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平成27年度　社員総会のご報告

　平成28年３月19日：全理連ビル、3月25日：
足立区勤労福祉会館において平成 27 年度の
社員総会が開催されました。支店、施設の社
員 273名が出席する中、27 年度の振り返りと、 
28 年度の事業計画の説明がありました。
　初めに藤本代表取締役社長から、最近の介
護業界は大きな転換期を迎えており、大手異業
種企業の参入が相次ぎ競争が激化している中、
当社は中小企業として地道に力強く発展して行
きたいこと、景気回復基調の中、益々人材確保が困難になっているなど厳
しい経営環境について話されました。
　続いて、各担当部長から本年度の事業報告と平成 28 年度の事業計画が示
され、計画の達成に向けたプロセスが具体的に説明されました。
　また、平成 28 年度の品質目標を
　・中重度者や認知症高齢者への対応可能なスキルを習得する
　・ご利用者を増やし経営基盤を強化する
の 2点とし、社員一同決意を新たにしました。
　その後、支店は代々木、足立東、施設は西新井、本木の活動状況報告があり、
それぞれに工夫した取り組みが発表され、盛会裏に総会を終了しました。

レポート Report

藤田 泰代さん

日介センター杉並

足立東支店
・ 認定調査について
・虐待の事例について

代々木支店
訪問介護事業
の取り組み

ケアセンター西新井
～短時間を武器に～
充実西新井！

ケアセンター本木
デイサービス　　　
この1年を振り返って
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　日介ケアセンター花畑
　平成 28年 2月 13日（土）午後 2時からショート

ステイで「おやつレクリエーション」が行われまし

た。バレンタインデーの前日ということもあり、部

屋を楽しく装飾し、職員も仮装して、マシュマロや

フルーツの串をチョコレートソースにつけて食べる

チョコレートフォンデュパーティースタイルで行わ

れました。皆さんチョコレートフォンデュを食べる

と「あまくて美味しい」と大喜びしてくださいました。

ショートステイでは、昨年10月より「おやつレクリ

クリスマス会
＆忘年会

　日介センター竹の塚
　平成 27年 12月 1日より足立東支店・杉並支店の

福祉用具貸与・販売及び住宅改修事業を統合し、福

祉用具専門の支店として新たに竹の塚支店をオープ

ンいたしました。専門の支店をオープンするにあた

り、福祉用具専門相談員のレベルが向上するように

研修機会を多く設けてご利用者に満足頂ける用具の

提供を心がけております。

 　また、竹の塚地域以外のご利用者やケアマネ

ジャーのご要望にも迅速な対応ができるようにス

エーション」を開始し、ご利用者に好評いただい

ております。

　デイサービスでは、12月にクリスマス＆忘年会

を「フローラルガーデン」にて開催いたしました。

ここは披露宴やパーティー会場にもなるところで、

普段と違う雰囲気に皆さんお澄まし気味で、来年

も参加したいという声も多く大好評でした！

 このように、花畑では年間を通して季節感のある

イベントを開催しております。

タッフ全員で協力体制を整えております。「住み

慣れた地域でいつまでも生活したい」そんなご希

望を叶えるため、福祉用具や住宅改修以外にも快

適な生活空間づくりのお手伝いをしていきたいと

思っています。

おやつ
レクリエーション



日介センター杉並　
　平成28年 2月 12日（金）に、5支店による地域の連

携を図るための打ち合わせが開催されました。

　

　杉並地域にある各事業所間の連携をより高めサービス

の質の向上を図っていく事が目的です。各支店の支店長

はじめ担当者が参加し、総勢10数名による活気のある意

見交換や提案が行われました。

　支店間のサービス提供責任者（訪問介護の責任者）が

協力を深めていく事によって、ヘルパーが働きやすい地

域を実現し、スキルもアップしよう。くわえて成田東の

デイサービスにも地域で働くヘルパーや訪問介護の担当

者が入ることで安定したサービスが提供でき、また社員

間の交流が広がることはご利用者にとっても良いのでは

ないか等、活発な意見が交わされました。

　後日、デイサービスに入ったヘルパーや担当者からは

とても良い経験になった、新鮮な気持ちに成った等の声

が寄せられています。

　その他、昨年オープンした日介センター永福（訪問看

護ステーション）の看護師によるヘルパー向けの研修な

どを各支店で行っていきたい。ヘルパーからは、介護に

役立つ医療知識やこんな時はどうしたら？などの疑問に

答えてもらいたいなどの要望がでています。

　杉並区は地域包括支援センターを中心に事業者連携の

盛んな地域です。我々も同事業による連携だけでなく、

訪問看護やデイサービスと協力していく事で、　ご利用者

の生活を多方面から支援していけるように、この取り組

みを進めていきます。

レポート Report

　藤田泰代さんは、今年、104歳の誕

生日を迎えました。目黒支店のサービ

スをご利用いただき、6年が経った今

でも、元気な姿を私たちに見せて下さ

います。この機会に、次女の和代さん

に、いつも元気でおられる泰代さんの、

長生きの秘訣や日々の習慣についてお

伺いしました。

　「母は元々くよくよしないとても前

向きな性格で、好奇心・チャレンジ精

神ともに旺盛なのです。祖父に教わっ

たという西式健康法である金魚運動を

◆杉並、高円寺、永福、吉祥寺、成田東の連携◆

毎日行っていましたので、今でも背骨

が曲がることもなく、背筋がピンと伸

びています。また、食べ物は洋食が好

きで食べています。趣味も多く、絵画

や習字、海外旅行、俳句や短歌を詠む

など、100歳の誕生日には母が詠んだ

短歌集を作りました。元気の源は、活

発な母の前向きな気持ちではないかと

思います」

　いつまでもお元気でお過ごしいただ

けるよう、目黒支店社員一同サポート

して参ります。

長生き・健康の秘訣
日介センター目黒　藤田泰代さん（104歳）



1. アンケート概要
①実施対象　各支店・施設の全ご利用者
②実施期間　平成 27年 9月～ 11月
③回収率　　47.8％

2. 質問内容
①社員の言葉遣いや対応はいかがですか。
②相談や要望は言いやすいですか。
③現在のサービスに満足されていますか。

3. 集計結果
　支店施設合計で「満足（はい）」の回答が 90.5％
を超える結果となり、ヘル パーや職員に対して感
謝の言葉を多くいただきました。一方で、サービ
スについて個人差があるというご意見や支店では
訪問介護に対する個々の要望、施設では食事に対
する要望も多くいただきました。皆様からいただ
いたご意見ご要望を真摯に受け止め、ご利用者に
満足していただけるサービスを提供できるよう社
員一同努力して参ります。

日介センター
代々木　TEL  03-5333-1390   渋谷区代々木1-16-6  代々木コパン3階
蒲　田　TEL  03-5732-0085   大田区多摩川1-1-10 ライオンズマンション森田多摩川201号
足　立　TEL  03-5839-8355   足立区西新井1-38-18 コーラルコート1階
足立東　TEL  03-5851-3520   足立区竹の塚5-1-14
足立西　TEL  03-5845-3700   足立区西綾瀬2-7-9 西綾瀬プラザ101
杉　並　TEL  03-5301-8651   杉並区大宮1-3-12 ギャレリア杉並203号室
吉祥寺　TEL  0422-70-6905   武蔵野市吉祥寺南町2-29-10 三成参番館4階
目　黒　TEL  03-5794-6080   目黒区祐天寺2-16-1 倉方ビル103
豊　島　TEL  03-5917-4009   豊島区長崎1-28-23 Muse西池袋201
高円寺　TEL  03-5335-7801   杉並区成田東5-39-12 グローリーハイツ南阿佐ヶ谷A101
島　根　TEL  03-5851-1511   足立区島根2-30-23 エーデルブルーメ島根1階
永　福　TEL  03-6379-1919   杉並区永福4-2-10 CASAFIORITA101
竹の塚　TEL  03-5851-3710   足立区竹の塚4-9-5 エーデルブルーメカワチ107号

日介ケアセンター
花　畑　TEL  03-5851-3373   足立区花畑6-16-1
本　木　TEL  03-5845-5700   足立区本木1-20-5
西新井　TEL  03-5888-6341   足立区梅島3-31-8 トラウムハイム1階
六　町　TEL  03-5831-6963   足立区南花畑3-33-1
島　根　TEL  03-5831-3511   足立区島根2-30-23 エーデルブルーメ島根2階
成田東　TEL  03-6383-6050   杉並区成田東5-34-16 サンヒルズ石田1階

　春になると、一斉に花が咲き、心も華

やぎます。「初心忘れるべからず」。新入

社員の頃の気持ちを思い出し、邁進致し

ます。次号は2016年7月20日発行です。

編集責任者 ：（株）日本介護センター企画課
制作協力：（株）ミズ総合企画

発行日：平成 28年 4月 20日

平成 27年度 顧客満足アンケート集計結果のご報告
　当社では、サービスに対する満足度を把握するために、毎年ご利用者に対し顧
客満足度アンケートを実施しております。ご回答いただいたご利用者の皆様には
心より御礼申し上げます。ここに平成 27年度アンケート概要と結果をご報告さ
せていただきます。

顧客満足度

4月から同行援護従事者研修スタート
します。大人気！毎月携帯教室開催中。
詳しくは教育事業課へ☆

発売元 / 株式会社 日本介護センター
東京都渋谷区代々木 1-30-6 代々木ユーアイビル 5階
Tel：03-3373-4125　Fax：03-3373-4140

http://www.nikkai-center.co.jp　info@nikkai-center.co.jp


