
 

社会福祉法人 大垣市社会福祉事業団 

 

職員の一日を紹介します。 

 

＊くすのき苑   ＊柿の木荘 

＊ひまわり学園  ＊中川ふれあいホーム 

＊養老華園    ＊牧野華園 

＊ケアハウスお勝山 

 

 

 

 



6:00 起床　身支度　モーニングケア

7:30 朝食　服薬　口腔ケア

9:00 レクリエーション

9:30 入浴（一般浴、車浴）

12:00 昼食

13:30 入浴（ストレッチャー浴）

14:00 体操

15:00 おやつ

18:00 夕食

19:00 就寝支度

20:00 就寝

起床　身支度　モーニングケア

朝食　昼食　夕食　服薬　口腔ケア

レクリエーション

入浴

体操、おやつ

就寝支援、就寝

就寝するためにパジャマに着替えるお手伝いをしたり、ベットへの移乗をお手伝いしたりとご利
用者の方が快適な眠りにつけるようお手伝いします。

くすのき苑の一日

ご利用者の方の起床支援で車いすへの移乗支援、衣服の着替え、顔拭き支援、朝の排泄支援
等を行い気持ちよく一日が始まるお手伝いをします。

食堂へ移動して頂き、朝食を摂って頂きます。自力では摂取が困難な方は職員が支援をしま
す。食事の後は口腔ケア、排泄支援を行います。

身体を使ったレクリエーションや歌を歌ったりと様々なレクリエーションを行いご利用者の方に楽
しんでいただきます。

入浴をして心も体もさっぱりとして頂きます。ご利用者の方々の身体状況に合わせて一般浴、
車浴、ストレッチャー浴とその方にあった入浴方法で入っていただきます。

午後も身体を動かすために体操をします。皆さんそれぞれ一生懸命に身体を動かされてます。
体操の後はおやつの時間となります。



 

障害者支援施設 柿の木荘 

 

柿の木荘では入所利用者 30 名と通所利用者 30 名の知的障がいを持つ方が生

活されており、私は利用者の日常生活の支援を行う支援員として働いています。 

柿の木荘の利用者には様々な発達段階の方がおられ、それぞれに得意な事や

苦手な事、好きな事や嫌いな事が有り、一人ひとりの障がいや特性に合わせ作

業や係、当番などを通して少しずつでもできることが増えて活躍できる場面を

設定しています。うまくいかない事も多いですが、利用者の方が頑張って出来

た事、楽しんで取り組めた事などを通して一緒に“良かったね”“楽しいね”

と共感できた時には、達成感や充実感があり自分の仕事に対

してやりがいを感じられます。 

福祉の仕事には技術や知識も大切ですが、そこで働く職員

一人ひとりの個性を生かしていくことが大切だと思います。

それぞれの職員がそれぞれ得意な事を生かし個性を発揮して

いくことで、よりやりがいを感じられる仕事だと思います。 

 

 

柿の木荘のとある職員のスケジュール(日勤) 
 

8：45 勤務開始～朝礼 

9：00 通所利用者来荘 ご利用者の体力作り～散歩～ラジオ体操 

9：45 作業班の活動前の点呼および水分補給 

10：00 ご利用者の作業開始 

10：45 午前中の日誌記入とトイレ誘導 

11：30 食事支援 

12：10 ご利用者の歯磨き支援 

12：30 昼休み 

13：15 午後活動（クラブや創作、運動など日替わり） 

14：30 おやつ支援 

15：15 通所利用の方の送迎バスへの送り出し。入所利用者の着替え、お風呂

準備 

15：40 歯磨き支援 

16：00 入浴支援 

17：10 ご利用者就寝準備 

17：30 勤務終了  

 





養老華園デイサービスセンター　１日の流れ

個浴 　　車椅子浴

見守り介助して

安全に食事

個別活動

交通安全に充分留意して送迎しています

特別給食と
手作りおやつ

また明日も頑張ります。

送迎後は掃除と翌日の準備をして退社。

朝礼時に本日の

ご利用者様と送

迎コースを確認

して出発！！

養老華園デイサービスセンターではその人その

人の状態に合わせた個別活動や集団活動、希望

される方には個別機能訓練を行っています。

ご利用者様がいつまでも在宅生活を送れる為の

一助になれば、という思いで職員一同支援や介

助を行っています。

月に一度、特別給食と手作りおやつを企画し、

いつもと違ったひと時を提供しています。

地域の高齢者をお招きして「デイ夏祭り」や

お勝山ふれあいセンター施設合同での行事で多

くの方との交流が図れています。

月に一度特別給

食を提供7月は

「七夕そうめ

ん」でした。

センターでの状態をご家

族様にお伝えします。

バイタルチェック後、

個浴（1台は昇降機

付）と車椅子浴で

個々に合わせて安心





養老華園　（養護老人ホーム）

一日の流れ

7:00 身支度 ⇐早番出勤

　　　　　　　　　　　2階：夜勤者　　　　

受診送迎の見送り（月・水・金）

　  デイサービスの送り出し

ラジオ体操

各階巡回

デイサービス利用者の洗濯

      空いた時間に各担当の支援とケース記録を書く

      デイサービス利用者帰園

夕礼

口腔ケア

　　就床の放送をする

11:00
昼食準備

明日のデイサービス利用者の準備

夕食対応　1階：夜勤者

　　　　    2階：遅２

業務日誌を書く

おがっきー体操やミナモ体操を行う

⇐日勤退勤

⇐遅１退勤

⇐遅２退勤

⇐夜勤出勤

⇐早番退勤

14:30
体操

おやつ

21:00

起床の放送をする

朝食の準備をする     1階：早番

外出・受診の対応

シーツ交換（火）

昼食対応　1階：遅２

　　　　　2階：遅１

各階グループ毎に入浴します

⇐夜勤退勤

⇐日勤出勤

⇐遅１出勤

⇐遅２出勤

就床

起床

7:30

朝礼

11:30

12:45

昼食

入浴(月・水・金)

消毒(手すり)
14:15

6:30

10:15

8:30

9:15

10:00

朝食

口腔ケア

消毒(手すり）

トイレ掃除　２F

19:00
就床支援

18:00

18:30

各階巡回

17:00 入浴終了

17:15

17:40

夕食

夕食準備

16:30

15:45

16:45

感染対策も

気を付けて

います。

おはようございます！

♪

♬

おやすみなさい★



 

 

 

救護施設 大垣市牧野華園  

牧野華園は生活保護法に基づいた救護施設です。身体や精神に障害のある方や、経済上・生 

活問題・様々な課題で生き辛さを抱え日常生活を営むことが困難な方の受け入れをし、岐阜 

県に一つだけの救護施設として社会のセーフティーネットの役割を果たしています。また 

ボランティア活動として「つながり隊」を結成し地域貢献を行っています。牧野華園祭・夏 

祭り・運動会・クリスマス会散策（社会見学）など様々な行事も行っています。 

 

牧野華園職員（日直）の 1日 

８：３０  職員朝礼（夜勤報告・日課伝達・連絡事項等引継ぎ） 

８：４５  朝礼放送（日課伝達）ラジオ体操・園内ウォーキングの放送 

９：００  掃除・居室窓開け 

９：３０  コーヒータイム及び水分補給の補助 

      外出者への対応（散歩・買い物・受診等） 

１０：００  クラブ活動・受託作業・ボランティア活動準備と見守り・定期巡回 

１１：００  給湯準備（月・水・金） 

１１：３０  昼食準備と介助 配薬（与薬） 口腔ケアとトイレ介助補助  

１２：１５   休憩（45 分） 

１３：００  業務再開 

１３：１５  入浴（月・水・金） 入浴呼び出し 誘導 チェック・定期巡回 

１４：３０  おやつ準備 

１５：００  おやつ  

１５：３０  ゴミ集め 業務日誌記入 定期巡回 

１６：００  職員小休憩（15 分） 

１６：４５  職員夕礼（日勤 ヒヤリハット 医務報告 連絡事項等引継ぎ） 

       業務連絡記録記入 

１７：１５  業務終了 

 

牧野華園職員（支援員）のお仕事 

勤務体系  早番（7：00~15：45）日勤（8：30~17：15）遅番（10：15~19：00）） 

夜勤（16：15～翌 9：45）のシフト制で働いています。 

業務内容  個別支援計画を作成し個々の利用者に合った様々な生活支援を行います。 

      基本的な身の回りのことは自分で行うよう指導・支援を行います。 

介助が必要な利用者には食事・服薬・入浴・排泄・口腔ケア等の生活支援を行います。 

就労可能な方には様々な就労支援を行います。 

 

 

（カラオケ・生花・農園芸・物づくり・美術・リトミック・習字クラブがあり余暇を楽しみます） 

（紙袋の制作や自主製品の制作） 

「つながり隊」（公園や道路の清掃） 

（準備・片付けを利用者の方と一緒に行います） 



早番（7：00～15：45)

7：00～
 出勤・引継ぎ、連絡帳
確認・薬（朝）の確認

7：15～ 朝の 配膳・配薬

8：15～
 デイ準備（検温・  連
絡帳記入）

8：30～
 受診バス送り出し(月
水金）　１F玄関

送迎車で運転職員が病院や
市役所等に送迎します。
デイサービスご利用の方の
引継ぎと送り出しをします。

8：45～ 夜勤者との引継ぎをします。

9:00～ 　水分休憩、3・4階消毒

9：45～
健康管理と運動不足にならな
い様に支援しています。

10：00～ 　ラジオ体操

10：15～

10：30～ 　受診バス見送り（月水金）（早番）

11：15～

12：00～

12：15～

12：45～ 　休憩終了、職員室待機・夕の薬準備

13：０0～

13：30～

14：15～

14：30～

15：45～ 　早番業務終了

16：30～

17：15～

17：30～

18：20～

感染症対策と安否確認を
行っています。

19:00

　下膳・やかん洗い

　昼食見守り

　行事・買物代行（月2回）・クラブ活動・個別支援・ケース記録など

待機（入居者対応）

 　遅２　業務終了

　薬（朝）準備・翌日のメ
　ニュー書き

　湯を抜く・浴室の片付け

　 おやつ準備・放送   　ビデオ体操　

　お茶の時間・検温・片付け　　3，4階見回り

　消毒・3・4階見回り、日誌記入

  昼食準備（お茶、醤油・ソース並べ）・配膳・（看護師不在のみ配薬）

　食事休憩

　サロン内掃除・待機（入居者対応）

　　日勤業務終了

　夕の配膳　・　配薬

　浴室給湯・食事休憩

浴室掃除（火木土）

遅２出勤

　朝のミーティング・食箋記入、栄養士に提出

　ラジオ体操放送　体重・血圧・体温測定（1日、15日）

待機（入居者対応）

日勤(8:30～17:15) 遅出(10:15～19:00)

ケアハウスお勝山の1日の流れ

　夜勤者との引継ぎ・デイサービス迎え、4階の洗濯物確認

　サロン・職員室待機、薬（夕）の確認・日誌記入

入浴準備（月水金）　3、4階
見回り

　食事休憩

待機（入居者対応）

  3,4階見回り(早番又は日勤）

　入居者の薬作り・ケース記録記入他

　デイ送り出し・薬（昼）の準備

  日勤出勤




