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　改修プロジェクトは新しい時代に求められる、こ
れからの特養の在り方を勝山の若手スタッフが中心
となり模索、コンセプト作りをするところから始め
ました。そして「生活するという原理に戻ること」
を軸として設計・建築し多様な方々が集うことで完
成していく空間となりました。

　また勝山の新しい世界観を「古美る（ふるびる）
暮らし」としました。それは建物に使われている自
然な素材が時を経るごとにその趣きを増すことを古
美ると表現するように、ご入居者様やご家族と関わ
るごとに信頼関係を互いに深めていける、古美る関
係を築いていきたいという想いが込められていま
す。そして、綺麗になったこの勝山の建物も長く美
しく保っていけるように。

　施工者からバトンを受け取った我々スタッフが、
この空間をどんどん成長させていく番なのです。

　勝山の建物の中には、スタッフの手で造られたも
のもあります。それはエレベーターホールの階数表
示や扉などに施された「サイン」です。勝山のスタッ
フと広報戦略室のメンバーでデザインしたサイン
は、お客様（ご入居者）が使用する空間とスタッフ
がメインで使うバックヤードの空間を分けて名称を
付けたり、設計のデザインと法人の思い、そしてス
タッフの思いをつなぐ役割を担いました。

　フロア名は新たに、「各階によって違った夢のな
る木になっていく」ことをイメージし、木の名称を
採用。「夢の箱」ロゴの筆文字を書いていただいた
書家の川西知子氏にご依頼し、篆書体を元にフロア
名の筆文字を書いていただき、それをアイアンの切
文字に加工してエレベータホールへ設置しました。

　また、1階は「優しく楽しく、うつくしい場所に」
というデザインコンセプトで、夢の「箱」をモチー

夢の箱勝山

完成！
リノベーション

特別養護老人ホーム夢の箱勝山10周年記念事業としてスター
トしたリノベーション工事がついに完成し、12月2日に施工
者より引き渡しされました。

改修プロジェクトが発足してからおよそ2年。完成までたど
りつけたのは法人の職員が一丸となって、プロジェクトに取
り組んだ成果です。

2022.12.2
引渡完了

勝山リノベーション進捗レポート vol.3

フにした光るサインを制作。使用時に点灯するつく
りになっていて、その空間が使用中かどうか遠目か
らでもわかります。

　夢の箱勝山を訪れた際は趣向が凝らされたサイン
にも注目してみてください。

生活フロアのデザインを担当して下さった
一級建築士の森川氏に、デザインについて
インタビューした動画を公開しています。
ご興味ある方はぜひご覧ください！

リノベーションについてもっと知りたい方は…
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SK GALLERY
No.9_Salvador Dalí

　基弘会の施設には大小さまざまなアート作品が飾ら
れているのですが、誰のどんな作品か…皆さんご存知
ですか？このコーナーでは、知れば知るほど面白いアー
トの魅力をお伝えしていきます！

Text by kikoukai henshubu Chiharu Matsuda

　サルバドール・ダリ。芸術に明るくない人でも名
前や顔に覚えがあるのではないでしょうか。

　彼は生涯を通して画家としての活動だけでなく、
彫刻や衣装のデザイン、映像までさまざまな芸術の
分野で作品を生み出しました。

　その特徴的な作風にファンも多く、母国のスペイ
ンのみならず日本にも多大なコレクションを所蔵す
る美術館があります。（諸橋美術館）

　有名な作品は、時計がぐにゃりと曲がった「記憶
の固執」。彼の作品には度々この柔らかい時計が登
場します。ココナラ巽に飾られているこちらの作品
も時計がメインのモチーフですね。

天才・奇人を演じていた！？
自身が作り出した天才・ダリ像

　奇抜で独創的な作品を数多く制作し続け、自身
も特徴的な身なりや発言で天才・ダリを「演じた」と
されているダリ。彼はこんな言葉も遺しています。

If You Act the Genius, You Will Be One.
（天才を演じれば、天才になるのだ）

素のダリとは一体どんな人物だったのでしょうね。

The frozen 
watches of space
サルバドール・ダリ 作

作者紹介
����年にスペインで生まれる。
抽象絵画の代表的作家の一人。
ピンと尖った口ヒゲと大きく見
開いた目がトレードマーク。

Bチーム：手帳
新しいクレドを日々目にし、自らそれを実行したり、
実行したことをアウトプットしていくためのクレドの
形。今回の提案は手帳型クレドだが、デザインのみ
ならず、法人の中でクレドが根付くための仕組みづ
くりに力を入れた。

Cチーム❷：Tシャツ
毎月9のつく日を「クレドの日」とし、クレドの文言が
描かれたTシャツを着て身につけた文言を意識し
ながら業務を行う。前後の取り組みとして導入オリ
エンテーションを行うことと、振り返りシートを記入
する。

Aチーム：カレンダー
身につけるものではなく、目で見る形で無意識的に
クレドが頭に入ってきて、もっと身近に感じられる。
毎日使うカレンダーで必然的にクレドを知り、配布
されても負担なく業務で使えるため、カレンダーと
いう形を選んだ。

Cチーム❶：カードゲーム
クレドの文言をカードゲーム化。新人研修や全体研
修の時間を使い、ゲームを通してクレドに触れても
らう。
ゲーム後にクレドに対する意見をディスカッション
し、クレドへの理解を深める。

新クレドプロジェクトメンバーとして、各事業所から選
出された面々が集まり、新しいクレドの形を議論してき
ました。

8月のプロダクト発表会では3チームから4つの「新しい
クレドの形」が提案され、各事業所長と本部長の評価
を受けました。

今回はその発表内容と進捗状況をお知らせします！

8月新クレド発表会での各チームによる「新しいクレドの形」発表内容

この発表を元に、新しいクレドの形を今後どのように運用するのか、この内容からさらに実際に運用する
までに必要な仕組みづくりやクレドの文言の精査を行うため、ディスカッションを重ねています!NOW!

G�L&
START!

20周年記念事業発足

クレドを理解する

チームビルディング

デザイン思考

検証

発表会

ブラッシュアップ

プランニング

　そして、昨年の3月から始まったこの新クレドプロジェクトもいよいよ
大詰めです。

　クレドとは何か、何のためにあるのか、根本から理解を深めてきた
プロジェクトのメンバーが考えた新クレド。プロジェクトの過程では、
どうやったら組織内でクレドが浸透するのか、より身近にクレドという
存在を感じられるかを丁寧に議論し、検証してきました。

　もう間もなく新クレドの完成という一つのゴールを迎えますが、運用
という点ではスタートラインに立つところ。プロジェクトのメンバーが
芽吹かせた新しいクレドを確たる存在に押し上げていくには、基弘会
で働く一人ひとりの意識が肝心になってきます。

　どんな形のクレドが完成するか、新年度の続報に注目してください！

いよいよ完成間近！
新クレドに注目

NOW!

2022.
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今回の介護技術論は前回セッティングまでご紹介したイスからイスへのトランスファー

の移乗編です。前回分も振り返りながら、実際に練習してみましょう！後半は基弘会通

信vol.11の介護技術論vol.7「座り直し～側面～」と同じ手順です。

基 弘 会 流
介護技術論
v o l . 9

夢の箱勝山
施設長
江田　雅晴

イスからイスへのトランスファー
移乗編
2

元気な方の手を案内します。両肩甲骨
を支えながら、手首に触れ曲線をイメー
ジします。

介助者は利用者のお尻のライン上と、着座するライン上に
スタンスを取ります。利用者と同じ高さまで腰を下し、臀
部・腸骨ラインに手を沿え、働きかけます。利用者が動き
始めたら半歩遅れて座骨結節を拾い、体重移動で斜め浅
座りになります。

元気な方の脚から
両足と手の位置を
整えます。下肢づ
いて確認します。

浅座りの利用者のお尻のライン
上、これから移る椅子の座面
手前半分の位置にスタンスを
取ります。（体重移動）

❷と同じ動きをし、体重移動
で斜め浅着座で案内します。
移動したので❹と同じ手順で
両足と手の位置を整え、表情
も確認します。

頑張りが反映されるように
賃金改定をしています

こちらのQRコードを読み取ると
ログインページにつながります！

給与明細を電子化しました

令和4年12月よりこれまで紙媒体でお渡ししていた給与明細の電子化
を行いました。これに伴い紙媒体でのお渡しが無くなり、個人のスマート
フォンやパソコンから閲覧いただけるようになりました。

　大阪では令和4年10月1日から最低賃金が変更され、
992円から1,023円となりました。

　それに伴い大阪の事業所で介護職員等級の方の最低
賃金を1,000円から1,030円へと引き上げが行われました。
しかしこのペースで最低賃金が上昇するとスタッフさんの
頑張りによって評価されるベースアップが難しくなってし
まいます。

　そこで今後も予想される最低賃金の底上げに左右さ
れず、きちんとスタッフさんの頑張りが評価されるかたち

で給与が決定していく仕組みへと給与制度そのものを見
直して、賃金改定を行いました。

　大阪と仙台では地域差による最低賃金の違いはありま
すが、仙台事業所でも令和4年4月に賃金改定を行ってい
て、資格や経験による加算を反映しています。

　皆様が資格の取得や得意を活かした活躍をされること
に期待し、それを給与制度で評価してお応えしていきたい
と思っています。

事務局長　水野　寿一

③

※給与明細表には経験加算や資格手当は
　本給に合算されて記載されています。

①本給＋②処遇改善の2階層から、
①本給＋②処遇改善＋③経験加算＋資格手当
の４階層へ変更することで、
最低賃金が上がってもそれまでの評価による
ベースが維持される仕組みになっています。

無資格・未経験 介護福祉士・3年目

1080 円 / 時給

処遇改善

本給

経験加算

処遇改善

本給

資格手当1030 円 / 時給

斜め浅座り 現在のお座りの座面から前方へ斜めに浅くご案内します。

斜め浅着座 斜めに浅く座った状態から、移るイスへ浅く着座します。

座り直し 基弘会通信 vol.11 の「座り直し」と同じ手順です。

イスの座面先端より指1本分内
側に手のひらが収まるように！

POINT!

介助者は、利用者の麻痺側
に立ちます。
左脚は臀部の最終着座ライン
に、右脚は利用者の足の位
置にスタンスを取ります。

利用者と同じ高さまで腰を落
とし、左手は左臀部の位置に、
右手は腸骨ラインに添えます。
手に体重をかけていただくよ
う声掛けします。

利用者が手に力を入れ動き出し
たら、介助者は左手のひらで左
臀部をキャッチします。そのまま
体重移動で介助者の左脚ライン
まで臀部を案内します。

お尻がイスに着座したら、臀部→両脚の位置→手の位置→表情の順に目視して、正しく案
内できたかを確認します。最後は利き手の手首と右肩を持って、椅子の背もたれに体を
ゆっくり返しましょう。

QRコードから過
去の基弘会通信
が読めますので、
詳しくはこちらを
参照ください！

このラインまで
臀部を

誘導したい

目線は

仙骨

左足は座面の
手前半分の位置



今回の介護技術論は前回セッティングまでご紹介したイスからイスへのトランスファー

の移乗編です。前回分も振り返りながら、実際に練習してみましょう！後半は基弘会通
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基 弘 会 流
介護技術論
v o l . 9

夢の箱勝山
施設長
江田　雅晴

イスからイスへのトランスファー
移乗編
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を支えながら、手首に触れ曲線をイメー
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と思っています。

事務局長　水野　寿一
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処遇改善

本給

経験加算

処遇改善

本給

資格手当1030 円 / 時給
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内できたかを確認します。最後は利き手の手首と右肩を持って、椅子の背もたれに体を
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事業所紹介

　　　　　　　　 

　今回の改修工事ではお客様が過ごされる空間と、バック

ヤードをしっかり分けることを意識しました。そして 1 階の地

域交流スペースは、これまでご入居者もスタッフも自由に活

用できる空間としてきましたが、これからはご入居者様や家

族様、地域の方々などお客様に過ごしていただく特別な空間

とし、名称も新たに「沙羅」としました。

　この名称は、基弘会に縁ある方よりいただいた呼び名「沙

羅の杜」からあやかり、1 階の空間がご入居者様や訪れる人々

にとって心地のよい、しなやかな場となるようにという思いが

込められています。

　ライブラリにある本をソファベンチでゆっくり読んだり、障

子を開けると広がる景観新たなテラスを眺めながら、縁側で

ひなたぼっこをしたり、ここはそんなシーンをイメージしてデ

ザインされました。

　沙羅という場でご入居者様が過ごす特別な時間を創るの

が、これからの私たち基弘会スタッフの仕事です。

特別な時間を創る

表紙の話⑬

沙羅の使い方

▲造作棚には直接腰掛けられるソファベンチの
スペースも

▲縁側からは柔らかな日差しが差し込む

▲特別な空間として生まれ変わった「沙羅」

夢の箱勝山のご利用相談はコチラ

特別養護老人ホーム夢の箱 勝山
〒544-0021  大阪市生野区勝山南1丁目17番43号

TEL：06-6712-2220　FAX：06-6712-2224


