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みどりの町だより
法人理念

敬
愛 信

令和４年度事業計画

〔 尊 敬 〕

〔 愛 情 〕

〔 信 頼 〕

2022 年 4 月からスタートする 5 ヵ年の新しい経営計画として、「第 3 期中期経営計画」
を策定しました。
計画骨子として、
「就労」「生活」
「相談」の事業領域の拡大を図ると共に、全施設一体での支援力・技術力を集結し、

選ばれる施設・働きたい職場となるために地域・業界での絶対的存在感を発揮し、
『みどりの町ブランド』を確立す
ることを掲げました。

そして実行していくための基本姿勢として、
①職員の物心両面の幸福を追求、
②さらなるご利用者処遇向上、
③法人

の安定経営を図ることを目指します。
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理解浸透
経営理念やビジョ
ン、ブランド価値
などを正しく理解
し共感してもらい、
浸透させていくこ
とを目的とした啓
蒙活動です。
・職

法人収益 UP

内

員

ブランドマネジメント
インナー
ブランディング

アウター
ブランディング

施

設

外

認知拡大
ご利用者、消費者
に対してみどりの
町ブランドの認知
拡大を目的とした
コミュニケーショ
ン活動です。
・ご利用者・地域・行政
・学校・顧客 など

第 3 期中期経営計画重点項目
1. 人材確保・定着に向けた取組及び魅力ある施設づくりの強化
2. 施設整備
3. 経営基盤の強化

魅力ある施設づくりのために今年度からブランドマネジメント部を
創設し、横断的な運用をよりスムーズに行うこととします
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理事会・評議員会開催

2

施

次年度に向け事業計画︑収支予算の承
認等のため︑理事会︑評議員会がいず
れも対面形式でみどりの町本部研修棟
で開催されました︒承認されたことに
ついては次のとおりです︒
令和四年三月十八日
第三回理事会
・令和三年度資金収支第一次補正予算
・第三期中期経営計画
・令和四年度事業計画
・令和四年度資金収支予算
・理事一名の辞任に伴う選任
・重要な役割を担う職員の選任解任
・共同生活援助みどりの町グループ
ホーム﹁ビラージュ山田ホーム﹂新
設
・諸規規程の改正
・ルネサンスほんごう給食業務委託契
約
・役員賠償責任保険の保険料負担
・評議員会の召集
・令和三年度監事監査報告
・理事長の職務の執行状況報告
令和四年三月二八日
第二回評議員会
○決議事項
・令和三年度資金収支第一次補正予算
・第三期中期経営計画
・令和四年度事業計画
・令和四年度資金収支予算
・理事の退職及び後任の選任
○報告事項
・令和三年度監事監査報告
・理事長の職務の執行状況報告

メント部」創立について

新任職員紹介

ご利用者
の幸せ

施設の社会的評価・利用率 UP

令和 4 年度事業計画

ともがき

職員モラル

人間尊重の職場づくり

みどりの
町の発展

目

高水準の専門福祉技術

に合わせて変化していくこと」を共有させ

てゆきます。
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﹁みどりの町ブランド
マネジメント部﹂創立
について

令和四年四月からみどりの町の新た
な組織としてブランドマネジメント部
が創設されました︒
ブランドマネジメント部創設にあた
っての大きな目的として︑法人理念で
ある﹁敬・愛・信﹂の心をもって︑ご
利用者︑地域︑職員にとって良いこと︑
その為の事業を進め︑法人理念を浸透
させることにあります︒
人事・就労・福祉の機能を一つにま
とめ︑みどりの町の各事業所を横断的
に繋げていくこと︑事業所が連携する
ことで業務の効率化や軽減できること
を図っていくこと︑内部マネジメント
が目標の一つです︒
また地域の皆様やお客様に︑﹁みど
りの町﹂というブランドを広く深く
知って頂く活動がもう一つの目的︑ア
ウターブランディングとなります︒
新商品の開発︑人材確保︑ご利用者
の募集︑就労事業の営業︑広告・
を通じて︑様々な活動をしていきます︒
法人全体の目指す方向が一つとなり
みどりの町がご利用者︑ご家族︑職員
の皆さん︑地域の方や顧客から︑さら
に愛される法人となるよう尽力させて
いただきます︒皆様どうぞよろしくお
願いいたします︒
ブランドマネジメント部
部長 今本 慎一

W
E
B

ブランドマネジメントのビジョン

いかなる時も「みどりの町らしさ」を守り

続け、
「創意工夫」に努めます。

「時代に囚われず継続すること」と「時代

とよの郷

ともがき

とよの郷では︑新年度最初の行事で 小さな？改善〜されど素敵な配置
白竜湖スポーツ村公園で花見をしまし
﹁
と
もがき﹂には︑ランチ工房・パン工
た︒桜の花が満開の時期にご利用者全
房
・レストランがあります︒
員参加で実施できたのは初めての事で
今回は ランチ工房・パン工房の玄
した︒日本晴れの中︑花見弁当も美味 関周辺からの色々な改善がされました︒
しくいただき︑体育館でのスポーツ余 通路奥にあった下駄箱を出口付近に移
暇も大いに盛り上がりました︒これか 動し
らも季節に応じた行事でご利用者に喜
着替え↓靴の履き替え↓手洗い
んで頂けるよう計画していきたいと思
↓各工房への移動
います︒
職業指導員 宮田 光

がスムーズになり︑衛生面でもトイレ
との境界線も出来てとても使いやすい
配置になりました︒
ご利用者・職員からの ﹁ここは 使
いにくい！﹂﹁ここは こうして欲し
い！﹂ 等々の要望に何度もやり直しを
して頂いて …
﹁ありがとうございま
す！﹂
以前︑下駄箱があった場所には︑荷
物運搬用の台車が二台スタンバイされ
ていました︒次はどこが改善されるの
かな？きっと次も皆が楽しく安全に仕
事が出来るような改善であることまち
がいなし！でしょう︒
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ルネサンスだいわ

時には﹁今日は難しいのに挑戦して
ビラージュヤマダホーム
みる﹂といつもならなかなか手の伸び
ない作業も進んで行われる日もありま
新設について
した︒やってみると﹁意外と簡単﹂と
作業ができるようになっておられまし
みどりの町グループホームでは︑令
た︒何事も挑戦は大事だということを
和四年四月より本郷町に二か所目のグ
勉強させていただいています︒
ループホーム﹁ビラージュ山田ホーム﹂
四月からは造賀班の活動に参加させ
を開設しました︒﹁パナハイツ山田ホー てもらっています︒わからないことだ
ム﹂と同様に賃貸アパート三戸を借上
らけで困っていても﹁一緒に作業しよ
げており︑定員六名です︒
う﹂と手を引いてくださり︑たくさん
今回の新開設で︑みはらホーム十か
ある作業も﹁こっちは私らに任せて﹂﹁こ
所︵定員五十九名︶︑ひがしひろしまホー うやったら草を上手に抜けるよ﹂等︑
ム六か所︵定員三六名︶となりました︒ 励ましやアドバイスをたくさんいただ
引き続き︑ご利用者の地域生活の拠点
いて毎日の作業がとても楽しいです︒
として多様な生活スタイルに対応し︑
﹁
八月には観光があるからね﹂﹁朝早起
よりよい支援を行っていきたいと思い
き頑張らんとね﹂と作業についても楽
ます︒
しそうに説明をしてくださいます︒障
所長 阪川 茂幸
害者支援に携わるのは初めてで戸惑い
もありましたが
の際に﹁わから
ない事はなんでもきいてね﹂と言って
いただき安心しました︒ご利用者の拘
りや特性を最初に説明をしていただき︑
支援に入る際の心の準備をすることが
できました︒実際に業務中に困ったと
きも﹁この時にはこうしたらいいよ﹂﹁あ
まり考えすぎずに気楽にやれば大丈夫
だよ﹂と助言をいただきました︒業務
の中で疑問に思ったことや作業内容を
相談した際も﹁やってみようや﹂﹁それ
いいね﹂と嫌な顔せず聞き入れてくだ
さいました︒
入職してまだ五か月ですが︑毎日温
かい気持ちで業務をさせて頂いていま
す︒これからもご利用者と一緒に毎日
を大切に︑楽しく過ごせていけたらい
いなと思います︒
生活支援員
吉田 真紀

十二月からルネサンスだいわに勤め
させていただいて早五か月を迎えるこ
とができました︒この五か月の間にな
ごみ班・造賀班の二つの班で皆さんと
活動をさせていただいています︒
なごみ班では︑一月にはお正月飾り
や鶴亀のガーランド︑二月はバレンタ
インモチーフの壁飾りや節分の飾りづ
くり︑三月にはステンド風飾り︑ひな
人形の壁掛けとはなさかじいさんと桜
の木を作りました︒四月に向けてはイー
スターの飾りや︑春の花の飾りを作り
ました︒
どの作品も皆さんそれぞれの得意分
野を分担しながら一生懸命作業に取り
組んでおられました︒﹁作り方わからな
くなったら教えてね﹂と言いながらも
もくもくと作業をされ︑素敵な作品を
たくさん作られていました︒

O
J
T

有田

昭仁

また︑夏に向けて新
しい﹁道の駅西条の
ん太の酒蔵﹂への出
店やレストランの
リニューアルオープ
ンが控えていますが

ご利用者・職員
一同︑楽しく笑
顔で仕事をして
います︒﹁おいし
〜い﹂って声が
もっと聞こえて
くれれば嬉しい
所長
です︒

★ 三月一日付採用
迫 仁美
ルネサンスほんごう 看護職員
ご利用者が、 心身共に健
全に過ごせるよう寄り添って
いきたいと思います。 一日
も早く仕事に慣れるよう頑
張りますので、 これからも
よろしくお願いします。

★三 月一日付採用 今田 文枝
もりの輝舎 生活支援員
三月よりもりの輝舎で働か
せていただいています。 ご利
用者との信頼関係ができる
よう頑張りますのでよろし
くお願いします。

★ 四月一日付採用
松本 康平
ルネサンスだいわ 生活支援員
福祉の仕事は初めてで、
慣れない業務には緊張しま
すが、 先輩職員の皆様にご
指導頂きながら、 ご利用者
への良い支援が行えるよう励
んで参りたいと思います。

間 優衣
ルネサンスだいわ 生活支援員

★ 四月一日付採用

初めての事ばかりなので分
からない事がたくさんあり
ますが頑張りますので宜し
くお願いします。

★ 四月一日付採用
山川 智子
ルネサンスほんごう 生活支援員

住岡 裕子

四月よりルネサンスほんご
うで勤務しております。 ご
利用者の皆様との関りを大
切に、 早く仕事に慣れるよ
うに頑張ります。 宜しくお
願いします。

とよの郷 職業指導員

★四 月一日付採用

正岡 真二

初めての事で不安もたくさ
んありますが、 一日も早く
務められるように頑張りた
いと思います。 よろしくお
願いします。

とよの郷 職業指導員

★四 月一日付採用

佐沢 望

福祉関係の仕事は未経験
で不安もありますが、 ご利
用者の皆さんと共に明るく
自分自身も成長して行けた
らと思います。 よろしくお
願いします。

とよの郷 職業指導員

★四 月一日付採用

初めての職場で、 分から
ない事ばかりですが、 上司
の方や先輩方に聞きながら
一生懸命頑張りますので、
よろしくお願い致します。

★四 月一日付採用 上雲地 忠
あゆみ作業所 職業指導員

★四 月一日付採用 講﨑 峰子
グループホーム 世話人

はじめまして、 ご利用者の
みなさんと一生懸命頑張り
ます。 よろしくお願いしま
す。

井上 徳三
ルネサンスほんごう 生活支援員

★ 五月一日付採用

不慣れな仕事となります
が、 先輩職員さんのご指導
を仰ぎながら、 ご利用者が
健康で心地の良い施設生活
を送れる様に頑張ります。
宜しくお願いします。

★五 月一日付採用 池田 美華
就業 ・生活支援センター
生活支援担当者

この度就業 ・生活支援セン
ターで生活支援員として勤
めさせていただくことになり
ました。 皆さんの喜びの為
に頑張りたいと思いますの
で、 宜しくお願いします。

★五 月一日付採用 小竹 利枝
ともがき 職業指導員

磯亀 沙百合

はじめまして、 ご利用者の
みなさんと一生懸命頑張り
ます。 よろしくお願いしま
す。

ともがき 職業指導員

★ 五月一日付採用

五月から働かせていただい
ています。 まだまだ分から
ないことばかりですが、 早く
仕事に慣れるよう頑張りま
す。 よろしくお願いします。
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★ 一月二十一日付採用 今本 慎一
ブランドマネジメント部

梶田 朱美

法人内外の様々な事に係
る業務内容で、 まだまだ納
得のいく日々を過ごせてはお
りませんが、 少しでも法人
や地域のお役に立てるよう
努めて参ります。 どうぞ宜
しくお願い致します。

★ 二月一日付採用
総合事務所
まだまだ目の前の業務をこ
なす事でいっぱいで、 ご迷惑
をおかけすることも多いと思
いますが、 精一杯がんばり
ますので宜しくお願い致し
ます。

湯地 智愛

四月より働かせていただい
ています。 ご利用者の送迎
を担当させていただいており
ますが、 安全を第一に心が
けて頑張りたいと思います。

イ
ン
ス
タ
やって
まーす
フォロ
ー
お願い
します

広報誌次号 No90 の発
刊は 2022 年 8 月の予
定です。
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★ 四月一日付採用
横田 一司
ルネサンスほんごう 生活支援員
四月一日よりルネサンスほ
んごうに配属となりました。
失敗もあると思いますが
前向きに一生懸命頑張りま
す。

三原市大和町和木の
MUJINSHOP をご愛顧
いただきありがとうご
ざいます。

★ 二月一日付採用
総合事務所

働きはじめ、 四か月が経
過しました。 早く仕事を覚
え、 一人前になれるよう頑
張ります。 ご迷惑をお掛け
することがあるかと思います
が、 よろしくお願いいたしま
す。

お知らせ

