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01
地域防災拠点としての機能整備

福祉避難所
福祉避難所とは？
災害時において障がい者、高齢者、妊産婦、乳幼
児、病弱者等で入院の必要や施設等へ入所するに
至らない程の方々が日常生活に支障なく避難生活
を送ることができる場所です。
健祥会モルダウも2021年8月に徳島市と福祉避難
所の協定を結び、健祥会ライデン・デルフト、健祥
苑、健祥会リバティと共にノースステージ全ての施
設が福祉避難所となりました。

ステージ研修

各施設の研修 啓発活動

事故発生防止のための研修
重大事故の一つである誤嚥・窒息について様々なリスクを防止
できるよう研修を行いました。介護事故を減らしゼロにするた
めに、今後も継続して研修を実施していきます。

職環境の整備
ＩＣＴの活用
新しい介護ソフト「ほのぼのNEXT」導入により、業
務の効率化を実現。血圧計、体温計は計測後、タブ
レットへの送信が完了し、そのままパソコンのデー
タと同期が行われます。これにより測定後の記録の
手間を省くことができるようになり、また、インカム
を使うことで、職員同士の情報共有を迅速に行うこ
とが可能になりました。

基本的介護技術の研修
転倒や骨折を予防するために、普段からどういった点に注意
すればよいかや、適切な介助方法のポイントなどについて研
修を行いました。

ＡＥＤの研修
ＡＥＤの機器には心室細動という不整脈が起こった場合に、
外から電気ショックを与えて、心臓を正常なリズムに戻す役
割があります。非常事態に備えて対応できるよう、研修が行
われています。

介護の日
利用者様、職員に一日を通して介護についての知識を深め
ていただきました。介護ロボット機器を体験することで、
介護に対する意識の啓発に繋がりました。

感染症・災害ＢＣＰ
感染症や災害など危機
的状況に置かれた場合
でも、業務が継続して
できる方策を用意し、復
旧を図るための計画・
訓練を行っています。

災害に関する研修
非常災害研修会「とくしま-０（ゼロ）作戦」防災出前講座として、「徳島県危機管理
環境部防災人材育成センター」と「徳島県県土整備部水管理政策課水害対策室」
より講師をお迎えし、自施設でできる備えについて学びました。また、職員一人
ひとりの防災知識の向上、意識の高揚に努めました。

災害について認識し、対処す
る心構えを準備するため、各
施設にて防災訓練を年2回
実施しています。全職員が消
火設備及び火災警報器類操
作、避難誘導方法取得に向
けて訓練をしています。

避難訓練

地域の防災拠点・避難所としての役割を果たしていくために、話し合いながら
地域住民の方と合同で防災訓練や、防災に関する取り組みを実施しています。
様々な活動を通じて、地域が一体となって対応していく関係を作ってまいります。

2

02
人財育成・職環境改善
働きやすい職環境づくりや働きながらキャリアアップのできる仕組みづくりに
挑戦していきます。

ノースステージの取り組み ノースステージの取り組み

＊「ほのぼのNEXT」とは：介護現場をサポートする福祉業務支援ソフト。ケアプラン、訪問、通所などのスケジュール管理、介護記録等の一連の業務を管理します。
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03
地域活動

認知症サポーター養成講座
認知症サポーター養成講座を受講した人を
「認知症サポーター」と呼びます。
講座を行うことで、理解を深め、認知症の人
が住み慣れた地域で過ごすことができるよ
う、働きかけています。職員による講師（キャ
ラバン・メイト）がさまざまな地域で積極的
に講座を開催しています。

初日の出
健祥会モルダウから初日の出を見ることが
できました。

お屠蘇配り
１年間の邪気を払い、長寿を願って新年を
迎えました。

健祥苑 20周年開所記念式典
2001年1月1日開所。くす玉を割って、利用
者様と共にお祝いをしました。

聖火ランナー
健祥会ライデン・デルフトでは東京オ
リンピックの聖火ランナーを間近で見
ることができました。

エナジー展見学
健祥苑授産センター金太郎利用者様
大西國男様が、第27回徳島障がい者芸術
祭エナジー2021審査委員特別賞を受賞
されました。

納涼祭
各施設納涼祭を開催しました。
いつもとは違った雰囲気に利用者様も職員
も一緒になって楽しんでいました。

献血
地域貢献の一環として、年2回移動献血車を
派遣していただき、ステージを挙げて献血
活動を行っています。これからも献血活動は
もちろん、地域のためにできることを積極的
に取り組み続けていきます。

作品展
応神町のコミュニティセンターに展示ス
ペースが設けられました。デイセンター
ザトペック利用者様の制作された作品を
出展すると共に、地域の方々に取り組み
等についてご理解いただける良い機会と
なりました。

地域美化活動として、施設周
辺の清掃活動を行い、地域の
美化に努めています。活動を
通して地域との絆を紡いでい
ます。

地域清掃活動

地域との連携をさらに深め、認知症や要介護状態になっても安心して暮らせる
まちづくりをめざしていきます。

4

04
各施設の様子
コロナ禍でもできることを前向きに行ってきました。
新型コロナウイルスにより生活様式は変わり、社会環境も日々変化しています。
安心できる場所があるからこそ、進化を続けられると私たちは信じています。
「かわらないもの」を大事に、ステージとして進化していきます。

ノースステージの取り組み ノースステージの取り組み

2021.1.1～12.31の
一年間の
様子です!

01
/01

04
/15

健祥会モルダウ・デイセンターザトペック
20周年開所記念式典
2001年4月1日開所。メモリアルスライ
ドショーを鑑賞し利用者様と共に、20年
間を振り返りました。

04
/01

07
/22

もっとリモート阿波踊り
お盆には健祥会グループで作成した動画を
web上に公開しました。利用者様に観てい
ただき、夏の風物詩を堪能しました。

08
/12

落語
笑福亭學光氏による落語をリモートで鑑賞。
「笑ってお元気にすごしていただきたい」とい
う願いが、皆様の笑顔へとつながりました。

10
/15

10
/08

01
/01

01
/01
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お一人おひとりの身体状況にあった入浴をしていただきます。
希望される方には夜間の入浴もできます。

特別養護老人ホーム健祥会モルダウ 居宅介護支援事業所健祥会イントロセンター応神
◆利用条件
【特養入所】
　おおむね65歳以上で、原則として要介護３以上と認定された方
【短期入所】
　要支援１・２（介護予防）・要介護１以上と認定された方
◆定員 特養50名 ／ 短期22名

◆住所 〒771-1151 徳島市応神町古川字北36番地
◆電話番号 088-683-3600
◆ファックス 088-683-3602

◆開所日 2001年４月１日
◆施設概要 鉄筋コンクリート造４階建
　居室総数 25室（内個室５室）・ショート 10室（内個室1室）
　居室設備 エアコン・スプリンクラー・火災報知器
　共有施設設備 食堂・談話室・配膳室・特殊浴室・脱衣室
 機能回復訓練室・静養室・医務室・トイレ
 地域交流多目的ホール・地域交流家族室

心からの笑顔で心からの介護を

コロナ禍で行事は縮小されましたが、利用者様に楽しんでいただけるよう
心がけています。

在宅での生活が困難な要介護者に対して、入浴・排せつ・食事などの日
常生活上のお世話と、機能訓練や健康管理などの療養上のお世話をし、
できるだけ自立した生活を送っていただけるようサポートいたします。

居室 食堂 特殊浴室 個浴

介護を必要とされる方が自宅で適切にサービスを利用できるように、ケアマネジャー（主任介護支援専門員・介護支援専門員）がご本人
の心身状況・生活環境や、ご本人・ご家族の希望などに沿って、ケアプラン（居宅サービス計画書）を作成し、サービス提供事業所など
との連絡と調整を行います。介護に関する相談事がありましたら、お気軽にご連絡、ご相談ください。

◆連絡先　088-683-3601　　　◆営業日　月～土曜日　　　◆営業時間　８：30～17：30

6

百歳いきいき教室 創作活動

通所介護

デイセンターザトペック
認知症対応型通所介護

デイセンターザトペック

◆連絡先 088-683-3603
◆営業日 年中無休
◆利用時間 9：00～16：30（延長対応可）
◆定員 月～金曜日　35名　／土・日　25名
◆実施地域 徳島市・北島町・松茂町・藍住町

利用者様に張りのある１日を過ごしてもらえるよう食事・入浴・
レクリエーションなどのサービスをご提供いたします。
身体機能・生活機能向上への取り組みを行っています。

◆連絡先 088-683-3603
◆営業日 月～金曜日
◆利用時間 9：00～16：30（延長対応可）
◆定員 12名
◆実施地域 徳島市

認知症と診断された利用者様を対象にした専門的なケアを提供し
ています。利用者様が可能な限り自宅で自立した日常生活を送る
ことができるようサポートいたします。

選べるデイサービスを実施しています。
利用者様がご自身で意欲的・主体的に取り組める工夫や仕掛
けを取り揃えています。

少人数制のデイサービスです。
それぞれの利用者様の「できる」と「楽しい」に寄り添います！

利用者様に楽しんでいただけますように…。
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お一人おひとりの身体状況にあった入浴をしていただきます。
希望される方には夜間の入浴もできます。

特別養護老人ホーム健祥会モルダウ 居宅介護支援事業所健祥会イントロセンター応神
◆利用条件
【特養入所】
　おおむね65歳以上で、原則として要介護３以上と認定された方
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　要支援１・２（介護予防）・要介護１以上と認定された方
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◆住所 〒771-1151 徳島市応神町古川字北36番地
◆電話番号 088-683-3600
◆ファックス 088-683-3602
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◆施設概要 鉄筋コンクリート造４階建
　居室総数 25室（内個室５室）・ショート 10室（内個室1室）
　居室設備 エアコン・スプリンクラー・火災報知器
　共有施設設備 食堂・談話室・配膳室・特殊浴室・脱衣室
 機能回復訓練室・静養室・医務室・トイレ
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◆連絡先　088-683-3601　　　◆営業日　月～土曜日　　　◆営業時間　８：30～17：30

6

百歳いきいき教室 創作活動

通所介護
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利用者様に楽しんでいただけますように…。
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ケアハウス健祥会リバティ 地域密着型特別養護老人ホーム健祥会ライデン
◆利用条件
　介護認定不要・60歳以上の方
　（夫婦の場合、どちらかが60歳以上なら利用可）
　おおむね、身の回りのことがご自分でできる方
◆定員 70名

◆住所 〒771-1151
 徳島市応神町古川字北39番地２
◆電話番号 088-683-3765
◆ファックス 088-683-3766

◆開所日 2003年10月１日
◆施設概要 鉄骨鉄筋コンクリート造7階建
　居室総数 一人部屋60室 ／ 夫婦部屋５室
　居室設備 エアコン・スプリンクラー
 自動洗浄洋式トイレ・床暖房
 生活リズムセンサー設置
　共有施設設備
　　７階　地域交流多目的ホール
　　１階　食堂・談話室・ファミリールーム・ボランティアルーム
　　 　　  脱衣室・トイレ
               多機能大浴場（露天風呂・大浴場・ジャグジー・歩行浴
               ボディーシャワー・寝湯）

◆利用条件
【特養入所】
　一年以上北島町に住まれており、おおむね65歳以上で
　原則として要介護３以上と認定された方
【短期入所】
　要支援１・２（介護予防）・要介護１以上と認定された方
　北島町外の方でも利用可
◆定員 特養29名 ／ 短期11名

◆住所 〒771-0202
 板野郡北島町太郎八須字備後江家10番地１
◆電話番号 088-624-7701
◆ファックス 088-624-7704

◆開所日 2014年３月１日
◆施設概要 鉄骨造３階建一部塔屋
　居室総数 個室40室
　居室設備 エアコン・スプリンクラー・火災報知器
　共有施設設備 談話コーナー・脱衣室・特殊浴室
 トイレ・多目的室・地域交流ホール
 医務室

新しい時を求めて

LIBERTY LIFE

自然あふれる吉野川と眉山を望む健祥会リバティ。大浴場「リバティ
ホット」では温水プールの歩行浴で健康な身体作りを、露天風呂・大
浴場・ジャグジーではゆとりの入浴を満喫できます。最上階の地域交
流多目的ホール「タヴァーン」からは雄大な景色を楽しむことができ
ます。ハイグレードな居室ではプライバシーを重視しながら、それぞ
れに自立した生活を確保する事ができます。いつまでも活動的な生活
を望む方々のために健康で快適な時間と空間をお約束します。

温かいわが家
介護が必要になっても住み慣れた地域で安心して暮らしていた
だける、地域密着型の特別養護老人ホームです。
生活空間を10人の最少人数で作り（ユニット）、
仲間や職員と家族のような関係を構築し、
お一人おひとりのニーズに沿った生活を送って
いただけるよう努めています。

サービス付高齢者住宅健祥会デルフト
◆利用条件 介護認定不要・60歳以上の方
◆定員 29名

◆住所 〒771-0202
 板野郡北島町太郎八須字備後江家12番地５
◆電話番号 088-624-7702
◆ファックス 088-624-7704

◆開所日 2014年６月１日
◆施設概要 鉄骨造３階建一部塔屋
　居室総数 個室29室（夫婦部屋なし）
　居室設備 エアコン・スプリンクラー・火災報知器
　共有施設設備 食堂・相談室・談話コーナー・浴室・洗濯室

明るく元気で自由な暮らし
高齢者の方を対象にした全室個室の共
同住宅です。全館バリアフリー構造
で、皆様が安心して過ごしていただく
事が出来る住居です。
スタッフが24時間365日常駐し、安否
確認や生活相談などのサービスを提供
しています。

居室

談話室

食堂

1年を通して様々な行事を開
催し、日々の生活に充実感を
持っていただけるように努め
ています。

日常生活の相談に応じ、生活
支援を行います。また、サービ
スに基づいた支援が行われる
よう必要な調整を行います。

リバティの前庭にある桜の木の下で
お花見会

施設内のカフェで
楽しそう！

利用者様のお好みや体調、
食べやすさを考慮した食事
をご提供しています。
糖尿病や減塩食にも対応し
ています。



8 9

ケアハウス健祥会リバティ 地域密着型特別養護老人ホーム健祥会ライデン
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障害者支援施設健祥苑
障害者生活介護事業所（通所）健祥苑 / 健祥苑地域活動支援センター

就労継続支援Ｂ型事業所健祥苑授産センター金太郎
◆利用条件 市町村で障害者総合支援法に基づく支給決定を
 受けられている方（送迎サービス利用可）
◆定員 20名

◆住所 〒771-1151　徳島市応神町古川字北26番地１
◆電話番号 088-641-5188
◆ファックス 088-641-5186

◆開所日 2003年２月１日
◆施設概要 鉄筋コンクリート造３階建
　作業室設備 エアコン・スプリンクラー・火災報知器
　共用施設設備 作業室・展示室・集会室
 食堂・更衣室・医務室・トイレ　

生活の自立と社会参加を目指して
◆授産科目
　　印刷事業 / パソコンを使用して文章の作成、イラストの作成、チラシ・名刺・年賀はがきなどの印刷物を作成
　　軽作業    / 封筒へのシール貼りや造花作り、手工芸（初めての方でも、担当者が丁寧に指導いたします）

◆ご利用料金　 原則、障害者総合支援法に基づき利用料は１割負担（収入に応じて利用者様負担上限額の定めあり）

◆営　業　日　 月曜～金曜　8時30分～17時30分

◆利用条件 65歳未満で、市町村の支給決定を受けた方
◆定員 50名/短期入所 6名/通所 20名

◆住所 〒771-1151　徳島市応神町古川字北25番地１
◆電話番号 088-641-5031
◆ファックス 088-683-3605

◆開所日 2001年１月１日
◆施設概要 鉄筋コンクリート造４階建
　 居室総数 32室（内個室12室） ／ 短期入所４室
　 居室設備 エアコン・スプリンクラー・火災報知器・洗面台
　 共有施設設備 食堂・談話室・配膳室・特殊浴室・脱衣室
 地域交流多目的ホール・静養室・医務室
 デイルーム

ゆとりと安らぎのある空間
個室と２人室の居室で最大限プライバシーに配慮し、各室余裕あ
る面積で、身の回りにご本人の必要とする私有物品を配置できる
ようにしています。各階に食堂・談話室を配置し、厨房からは直
通のリフトを設けています。各居室に、温度調整が可能な自動洗
面手洗い設備を整備しています。一部の個室や共有部分に自走式
天井リフトを装備し、車いすやトイレへの移乗が安全かつスムー
ズに行えるよう配慮しています。食堂・談話室には、床暖房設備

を整え、快適な生活空間になるようにしています。共有トイレに
は自動ドアを設けて、プライバシーに配慮しています。
併設事業所の障害者生活介護事業所（通所）健祥苑、健祥苑地域活
動支援センターでは、利用者様の在宅生活支援を目的として、事業所
に通所し、食事や入浴・排せつ等の介護や、リハビリ訓練、創作活動
等のサービスを行います。

福祉機器の活用により、利用者様、
職員にとっても安心、安全な介護を
行っています。

障がい者スポーツ、ボッチャで体
を動かし、皆さんで楽しく運動。

感謝の日/2021.7.31
職員より利用者様に日頃の感謝を込
めて、手作りのメッセージカードと、
集合写真のパネルをプレゼント。

車いすのご寄贈/2021.11.19
「できる親切はみんなでしよう、それが社会の
習慣となるように」というスローガンのもと行
われている「小さな親切」運動の一環として
公益社団法人「小さな親切」運動徳島県本部
様より車いすをご寄贈いただきました。

秋祭り/2021.10.31
バザーを開催し、売り上げ金を
赤い羽根共同募金へ寄付しま
した。
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◆住所 〒771-1151　徳島市応神町古川字北25番地１
◆電話番号 088-641-5031
◆ファックス 088-683-3605

◆開所日 2001年１月１日
◆施設概要 鉄筋コンクリート造４階建
　 居室総数 32室（内個室12室） ／ 短期入所４室
　 居室設備 エアコン・スプリンクラー・火災報知器・洗面台
　 共有施設設備 食堂・談話室・配膳室・特殊浴室・脱衣室
 地域交流多目的ホール・静養室・医務室
 デイルーム

ゆとりと安らぎのある空間
個室と２人室の居室で最大限プライバシーに配慮し、各室余裕あ
る面積で、身の回りにご本人の必要とする私有物品を配置できる
ようにしています。各階に食堂・談話室を配置し、厨房からは直
通のリフトを設けています。各居室に、温度調整が可能な自動洗
面手洗い設備を整備しています。一部の個室や共有部分に自走式
天井リフトを装備し、車いすやトイレへの移乗が安全かつスムー
ズに行えるよう配慮しています。食堂・談話室には、床暖房設備

を整え、快適な生活空間になるようにしています。共有トイレに
は自動ドアを設けて、プライバシーに配慮しています。
併設事業所の障害者生活介護事業所（通所）健祥苑、健祥苑地域活
動支援センターでは、利用者様の在宅生活支援を目的として、事業所
に通所し、食事や入浴・排せつ等の介護や、リハビリ訓練、創作活動
等のサービスを行います。

福祉機器の活用により、利用者様、
職員にとっても安心、安全な介護を
行っています。

障がい者スポーツ、ボッチャで体
を動かし、皆さんで楽しく運動。

感謝の日/2021.7.31
職員より利用者様に日頃の感謝を込
めて、手作りのメッセージカードと、
集合写真のパネルをプレゼント。

車いすのご寄贈/2021.11.19
「できる親切はみんなでしよう、それが社会の
習慣となるように」というスローガンのもと行
われている「小さな親切」運動の一環として
公益社団法人「小さな親切」運動徳島県本部
様より車いすをご寄贈いただきました。

秋祭り/2021.10.31
バザーを開催し、売り上げ金を
赤い羽根共同募金へ寄付しま
した。



求む。
◆ケアワーカー（介護職員）　　◆ケアサポーター（介護助手）　　◆介護支援専門員　　　　　　　
◆理学療法士　　　◆作業療法士　　　◆栄養士・管理栄養士　　　◆調理員
　　　　　　　　

◆昇給：年 1回　  ◆賞与：年 2回  ◆U・I ターンへの助成金制度あり  ◆職員研修制度あり
◆年齢・資格・経験不問　　◆未経験者歓迎・パート可　　◆勤務地・勤務時間等応談

管理栄養士 介護支援専門員 看護職員 理学療法士 介護福祉士

だより2022
地 域 福 祉 の 拠 点 を め ざ し て

健祥会モルダウ・健祥会リバティ・健祥苑・金太郎・健祥会ライデン・健祥会デルフト
応神・北島 ノースステージ
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健祥会グループ採用サイト→

☎088-642-7522〒779-3105 徳島市国府町東高輪字天満 356 番地 1
お問い合わせ 健祥会グループ本部 人事部
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