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小規模多機能型居宅介護 さんぽみち
令和3年2月 オープン予定
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　このたび、小規模多機能型居宅介護「さんぽみち」の開設準備室室長を務め
ることになりました小林俊介と申します。

　小規模多機能は松本市では決して多い事業所ではなく、あまり浸透していな
いかと思います。私自身初めての試みでもあるため、大変緊張しています。私とし
ては、この「さんぽみち」は利用されるお年寄りの方々だけではなく、地域にお住
いの方々、お子様やお母様方、ご近所の方々などそれ以外の方も気兼ねなく来る
ことができ、幅広く愛される家となればと願っております。人と人との出会いや繋
がりがここでまた始まる…そんな場でありたいのと、できる限り在宅での生活を
希望されている本人様やご家族様のお力になれるよう一生懸命やっていこうとい
う所存です。皆さまどうかよろしくお願いいたします。

　地域交流の担当を務める、森寿美子と申します。

　新しく開所するさんぽみちには、地域の皆さんが誰でも
利用していただける地域交流スペースを設置する予定で
います。制度の枠にとらわれず、住民の皆さんと一緒に自
由な発想で、利用する方が「また、訪れたい」と思える場
所にしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

こんなこともできます地域の皆さんの
健康維持のために

体操教室を
開きたい

居酒屋を開いて

語らいの場を
作りたい

さんぽみちでは地域交流の場所として

開設準備室 室長
小 林  俊 介

開設準備室
森  寿美子

（イメージ）

子どもと高齢者との

異世代交流の場を
作りたい

趣味を生かして

お菓子教室を
開きたい

本年度の幕開けは新型コロナウイルスの感染拡

大により、不安な日々をお過ごしになられた方も

多いと思います。当法人も目に見えない恐ろしい

敵からご利用者様を守るため、ご家族の協力を得

ながら、職員一同、最善を講じてまいりました。

今なお、終息の目処が立たない日々が続いており

ますが、1日も早い日常の平常化を願っておりま

す。

さて、社会福祉法人梓の郷は平成12年9月21日

に法人設立して今年で20周年を迎えることにな

ります。現在の法人規模は平成29年4月に株式会

社AWあんじゅりと統合することにより、松本管

内にて高齢者向け福祉サービス10事業と企業主

導型保育所の計11事業の運営を行い、職員数184

名となっております。入居者定員数は193名、デ

イサービスの利用者数110名、居宅介護158名、

訪問介護33名、保育園児9名と約500名の地域の

方々に福祉・介護サービスを提供させていただい

ております（令和2年4月1日現在）。

また、令和3年2月の開設を目指して、氷室西交

差点にある安曇野菓子工房のまる山様の隣の土地

を購入し、定員29名の小規模多機能型居宅介護

（小多機）開設準備室（名称：さんぽみち）を立

ち上げて活動しております。小多機は高齢者が住

み慣れた地域でより長く暮らし続けることができ

るように、自宅への「訪問」を中心に短期間の

「宿泊」や施設への「通い」を組み合わせ、生活

支援や機能訓練をひとつの事業所で柔軟に対応す

る在宅介護サービスの一種です。今後、『わたし

らしく、いつまでも』の理念を在宅介護サービス

の分野においても、より実践してまいりたいと考

えております。また地域の方が気軽に介護、医

療、健康等の相談ができるとともに、健やかに共

により良く暮らしていくための『備え』の仕掛け

づくりを小多機に併設する交流スペースにて検討

していきたいと考えております。

今後とも地域の皆様のニーズを吸い上げ、ご期

待に応えていける法人運営を目指して、なお一層

の精進を重ねて参りますので、宜しくお願い申し

上げます。

末筆ではございますが、ご利用者様、ご家族

様、地域の皆様、私ども社会福祉法人梓の郷を支

えてくださる全ての皆様のご健勝とご多幸を祈念

し、ご挨拶とさせていただきます。

令和２年6月1日

創立20周年を
迎えて

梓の郷 新規事業紹介

小規模多機能型居宅介護「さんぽみち」

社会福祉法人　梓の郷
常務理事

坂 尾  伸 夫

令和3年2月に「さんぽみち」が松本市梓川地区にオープンします。
今回は担当者のあいさつと地域交流の場としての「さんぽみち」を紹介します。
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今回は、少しでもステイホーム中の楽しみになればと願い、過去の春夏秋冬の思い出を振り返りたいと思います。
梓の郷 四季の思い出

昨年のお花見会の様子です。
来年こそはみんなでお花見弁当を食べたいです。

食欲の秋 サルビアの畑で育てたさつまいも。
今年もできるといいな。

昔ながらのきねとうすを使ってつくおもちは格別！！

年に1度のサルビア祭りは多くの方々でにぎわいます。
来年のサルビア祭りは今年の分も盛り上げていきたいです。

今年もたくさんの「福」が舞い込みますように

今年もオニがやってきた！！
福は～内  鬼は～外

鬼だぞー

大きな大きなツリー

うまくすくえた

多くの方が来てくれました

ボランティアさんいつもありがとうございます

桜と一緒にはいピース

みんなで食べるとおいしい

みーんな笑顔

子どもたちも
楽しそう

昨年はお神輿を
リニューアル

楽しみだね～

サンタさんがやってきた！！

あっちに行って

プレゼントは
なーに

熟練の技

美味しそう

若いもんには負けないぞ

バラ園見学

お花見会 クリスマス

節分

もちつき

焼き芋会

サルビア祭り

おいしいよ

流しそうめん

狙いを定めて

優雅なひととき

ワッショイ 
ワッショイ

「サルビア祭り」中止のお知らせ
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、各種行事が中止になっています。
毎年恒例となっている「サルビア祭り」も今年は開催を中止することを決定し
ました。サルビア祭りを楽しみにされている皆さま、毎年サルビア祭りにご協
力いただいているボランティア・地域の皆さまには、心よりお詫び申し上げま
すとともに、一日も早いコロナの終息を願っております。
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令和元年度 社会福祉法人 梓の郷　事業概要報告 令和元年度 社会福祉法人 梓の郷　法人単位事業活動報告書
　社会福祉法人梓の郷は、平成29年４月に株式会社AWあんじゅりと統合して丸３年が経過しました。統合1年目は事業部制
による組織統合を行い、２年目は就業規則、給与規程等の統合を行いました。３年目からは法人統合の総仕上げとして、
従来の事業部の垣根を取り除き、各事業所の強みを最大限に生かしつつも、全事業所が同じ理念のもと介護サービスの質向
上に取り組むために、全ての事業所を統括する統括施設長を配置して、全施設、介護サービス等のレベルアップを統括施設
長のもとで行ってまいりました。
　また、住み慣れた地域でより長く暮らし続けることができるように、自宅への「訪問」を中心に施設への「通い」や短期
間の「宿泊」を組み合わせ、生活支援や機能訓練をひとつの事業所で柔軟に対応する在宅介護サービスの一種である小規模
多機能型居宅介護（小多機）プロジェクトを設立し、令和３年２月開設を目指して取り組んでまいりました。昨年５月には
愛香里の隣接地380坪の土地を購入、松本市より12月17日付けで小多機の事業予定者として決定され、施設名称を「さんぽ
みち」としました。

⑴　実施事業
 《特養事業》 ①特別養護老人ホーム：長期入所・短期入所空床利用型 100名　入居率：96.4％
 《施設訪問事業》 ①住宅型有料老人ホーム3施設、サービス付き高齢者向け住宅1施設：計84名　入居率：97.6％
  ②訪問介護（施設に併設・主に施設入居者へサービスを提供）
 《地域生活支援事業》 ①グループホーム：9名　入居率：98.6%
  ②訪問介護：実利用回数　要支援1,558件、要介護2,874件
  ③居宅介護支援：実利用者数　要支援814件、要介護1,194件　
  ④デイサービス：実利用回数　要支援1,894件、要介護7,512件
 《保育所》 ①企業主導型保育所：定員12名　稼働率：89.2％

⑵　実施行事等
《法人全体》 ①理事会：年４回　評議員会：年３回　広報誌発行：年2回　防火避難訓練：年2回（各施設ごとに実施）
《特養事業》 ①サルビア祭り：年1回
 ②演奏会、コンサート、踊りの会、ドッグセラピー、流しそうめん、衣料品販売会等：季節に応じて月2回程度
 ③書道クラブ、手芸クラブ、ハーモニカ演奏会、園芸クラブ等：毎月各1回　　　④サルビアサロン：毎月4回
《施設訪問事業》 ①運営懇談会：各施設ごとに年1回
 ②演奏会、流しそうめん、喫茶店でのお茶会等：各施設ごとに季節に応じて月1回程度
《地域生活支援事業》 （グループホーム）　①運営推進会議：年６回　　②カレー会、サルビア祭り、地域・家族交流会等：年1回

③おたっしゃカフェ（オレンジカフェ）：月1回
《保育所》 ①保育参観：年2回　　　②サルビア交流会：月2回程度
 ③お花見散歩、クリスマス会、節分等：季節に応じて月1回程　　　④避難訓練：月1回

⑶　委員会活動
 《法人全体》 ①４委員会：概ね毎月1回
 《特養事業》 ①８委員会：概ね毎月1回
 《施設訪問事業》 ①２委員会：適宜開催

⑷　職員研修
 《特養事業》 ①内部研修（法人全体含む）：16テーマ開催　　　②外部研修：37講座、延べ56名参加
  ③ほっとケアの会（松本圏域のユニット型施設職員の交流研修）：年6回
 《施設訪問事業》 ①内部研修：５回 ②外部研修：2回
 《地域支援事業》 （グループホーム） ①内部研修：2回　　②外部研修：5回
  （居宅介護支援） ③内部研修：3回　　④外部研修：19回
  （訪問介護） ⑤内部研修：4回　　⑥外部研修：1回
  （デイサービス） ⑦内部研修：9回　　⑧外部研修：4回
 《保育所》 ①内部研修：２回 ②外部研修：3回

⑸　研修生・視察・派遣相談員・来訪者等の受入
 《特養事業》 ①研修生・実習生：9団体16件27名 延べ179日間　　　②視察：2件17名
  ③家族等面会者：年間7,551名
 《地域生活支援事業》 実習生：①グループホーム：2団体2件2人、9日間　　　②居宅介護支援事業所：1名

③訪問介護：6回10名

⑹　苦情受付状況
《特養事業》 ①合計12件（ケアの内容に関する事項、事業所の体制等に関する事項、個人の嗜好に関する事項、制度・施策

に関する事項）
 《施設訪問事業》 ①合計２件（退去時の居室修繕、電話対応について）
 《地域生活支援事業》 ①合計11件（グループホーム：2件、居宅支援：2件、訪問介護1件、デイサービス6件）
 《保育所》 ①０件

苦情は何れも迅速かつ真摯な対応を行ない、解決しています。
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令和元年度 社会福祉法人 梓の郷　事業概要報告 令和元年度 社会福祉法人 梓の郷　法人単位事業活動報告書
　社会福祉法人梓の郷は、平成29年４月に株式会社AWあんじゅりと統合して丸３年が経過しました。統合1年目は事業部制
による組織統合を行い、２年目は就業規則、給与規程等の統合を行いました。３年目からは法人統合の総仕上げとして、
従来の事業部の垣根を取り除き、各事業所の強みを最大限に生かしつつも、全事業所が同じ理念のもと介護サービスの質向
上に取り組むために、全ての事業所を統括する統括施設長を配置して、全施設、介護サービス等のレベルアップを統括施設
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 《施設訪問事業》 ①住宅型有料老人ホーム3施設、サービス付き高齢者向け住宅1施設：計84名　入居率：97.6％
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 《地域支援事業》 （グループホーム） ①内部研修：2回　　②外部研修：5回
  （居宅介護支援） ③内部研修：3回　　④外部研修：19回
  （訪問介護） ⑤内部研修：4回　　⑥外部研修：1回
  （デイサービス） ⑦内部研修：9回　　⑧外部研修：4回
 《保育所》 ①内部研修：２回 ②外部研修：3回
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 《特養事業》 ①研修生・実習生：9団体16件27名 延べ179日間　　　②視察：2件17名
  ③家族等面会者：年間7,551名
 《地域生活支援事業》 実習生：①グループホーム：2団体2件2人、9日間　　　②居宅介護支援事業所：1名

③訪問介護：6回10名

⑹　苦情受付状況
《特養事業》 ①合計12件（ケアの内容に関する事項、事業所の体制等に関する事項、個人の嗜好に関する事項、制度・施策

に関する事項）
 《施設訪問事業》 ①合計２件（退去時の居室修繕、電話対応について）
 《地域生活支援事業》 ①合計11件（グループホーム：2件、居宅支援：2件、訪問介護1件、デイサービス6件）
 《保育所》 ①０件

苦情は何れも迅速かつ真摯な対応を行ない、解決しています。
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梓の郷では[お問い合せ]をお待ちしております

・保育所を利用してみたい　

・梓の郷で働いてみたいけど、
  事前にどんな職場なのか知りたい

[職員募集・施設見学]お問い合わせ先　　0263-31-6231 梓の郷 総務部まで

・施設の入居や利用を考えているけど
 どんな施設か知りたい

第
46号

　
令
和
2年
6月
1日
 発
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発
行
者
／
社
会
福
祉
法
人
 梓
の
郷
　
編
集
／
梓
の
郷
 総
務
部

所
在
地
／
〒
390-1701 松

本
市
梓
川
倭
3234-15　

TEL.0263-31-6231　
FAX.0263-31-6232　

HP:azusanosato-salvia.jp

各事業所の住所と電話番号

あ
っと
ホ
ー ムだ
り
よ

新規事業
オープニングスタッフも
同時募集！！

ここにはたくさんの笑顔があります

社会福祉法人 梓の郷　職員募集

お寄せいただいたご意見・ご感想等は、日々の業務並びに次回以降
の広報紙作成の励みにしてまいります。ご意見ご感想募集します

●介護老人福祉施設　サルビア

●住宅型有料老人ホーム あんじゅり

●住宅型有料老人ホーム 泉の里

●住宅型有料老人ホーム 愛香里（あかり）

●サービス付き高齢者向け住宅
千歳緑（ちとせみどり）

●デイサービス 美事（みごと）

●グループホーム サルビア

●居宅介護支援事業所 サルビア

●ヘルパーステーション サルビア

●保育所さるびあ

●社会福祉法人 梓の郷　総務部

〒390-1701 長野県松本市梓川倭3234-15 TEL:0263-78-7288

〒390-1701 長野県松本市梓川倭2317-1 TEL:0263-78-6566

〒390-0852 長野県松本市島立771-1 TEL:0263-31-0567

〒390-1701 長野県松本市梓川倭2675-1 TEL:0263-88-2381

〒390-0828 長野県松本市庄内3-4-41 生活アシストセンター2階
TEL:0263-31-5516

〒390-0828 長野県松本市庄内3-4-41 生活アシストセンター1階
TEL:0263-31-6677

〒390-1701 長野県松本市梓川倭3234-15 TEL:0263-88-7298

〒390-1701 長野県松本市梓川倭3234-15 TEL:0263-88-3026

〒390-1701 長野県松本市梓川倭3234-15 TEL:0263-88-7296

〒390-1701 長野県松本市梓川倭3234-1 TEL:0263-88-2761

〒390-1701 長野県松本市梓川倭3234-15 TEL:0263-31-6231

など…皆さまからのお問い合わ
せをお待ちしております!




