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特集 あったか介護ありがとうキャンペーン

アンケート結果発表

第5回

あったか介護ありがとうキャンペーン アンケート結果発表！
！

『あったか介護ありがとうキャンペーン』のアンケートにご協力いただきありがとうございました！ 早速、介護のスタ
ッフさん向けアンケートの結果をお知らせ致します！
また、保育のスタッフさん向けアンケート結果については、来月号でお知らせ致しますので、楽しみにお待ちください。

QI. 11月11日介護の日を
知っていましたか？
いいえ
64.5%

介護の資格制度が変わること
Q2.（ヘルパーや介護職員基礎研修等の
廃止）
は、知っていますか？

はい

よく知っている

35.5%

多少知っている

Q3. 痰吸引研修を受けてみたいと
思いますか？
やや思う

38.2％
10.7％

どちらでもない
あまり思わない
全く思わない
既に受講済
（受講中）

4.8％
6.5％

0％
16.7％

多少よくなった

43.5％

あまり変わらない
多少悪くなった
とれも悪くなった

7％
7.5％
24.2％

わからない
無回答

1.1％

12.4％

全く知らない

11.3％

52.1％

スタッフ

24.7％

社会的評価

設備

1.6％

Q5. 民主党政権の3年間で、
介護分野に変化がありましたか？
とてもよくなった

あまり知らない

研修体制

5.4％

痰吸引研修を
知らない

63.9％

Q4. 現在の介護現場に不足していると
思うものは？

32.8％

とても思う

12.4％

9.7％
5.4％

福利厚生

4.3％

その他

3.8％

当選者の発表は、11 月 12 日（月）に行われました！
A 〜C 賞の当選者の方には、11 月 12 日に営業担当から
ご連絡をさせていただきました。
D賞につきましては、アンケートにお答えいただいた方で、
Ａ〜Ｃ賞に当選された方を除いた全員にお送りします。
皆様、本当にありがとうございました !!

合 型
無料 集
介護セミナー

ニッソーネットでステキに働く

のご案内

けあゼミとは、介護職員にいま必要な知識を学ぶためのセミナーです。福
祉の教室ほっと倶楽部のベテラン講師の体験談を交えた内容で、明日か
ら使えるスキルが身につきます。是非ご参加ください！

田中 園子 さん

所属：横浜

Sonoko Tanaka

Profile

2011 年 10 月より当社のスタッフとしてお
仕事開始。介護職ではベテランで、現在は特別養
護老人ホームにて、活躍中。

リスクマネジメント編

事例・検討編

Q

どんなことがきっかけで
介護のお仕事を始めようと思ったのですか？

最初は介護のことなんて全然知りませんでした。あくまでも生活
のため、正職員になれるチャンスでしたので、介護の仕事を始めま
した。

Q

以前から介護に興味はあったのでしょうか？
その場合は、そのエピソードなど教えてください。

正直、全然興味がありませんでした。身近にお年寄りも介護を必要とす
る方もいなかったですし、お仕事を始めた動機も生活のためですから
（笑）ただ今思うと、このお仕事に出逢えた、たくさんの人に出逢えたこ
とは、自分の財産でしょうかね。

Q

前のお仕事は、介護に何か関連のある
お仕事だったのですか？

この仕事をする前は（介護の仕事は全然知りませんでした。）、土日
になると行列が出来るお寿司屋さんでホールや裏で板前さんたち
のお手伝いをしていました。接客業には違いないですが、介護なん
て右も左も知らない私でした。

【11・12 月のご案内】（時間）10：00 −12：00
開催場所

ご利用者様が安心して施設で生活を送るこ
とができるよう、
施設の環境・対人関係・ハ
ードウェア・ソフトウェアに潜むリスクを軽
減・排除し、
どのようにリスクマネジメント
活動をすれば良いかを学びます。セミナー
後には
「リスクマネジメントとは？」
という質
問に、
自分なりに答えを出せることでしょう。

三ノ宮駅前校

11 月 26 日（月）

梅田駅前校

12 月 7 日（金）

横浜駅前校

12 月 13 日（木）

（時間）
10：00 −12：00

開催場所

日

時

横浜駅前校

1 月 15 日（火）

天王寺駅前校

1 月 18 日（金）

三ノ宮駅前校

1 月 30 日（水）

大宮駅前校

2 月 19 日（火）

梅田駅前校

2 月 25 日（月）

新宿駅前校

2 月 26 日（火）

【3・4 月のご案内】

今、介護職員の接遇・マナーの重要性
が注目されています。ご利用者様に対
してはもちろんのこと、
ご利用者様のご
家族様の対応も非常に重要です。この
セミナーでは、
基本的なビジネスマナー
から介護施設でのマナーのポイントを
学びます。業務のスムーズな進行に必
要なマナーを習得し、
ご利用者様の満
足度を高めましょう。

時

11 月 12 日（月）

【1・2 月のご案内】

介護の現場で働いているとご利用者様との
かかわりや援助について行き詰まることが
あります。問題解決を図る 1 つとして、チ
ームの仲間から助言を受けたり、
ご利用者
様の援助計画につなぐ事例検討を実施す
る方法があります。介護職員の自己の成長
につながる自己研鑽の場としての効果も望
めます。
このセミナーでは、
事例検討の効果
や方法を学びます。

接遇・マナー編

日

天王寺駅前校

（時間）
10：00 −12：00

開催場所

日

時

三ノ宮駅前校

3 月 19 日（火）

天王寺駅前校

3 月 21 日（木）

横浜駅前校

3 月 29 日（金）

新宿駅前校

4 月 8 日（月）

大宮駅前校

4 月 15 日（月）

梅田駅前校

4 月 18 日（木）

◆ニッソーネットの派遣スタッフは無料です。一般の方は受講料5,000円。

Q

実際に介護のお仕事を始めて
どのような印象をお持ちになりましたか？

もっと早く知って、もう少し若い頃から始めていたらと思ったの
は事実ですが、始めた頃はまだ介護保険もなく、もっと自由で、楽
しい事が沢山ありました。皆で大笑いをしたり、色々な事にスタッ
フで挑戦してみたり、毎日様々なことが発見の場でした。

Q

なぜそのような印象を持ったのですか？
具体的なエピソードを教えてください。

私がホームへ就職したときに、一人の女性（ご利用者様）に出逢い
ました。こんなに素敵で可愛い人が居るんだ！自分の生活の中で
お年寄りと接することがほとんどなかったなぁ…この方が居る限
り私は一生懸命お世話をしたい！と思って、何年かがあっという
間に過ぎたように思います。
あと、仕事が終わった後に、スタッフ仲間と時間を忘れるほど色々
な事を話していたので、次の日の仕事では良いお世話ができまし
たね（笑）

Q

森田 晶人

所属：デイサービス ほっと倶楽部
Masato Morita

趣 味

スキューバダイビング、
お酒を飲むこと

好きな食べ物

インドカレー、焼肉、揚げたてのコロッケ

マイブーム

サウナ後の水風呂の爽快感

メッセージ
初めまして。
デイサービスほっと倶楽部、管理者の森田晶
人と申します。5 月 1 日に大阪の吹田でＯＰＥＮしまして、約半年が経
ちました。おかげ様で利用者様も増えてほっと倶楽部も盛り上がって
きています。管理者として、スタッフに働きやすい環境を整え、利用者
様に満足してもらえるデイサービスにすべく、
日々奮闘中です。吹田に
お越しの際はお気軽にご見学にお越し下さい。
お待ちしております。

今後の目標を聞かせてください！

南大阪支社移転のお知らせ

生涯勉強と思っています。
まだ取得したい資格もあります。
体が続く
限り、
皆と笑顔で一緒に生活をしていきたいと願っています。
まずは、
自分の健康管理ですかね！！

担当営業 玉置 ( たまき ) から、ひとこと！

お忙しい中、
お時間作っていただいてありがとうございます。
派遣先の評価も高く、
担当させていただいてるのを誇りに思い
ます。これからも一緒にがんばっていきましょう。

南大阪支社および天王寺駅前校が10月27日（土）に移転いたしまし
た。最寄り駅は移転前と変わらず各線天王寺駅となります。移転後
も引き続き、
サービスの向上に努めてまいりますので、
今後ともよろ
しくお願い申し上げます。
新住所

大阪市阿倍野区旭町1丁目1-17 住友生命川崎阿倍野ビル3F

アクセス

各線天王寺駅より徒歩5分

発行：株式会社ニッソーネット（0120-921-871）
Care Friend's に関するご意見・ご感想は
carefriends@nissonet.co.jp までご連絡ください。
ご意見・ご感想をいただいた方の中から、
抽選でささやかなプレゼントを進呈します！

