご本人と一緒に行うことで、お小遣いを扱うことへの慎重さを意識づ

けていただくよう今後も支援する。 

④  みかんの家 

金銭は全て金庫に入れて管理し、お小遣い帳と実際の残高にズレがあ

った場合は、すぐに気付き原因が調べられるよう複数の職員でチェッ

クしていく。 

 

3. 事業、会議、研修 

(1）  行事 

①  みんとの家 

旅行、夏のお楽しみ会、クリスマス会など 

②  れもんの家 

旅行、夏のお楽しみ会、クリスマス会など 

③  いちごの家 

旅行、夏のイベント、地域の盆踊り、クリスマス会など 

④  みかんの家 

旅行、夏のイベント、クリスマス会など 
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(2）  防災訓練 

①  みんとの家 

スプリンクラーの設置に伴い、入居者と使用上の注意を確認し、喫煙

者には喫煙場所以外での喫煙ができないことを伝えていく。 

炊き出し訓練では、非常災害時に入居者を支援しながらできる炊き出

しの方法を考えていく。 

②  れもんの家 

炊き出し訓練では、非常災害時に入居者を支援しながらできる炊き出

しの方法を考えていく。 

③  いちごの家 

入居者と一緒に防災備蓄品の補充、防災リュック内の整理を行い、

火災や震災時の避難手順・避難経路の確認をわかりやすく行い、防

災意識を高めていただく。 

④  みかんの家 

これまでに繰り返し行ってきた防災訓練でも、入居者の防災意識が下

がらないように、関心の持てる工夫を心掛ける。 

 

(3）  メンバー会議 

①  みんとの家 

 旅行について 

行先やどのようなことをして楽しみたいかを入居者の皆さんから聞

き取り、楽しいことを一緒に考えていく。 

②  れもんの家 

 旅行について 

行先やどのようなことをして楽しみたいかを入居者の皆さんから聞

き取り、楽しいことを一緒に考えていく。 

③  いちごの家 

 メンバー会議 

職員が議題を投げかけるのではなく、入居者の皆さんからグループホ

ームで生活しているうえでの要望や困りごとなど、議題となるものを

提案していただくことで、メンバー発信の“日常生活に密着した”会

議を行っていく。 

④  みかんの家 

 健康について 

入居者の皆さんが成人病に罹りやすい年齢になりましたので、改めて

健康について話し合い、バランスの良い食事・適度な運動などが重要

だということを伝えていく。 

 

(4）  研修 

①  みんとの家 未定 

②  れもんの家 未定 

③  いちごの家 未定 
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④  みかんの家 身体介助等の研修 

 

4. その他 

(1）  地域との関わり 

①  みんとの家   

ホーム周辺の清掃を実施 

②  れもんの家   

ホーム周辺の清掃を実施 

③  いちごの家 

地域の盆踊りに参加予定   

④  みかんの家  

災害時に連携がとれるよう地域の避難訓練に参加 

 

(2）  社会貢献的な取組 

①   みんとの家 未定 

②   れもんの家 未定 

③   いちごの家 未定 

④   みかんの家 地域行事の準備や片付けのお手伝い 

 

(3）  自主的な改善点 

①  みんとの家 

日頃からホーム内の美化に努め、修繕は計画的に実施する。 

②  れもんの家 

日頃からホーム内の美化に努め、修繕は計画的に実施する。 

③  いちごの家 

風鈴やハロウィンかぼちゃ、クリスマスツリーなど季節に合った飾り

物を共有スペースに飾ることで、ホーム内の雰囲気を明るく、また四

季を感じられるような環境作りに努めていく。 

誤薬・服薬忘れ防止に使用している薬ポケットを、より確認しやくす

るために改善する。 

④  みかんの家 

入居者の高齢化に合わせ、ホームの設備も入居者の年齢に合った使い

やすい物を揃えていく。 

 

(4）  その他 

①  みんとの家 特になし 

②  れもんの家 特になし 

③  いちごの家 特になし 

④  みかんの家 特になし 
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5. まとめ 

①  みんとの家 

入居者が中年期に入り、成人病等の健康管理が重要になってきました

ので、体重測定、検温等を継続していきます。 

②  れもんの家 

入居者が中年期に入り、成人病等の健康管理が重要になってきました

ので、特に健康診断で問題点を指摘された入居者の健康管理には人一

倍気遣い、普段の健康診断は素より成人病予防等を含め、入居者の皆

さんが抱える健康等について対応できるよう、今後とも体重測定や検

温等を継続して行います。 

③  いちごの家 

日々の生活やメンバー会議の場で職員主体とならぬよう、常に入居者

の声に耳を傾けていきます。入居者が悩んだり困ってしまったりして

いるときに手を差し伸べる際には、選択の視野を拡げられるような支

援を心掛けます。また、今後も入居者が自らの主張を声に出していけ

るよう温かい雰囲気づくりに努めます。 

④  みかんの家  

入居者がいつまでも安心して楽しく生活ができるように「健康」を第

一に考え支援していきたいと思います。また、各入居者の自立心を

尊重し、先回りして手や口を出さず、入居者さんが自分で出来るこ

とは見守るようにしていきたいです。 

 

社会福祉法人クローバー 
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