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特別養護老人ホーム鹿屋長寿園 

短期入所生活介護 

ケアコールセンター鹿屋長寿園

サテライトケアコールセンター鹿屋長寿園

住宅型有料老人ホームげんき 

グループホームふれあい 

プライエボーリ優花里 

小規模多機能ホーム哲ちゃん家 

小規模多機能ホーム花海家長寿園 

デイサービスセンター鹿屋長寿園 

ミニデイサービス舷揮くん家

介護保険相談センターかのや  

下祓川サブセンター 

高齢者等訪問給食サービス 

鹿屋市高齢者世話付市営住宅援助員設置事業 

社会福祉法人 恵仁会 
Social welfare corporation Keijinkai 

令和２年度事業報告 A Business report in fiscal year 2020 

１． 経営理念 Management idea 

福祉と医療の有機的な連携を図り、高齢者の方々に質の高いサービスと安心を提供し、地域

における高齢者福祉の発展に寄与するため、以下の経営理念及び基本方針の基に法人運営を行

った。 

２． 組織 The organization 

エリア制 Area system

下祓川エリア    笠之原エリア 

 

 
 

理事会 Board meeting 

理事長 The chief director 

法人本部 Corporation head office 

養護老人ホーム寿光園 

住宅型有料老人ホーム笠之原長寿園 

住宅型有料老人ホーム新川長寿園 

ミニデイサービス瑠璃ちゃん家

ホームヘルパーステーション鹿屋長寿園

居宅介護支援事業所鹿屋長寿園 

グループホームあいら 

笠之原地域交流多機能スペースみらい 

相談支援事業所長寿園あかり 

児童発達支援事業所あかり 

池田保育園 

評議員会 

Council 

監事 

Inspector 

統合リスク管理室 

Integration risk 

management office 

評議員選任解

任委員会 ライフサポートチーム

鹿屋長寿園 

Life Support Team 
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３． 介護理念 Nursing idea 

あなたの立場に立ち In your viewpoint, rising あなたを感じ You, feeling 

あなたを理解できるようなサービスを目指します 

I aim at the service which can understand you. 

  介護理念に沿った利用者の意思の尊重及びそれに応じたサービスの提供が展開できたと考える。 

４． 人材育成 Upbringing of human resources 

ICT の取り組みについては、コロナ禍における感染拡大防止、人材不足への対応、介護の安全

性と効率化を精力的に取り組むことができた。以下、取り組みの内訳である。 

① FAX利用を止めて、電子媒体での情報共有とした。

② LINEWORKSを活用して、リアルタイムでの情報共有が可能となった。

③ 会議資料等のデータ共有でペーパレス化に取り組んだ。

④ Zoomによるオンライン会議の導入で、時間の効率化と感染防止対策が可能になった。

⑤ 事務職、マネジメント職員を中心にリモートワークを導入し、感染防止対策及びBCP対策

の導入ができた。

⑥ リモートワークに向けたパソコンやルーター等の準備を進め、法人全体の事業所の環境整

備が進んだ。

⑦ 眠りスキャンの導入で、利用者の健康管理のデータ把握が可能となり夜勤者の負担軽減に

もつながった。

⑧ 記録システムの導入が進んだ。

⑨ 事務系のルーチンワーク業務の自動化を目指して RPAの導入に向けた準備を進めた。

５． 地域貢献活動 Area contribution activity 

コロナ感染の状況によって、ドライブサロンの開催も流動的ではあったが可能な範囲で開催

ができた。 

６． コーポレートガバナンス体制 Corporate governance system 

  新型コロナウイルスの世界的感染拡大と身近な感染状況に職員も緊張とストレスの高い日々

であった。まずは、水際対策として職員が持ち込まないという徹底した対策が功を奏して、感

染の発生には至ってない。しかし、変異株の脅威が迫っており、今後とも予断を許さない状況

が続くと思われる。 

基本的には、ワクチン接種を終えることが次へのステップにつながると考えられる。まずは、

職員一人一人が自身と対象となる高齢者の状態を把握し、感染防止を引き続き図っていくこと

が肝要となる。また、そのためにもオンラインやリモートワークを強力に推進し、環境整備も

含めて利用者や家族、地域との新しいコミュニケーションの形を構築していきたいと考える。 
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令和 2 年度 本部事務部門 事業報告 

1. 理事会、評議員会、監事監査開催状況

【理事会】令和 2年度における理事会を以下の通り開催。 

開催 主な審議事項 

第 1回 令和 2年 6月 2日（火） 

・令和 1年度事業報告及び令和 1年度計算書類等の承

認について 

・定時評議員会の招集について

・職員駐車場用土地購入について

報告事項 

・理事長の職務執行状況

第 2回 令和2年9月14日（月） 

・管理者変更について

（児童発達支援事業者あかり、グループホームあい

ら） 

報告事項 

・職員駐車場用土地購入に関する進捗状況

・令和 2年 7月豪雨災害における義援金支出

・令和 2年度地域介護、福祉空間整備等施設整備交付

金

・理事長の職務執行状況

第 3回 令和3年3月11日（木） 

・令和 2年度第一次補正予算について

・令和 3年度当初予算について

・令和 3年度事業計画について

・定款変更について

・評議員会の招集について

・経理規程変更について

・就業規則変更について

・運営規程変更について

・第三者委員選任について

・総合施設長任期更新について

報告事項 

・理事長の職務執行状況

・入札結果及び実施について

・指導監査結果
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【評議員会】令和 2年度における評議員会を以下の通り開催。 

開催日 主な審議事項 

定時 令和 2年 6月 18日（木） 

・令和 1年度計算書類、財産目録の承認について

報告事項 

・令和 1年度事業報告

第 1回

臨時 

令和 3年 3月 24日（水） 

・令和 2年度第一次補正予算について

・令和 3年度当初予算について

・令和 3年度事業計画について

・定款変更について

報告事項 

・就業規則変更

・第三者委員選任

・総合施設長任期更新

・入札の結果及び実施について

・指導監査結果

【監事監査】 令和 2年度における監事監査を以下のとおり実施し、指摘事項を改善。 

開催日 指摘事項 

令和2年5月25日（月） 1. リース取引について、リース資産に計上すべき物がないかの

再確認をして適正な処理を行うこと。 

改善：リース内容等について再確認を行い、リース資産計上が 

必要な取引に関しては、処理を行いました。 

2. 立替金、前払金、預り金、未払金等についても、事業未収金

と同じように法人合算一覧表を作成すること。

改善：次の決算処理の際に、事業未収金と同じ書式を活用して 

一覧表を作成します。 
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令和 2 年度 統合リスク管理室 事業報告 

１．令和 2 年度年間目標の達成状況 

内部統制システム、コンプライアンス、リスク管理体制の構築・運営に向けた整備 

  として以下の目標をかかげて活動した。 

① 各種規程整備及び一元管理

既存規程の更新確認や業務内容に応じて新規規程を策定し、一覧表の更新を実施。 

また、完全な共有には至っていないが、デジタル化した規程等を全事業所から閲

覧できるようクラウドストレージを準備し、環境構築中である。その為、次年度

も引き続き実施していく。

② ICT、IOT を活用した業務効率化支援・維持・管理

ワークフローシステムの導入や見守り支援、オンライン会議、防犯カメラ、勤怠管

理、介護記録などのシステム導入を実施。システム自体は導入済だが運用検討中の 

ものもあり、導入効果の検証を含めまだまだ環境構築に時間を要するが、一定の成 

果は出ているものと考える。 

③ 情報機器管理及び情報セキュリティの確保

各種システムの導入に伴いそれぞれの運用ルールの作成や情報管理に関する規程

の更新及び情報セキュリティに関する職員研修を実施し、意識を高めることができ

た。

④ 内部監査

前年度状況をもとに対象事業所を絞り内部監査を実施。一部の事業所が業務の都合

により未実施となったが、指導監査の自主点検表を活用し、自主チェックを行い整

備。

内部監査の内容としては、実地指導に準じる形でサービス毎の自主点検表を基に全

体的な確認を実施。指摘事項について改善報告書での確認及び再確認を行い、適正

に業務が行われるように取り組むことができた。

【内部監査実施事業所】 

実施月 事業所 

4 月 住宅型有料老人ホーム新川長寿園 

5 月 グループホームあいら 

7 月 住宅型有料老人ホーム笠之原長寿園・プライエボーリ優花里 

9 月 特別養護老人ホーム鹿屋長寿園 

10 月 特別養護老人ホーム鹿屋長寿園（ショートステイ） 

11 月 ホームヘルパーステーション鹿屋長寿園（定期巡回）

12 月 グループホームふれあい 

1 月 ミニデイサービス瑠璃ちゃん家

2 月 児童発達支援事業所あかり 
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内部監査に伴う整備 

各事業所の指摘事項に伴う様式変更やマニュアル整備、介護報酬改定に伴う契約 

書等の整備について文言案などの助言を行い、整備支援を実施。 

特に介護報酬改定に伴う変更については、数名で内容確認し、適正な内容で契約 

が行えるように対応している。全サービスでの文言統一までは至っていないが、 

同サービスで文言の違う契約書を使用している状況がないようにした。 

２. 総合評価

  内部監査部門から統合リスク管理室として体制変更して 2 年目となり、法人本部

としての業務及び各種システム導入、事業所内部監査を中心に事業運営におけるリ

スク管理や業務効率化の為に各種整備を行ってきた。事務作業としては大きな問題

もなく業務を実施することができたが、システム導入業務についてはやや予定より

も遅れ気味になる傾向にあった。 

事業所内部監査については、前年度の課題であった効率化について意識し、指摘

件数に応じて往査する事業所を決定し行うことで、全事業所実施するよりも 1 事業

所の改善支援に時間を割くことができている。次年度も今年度及びこれまでのデー

タをもとに内部監査が必要な事業所を絞り、効率的に実施できるようにしていく。

業務内容が多岐に渡っており、各事業所や部署の各種業務の効率化支援は行って

いるが、自部署の業務は増えていく一方となり業務の棚卸しが実施できていない。

しかし、労務管理としては有給取得状況は良好で時間外勤務も発生していないので、

適正に管理できていた。 

３．次年度への課題 

  整備が必要な業務が多岐に渡っており、時間外勤務こそ発生していないが部署内

職員の負担が大きい。一つ一つの項目に時間がかかりマンパワー不足が課題となっ

ている。その為、業務の洗い出しを行い、適正化及び部署内だけでなく、協力が必

要な部門・事業所・職員への業務分掌の検討が必要。各種導入したシステムに関し

ても導入後のユーザー支援について満足のいく対応ができていないと思われるので、

職員が使いやすいようにアイディア提供や不具合対応、業者の要望対応促進を行う

必要がある。次年度も引き続き ICT 導入を整備していくが、膨れ上がる保守対応業

務の効率化も念頭におき、各種業務の効率化及びリスクヘッジを図り、健全かつ適

正な事業運営を行うための態勢の整備及び情報機器の効率的利用を促進していく。 

事業所内部監査の効率化については、今年度の方法をベースに行っていき、引き

続き実地指導の自主点検表にはない情報機器や情報資産管理に関する部分の内部監

査も実施していく。 
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令和 2 年度 事務局総務課 事業報告 

1. 令和 2年度目標達成状況

1）人材獲得・人材育成

人材獲得チームと連携し、採用活動から入職までをスムーズに受け入れられるよう

にする。 

  （具体的な取り組み） 

①事業所の不足状況に応じて、求人募集や求人の停止をタイムリーに行うようにする。 

②人事内容は、課内会議での情報共有し、人事に関わる起案書には給与担当、社会保

険担当、部門長が必ず目を通す。

③人材獲得チームとの連携活動として、学生への福祉の知識の普及活動を行う。（福

祉のお仕事見学ツアーなど）

  （達成状況） 

新型コロナウイルス感染症防止の観点から福祉のお仕事ツアーのような大規模な

イベントができない状況のため、感染症の蔓延状況をみながらハローワーク呼び込

み活動を行い、恵仁会面談会を月２回ずつ実施している。さらに、採用に繋がった

内容で一番効果の出ている職員紹介をさらに促進させるため、職員への情報提供を

各種会議やメール、ＬＩＮＥＷＯＲＫＳ等を使い広報の頻度を増加させた。 

２．総合評価 

 全体的な目標は概ね達成できた。人材確保については、新型コロナウイルスの蔓延状

況の影響により、立てた目標の推進ができない状況があったが、状況に合わせて内容の

軌道修正を行い、蔓延状況に応じて、できる活動を実施する体制に変化させることがで

きた。勤怠管理システムの導入については、総務課として主体的な推進ができなかった

が、統合リスク管理室の支援により推進に向けて動くことができた。今後、ICT、IOT

の活用による業務効率化についてはテレワーク推進や RPA も導入となるため、業務の

効率化と計画の推進がより進むように効果的に進めていきたい。 

※年間目標以外の達成状況

・ICT、IOTの活用による業務効率化

勤怠管理システムを法人全体へ導入する。

  （具体的な取り組み） 

勤怠システム導入を行い、ICT 化を進めることで、ペーパーレス化や事業所職員に

よる書類の運搬等を無くす。 

  （達成状況） 

 勤怠管理システム導入については、上期での進捗状況が芳しくなかったが、下期

においては統合リスク管理室のサポートにより、夜勤業務の無い事業所にシステム

導入を推進できている。 
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・共通取組事項

1）業務の棚卸

 各業務において、それぞれが持つスキルを基に、現在の業務を棚卸し、スキルに

合わせた振り分け及び統合を行っていき業務改善につなげる。 

  （達成状況） 

業務の棚卸を行い、業務内容や業務量を基に総務課体制を踏まえて再編成を行っ

た。今後、テレワーク推進の為に、事務局全体の業務状況に合わせて随時棚卸を行

い、体制変更を柔軟にできるようにしていく。 

・特養と地域住民との連携及び貢献活動

1）ドライブサロンへの参加

  地域住民の日常生活を支援する為に、ドライブサロンへの参加を継続的に行う。 

（達成状況） 

  新型コロナウイルス感染症防止の観点からドライブサロンの実施ができなかった。 

・働き方改革

(ア)有給休暇

(達成状況) 

  年次有給休暇の取得義務日数については、全事業所達成している。新年度より

年次有給休暇の時間単位取得も可能になるように整備を行ったので、柔軟に有給

取得ができる体制を敷くことができた。 

(イ)適正な労務管理

(達成状況) 

 前年に比べ、比較的時間外対応が抑えられ、定時退社ができた。 

来年度においても、新たな業務が発生した際など計画の見直しや修正を行い、 

適正な労務管理に努めていく。 

３．次年度への課題 

 次年度への課題としては、人材確保と ICT、IOT の活用となる。人材確保については

新型コロナウイルス感染症蔓延状況により採用活動が制限されるため、感染症防止を行

いつつ最大限の効果が引き出せる活動内容を実行していかなければならない。ＺＯＯＭ

を活用し、職場見学や仕事の説明会を行うことや他の企業や法人の実施する採用活動内

容等情報収集を行い、積極的に採用活動に取り入れていきたい。ICT、IOTの活用につい

ては、推進内容により効果が大きく変動することが予測されるため、RPA やテレワーク

推進で実施する業務内容や他の業務に影響する内容をしっかり検討し導入していきた

い。 
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令和 2年度 事務局経理課 事業報告 

1．令和 2年度目標達成状況 

□人材獲得

達成状況

・人材獲得については、12月より人材獲得チームと連携し、毎月第 1、第 2土曜日の

午前中に開催した就職面談会に参加し、11名の獲得ができた。

   ・現在働いている職員の処遇を向上させるために、年末年始（12月 31日～1月 3日）

に業務に携わった職員に対して、特定処遇改善加算と自己財源を活用し、年末年始

手当を支給した。 

□人材育成

達成状況

・会計処理のスキルアップとして、顧問先公認会計士に「補正予算・決算処理」の研

修を行っていただき、補正予算作成や決算処理が初めての職員に対し、事前学習機

会を提供した。

・その他、新人職員の教育としてエルダーを配置し、社会福祉法人の会計の基礎

や処理、日々の業務等を含め指導を行った。また、新人職員とのコミュニケーショ

ンについても、日々の業務日誌でのやりとりや、1ヶ月毎に面接を実施することで

業務の進捗や新入職員の不安の解消に取り組んだ。 

□利用者の確保

達成状況

・利用者の確保については、毎月の主任ミーティングや在宅会議、法人会議と、月

に 2回（中旬・下旬）当月の稼働率見込みや加算取得状況の情報を各部門・事業所

へ情報提供し、予算未達成が見込まれた際は、事前に要因と解決策を検討した。

また、昨年同様、各事業所の利用状況を週ごとに集計・管理を行い、リアルタイム

で情報共有することができた。

・その他、鹿屋長寿園の短期入所事業の稼働率達成と特定職員の業務負担が偏らな

い様にする為に、事務局職員が送迎時の添乗を行った。

□ICTの活用

達成状況

・統合リスク管理室が導入したコラボフロー（文書決裁システム）を活用することで、 

文書担当者が行っていた書類の判別や書類管理等、業務内容が効率的になった。 

また、電子化していることで、書類の紛失のリスク軽減や検索等の業務も効率的 

になった。 

□経費削減

達成状況

・長寿園では、電気代に関して毎月主任ミーティングにて報告を行い、全部署で意識

を持ち節電に取り組んだ。その結果、電気の使用量も前年より減り、金額に関して

は年間で 100万円の経費削減へとつながった。

・法人全体に関することとしては、封筒やコピー用紙など、事業所単体での購入では 

なく、一括購入を行うことで単価を下げることができた。 
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2. 総合評価

・今年度に関しては、コロナ禍の中で、業務の見直しを行う機会となった。職員

同士の連携については Web（Zoom やコラボフロー、ラインワークス等）を活用

し、事業所へ足を運ぶことがなくても管理者と協議を行い、情報共有ができた。

また、業者への支払い業務で現金を払出し窓口にて対応をしていたが、インタ

ーネットバンキングを活用することで、現金を取り扱うリスクや手間を省くこと

もできた。

・経理課としての会計処理のスキルアップについては、Zoom を活用し、研修

を開催し学ぶ場を提供できたが、当初予算や補正予算作成といった業務を行った

結果、会計担当者によっては処理や認識が違う職員等もいたので、経理課職員全

員の連携を図る事に関して、次年度の課題として取り組む。

その他、有給休暇の年間 5 日以上取得に関しては、毎月消化状況の確認を行い、

有給取得を促すことで問題なく取得することができた。

3．次年度への課題 

・会計担当者ごとのスキルの差を埋めるために、個別での指導を行い日常業務の

処理に滞りがないようにすることも大事だが、口頭や取りまとめた書面での説明

では認識の違いもあったので、今後はｚｏｏｍも活用し、実際に処理を行う書式

を画面共有しながら、経理課ミーティングを実施する。

・次年度についてはテレワークを用いて感染症 BCP 対策や業務の効率化に向けた取

り組みを行う。 

現在、テレワークを実施しているが、事務局として行う業務（電話対応・接客等）

を今まで通り実施するための課題もあるため、4 月以降事務局職員の実施状況を確

認しながら、テレワーク本格導入に向け改善していく。 
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令和２年度 介護部門 事業報告 

１．令和２年度目標達成状況 

①人材獲得・人材育成

・職員紹介制度の活用にて数名の入職に繋げることが出来たが、潜在介護福祉士に関しては

情報提供と資料作成を行い、老施協への登録を行ったが現在入職には繋がっていない。 

・コロナ禍の中で、直接小中学校へ出向くなどの活動は出来なかったが、鹿屋小学校とはリ

モート交流会を実施することが出来き、新しい形での交流が行えた。

・育児、出産または介護休暇については、シフト調整、勤務形態の見直し、ユニット異動な

どにて十分に対応することが出来た。

・ICT、IOT を活用した新人職員や中途採用者への指導に関しては、記録システムの導入に

より業務効率化を図れているが、職員への介護技術指導にはまだ有効に活用できてい部

分もあり、今後部門内研修などを行う上で課題となってくる。

・介護プロフェッショナルキャリア段位制度に関しては、各エリアのアセッサーと協力して

レベル４認定を目指していく中で、長寿園においては、２名（芝原 もも、橋口 誠）が

レベル４認定されたが、他事業所との連携が不十分であった。また、恵仁会キャリア段位

においても新人職員の指導の遅れがあり、評価につながっていない。 

②利用者の確保

・コロナ禍の中で、事前調査への協力が不十分な中、相談員の尽力により退所から 3日以内

の新規利用者入所を実現出来ている。現状調査への協力が難しい中で、介護部門としては

新規入所者が早く環境に慣れて安心して生活して頂けるように環境を整えていくことを

継続していく必要性がある。 

・今年度においては、ショートステイを利用されていた新規入所者も増えた中で、記録シス

テムや情報伝達ツール等を使用することで、受け入れユニットへのショートステイから

の情報提供もスムーズに行えていた。 

・ショートステイにおいても特養同様、生体見守りセンサーの導入により、より利用者状況

の把握し在宅生活へと繋がりのある支援が行えたこともあり、年間９４％の稼働率で目

標達成することが出来た。 

③ICT、IOTの活用による業務の効率化

・ナースコールシステムについては、次年度早急に導入予定となっている。生体見守りセン

サーに関しては２階全ユニットと１階ユニット合わせて現在８９台が稼働している。導

入により入眠状況の確認、呼吸、心拍の確認のみならず、起上、離床検知機能を活用する

ことで日中、夜間共に業務効率化に繋がっている。 
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④夜勤業務効率化

・③内の項目にある生体見守りセンサーの活用により、夜勤者の安心した見回り及び、見回

り業務の効率化、仮眠時間の確保が実現出来た。 

・インカムの導入に関しては、次年度より活用していくこととなり、現在環境設定中である。 

２．総合評価 

・まず、コロナ禍において介護職、利用者に感染が発生しなかったことが一番ではないかと

考える。新型コロナウイルス感染が園内で起こった際のシュミレーションも行いながら

職員ひとりひとりが介護従事者として適切な行動をとったおかげであり、今後も感染予

防重点におき行動する。 

・地域との連携においては、行事やサロン活動への参加を挙げていたが、コロナ禍の為、実

施に至らなかった。サポートワーカーによる地域への見守り活動は参加が出来ていたの

で、今後も活動がある際には参加を検討していく。現在６名のシニアサポーターが長寿園

内に存在し、今後も要請があれば対応していく。

・有給取得に関しては、前年度平均 10.1日であったが、今年度は 14.4日と一人当たりの取

得日数の増加に繋がっている。３日間の連続休暇に関しては、夜勤明けを含めて３日とい

う形で取得するなど前年度と比較すると有給取得は確実に増えている。 

・防災対策に関しては、地域住民を含めた形や火災以外の災害時を想定した訓練に関しても

今後の課題である。 

・年間行事予定については、コロナ禍において地域交流や部門内勉強会の実施が出来なかっ

た。部門内勉強会ついては今後 ZOOMなどを活用して取り組んでいけるよう体制整備を行

っていく。 

３． 次年度への課題 

・生体見守りセンサーの導入により業務改善が実現している中で、情報の有効活用が課題に

なってくる。得られた情報をより効果的に利用者処遇の改善につなげていくことが、満足

度の向上にもつながってくると考えられるので、看取り導入時期の検討や支援内容の変

更につなげていけるようにマニュアル化と指導を行っていく。 

・引き続き新型コロナウイルスへの感染対策を行っていく中で、実際に園内発生時のシュミ

レーションやマニュアルを常に更新し、予防対策にも努めていく。

・部門内の取り組みとして連続４日以上の休みの取得については、全職員が取得できるよう

に日程の調整や業務調整を行っていく。 
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令和 2年度 看護部門 事業報告 

１．令和 2年度目標の達成状況 

各種加算について 

① 看取り加算 （目標 90％）

令和 2年度実績 死亡者 37名 看取り実施者 33名 加算取得率 89.1%となった。

ユニットと協力し、利用者の日々の健康管理を確実に行ったことで、看取り支援

への移行がスムーズとなり、目標に近い加算取得数値となった。4名については急

変で亡くなられた利用者であった。 

看取りへの移行時には、早期に多職種との連携を図り、利用者や家族の意向を取

り入れながら移行し、援助を行うことができた。 

② 褥瘡マネジメント加算

チーム連携室との連携が図られチェック機能をかけてもらい加算取得ができてい

る。スタッフ一人一人、ＤＥＳＩＧＮ―Ｒによる定期的な評価や褥瘡に関しての

多職種やユニットとの情報共有もできている。 

③ 看護体制加算（ショート）

要介護 3以上の利用者が 77.9％及びショート稼働率 94.07％であった。

多職種と連携を行うことができ、達成できた。

④ 医療ニーズへの対応

医療ニーズの高い利用者が多くなってきているが、看護・介護・多職種との連携

が図られ対応ができている。以前に比べ経鼻経管栄養の利用者が増えてきてい

る。褥瘡に関し、施設内での発生も見られるが、ほぼ入所時の持ち込み等ある

中、多職種と共同で対策実施することで軽快傾向に向かっている。

医療度の高い利用者の受け入れ等は行えているが、外部研修会への参加や施設内

での研修には至らなかった。

２．総合評価 

①人材獲得・人材育成

・人材獲得・育成においては、１名の退職があったが補充ができていない。2名の補

充を検討していたが獲得とはならなかった。

また研修会への参加は新型コロナウイルスにより達成できていない。

②利用者確保

・本入所稼働率 99.7％で達成できている。退所後新入所までの期間が平均 2.76日で

あった。入所検討を早期に行い待機者とすることができている結果と考える。

又、医療度の高い利用者が増え、胃瘻よりも経鼻経管や様々医療処置の多い利用者

の受け入れができている。また、退所後から入所までの日数が 2.4日と 3日をきっ

ているが、死亡退所が多い月は入所までの期間が延びることもあった。

・看取り加算取得は、各職種、嘱託医と連携が図られ早期に看取りへ移行することが
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できたが、予測されない死亡が 4件あった。 

看取り利用者が多い月で 18人となり、看護代理夜勤の精神的不安も強かったと考

える。多職種と連携を図り看取り支援への移行はスムーズに行えた。 

③ICT・IOTの活用による業務の効率化

・ICTについては、日々の利用者の状態や健康状態を入力し、情報の共有を図ってい

る。寿システムの使用がしっかりとできていない為、取り組む必要がある。

④夜勤業務の効率化

日勤帯での利用者の状態を把握し夜勤帯での看護代理夜勤業務がスムーズに行える

ように取り組んでいる。オンコール対応がしっかりと行えている。

⑤共通項目

・有休取得はほぼ計画的に取得することができた。（有給消化率 91％）

・感染対策研修は年 2回実施できた。新型コロナウイルスに対するスタッフへの感染

対策への意識づけが図られている。面会制限の中、看取り利用者の家族に対しても

短い時間ではあるが面会を行っている。また施設外感染認定看護師より指導を受け

感染発生防止を図っている。

３．次年度への課題 

１）業務改善

利用者透析日が月・水・金のみでなく火・木・土となってきている。遅出業務が

毎日実施できるように人材獲得に努めたい。

ユニット担当看護師役割において、利用者の健康面、生活面、社会面の情報把握

を行い、特に健康面において介護スタッフと連携が図られ、異常への気づきがで

きるように連携を図る。 

病院スタッフ及び嘱託医と連携し、利用者の状態変化に対して、スムーズな対応

ができるように取り組む。 

各種書類関係において、業務内及び期限内に作成ができるように日課表の見直し

を行い、実践していく。 

２）在宅事業所との連携

チーム長寿園と連携を図り、医療的ケアについて専門職として助言ができる。

医務室看護職員が他事業所へ出向き、感染症対策指導や施設ごとのマニュアル作

成・見直しに取り組んで行く。 

日勤業務の見直しを行い、毎日の遅出業務が実施できるようにする。 

３）感染症対策

各種感染症に対して対応できるように、法人勉強会等を活用し年 2回の研修会を

実施（実技を含む）し、適切な対応がとれるようにする。

新型コロナウイルス対策として、他部門と連携しシュミレーション研修を実施し

一人一人のスタッフが動くことができるように指導していく。衛生材料の不足が

ないように、取り組む。感染症情報を取り、情報の共有ができるようにする。
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令和 2年度 機能訓練部門 事業報告 

1.令和 2年度目標達成状況

・機能訓練体制加算においては、目標の 97.5%に対して、99.6%となり、目標達成となっ

た。

・個別機能訓練加算においては、目標の平均延べ人数 150名/月に対して、158名/月とな

り、目標達成となった。

・生活機能向上連携加算においては、目標の入所平均 100名/月、ショート平均 40名/月

に対して、入所平均 104名/月、ショート平均 43名/月となり、目標達成となった。

・人材獲得活動においては、プロジェクトチーム活動を継続し、学校訪問やハローワー

クでの求人活動に積極的に参加できた。

・改善提案制度においては、上期 3 名の方の表彰を行えたが、下期は対象者なしの結果

となった。

・長寿園および輝北フィットネスを継続していく事を目的としていたが、コロナ感染予

防の観点から、活動を自粛する結果となった。

・入所待機者の調査に関し、部門として実績をあげることができなかった。

・ICT、IOT の活用による業務効率化においては、各ユニットの毎日の記録作業である生

活リハビリ実施記録を、恵仁会共有 BOX を活用し、完全データ処理化およびペーパー

レス化を行う事ができた。

・リフト設置のないユニットへの天井式移乗リフトの設置においては、目標 2 台に対し

て 3台の新設設置ができた。

2.総合評価

・利用者処遇・ケアの質の向上においては、現状保有する 18台の移乗リフトを遊ばせる

事無く、移設段取り・評価・指導を迅速に実施し、100%稼働を行う事ができた。また、

遅出勤務によるユニット介入をコロナ禍の為、目標の 1 回/週は介入できなかったが、

状況が落ち着いているタイミングで介入する事ができた。その他、法人認定資格創設

に対して積極的に参加・協力する事ができた。

・業務の棚卸しにおいては、ICT活用による生活リハビリ実施記録の完全データ化および

ペーパーレス化ができた。また、パートの方に機能訓練指導員が指示した個別機能訓

練計画書入力代行業務とは別に、一部の褥瘡ケア計画書入力代行業務、外部リハ共同

アセスメント・評価記録等の入力代行業務等、業務範囲を拡大する事ができた。

・特養と地域住民との連携および貢献活動においては、コロナ禍により、計画していた

長寿園および輝北地区フィットネスが未開催となった。包括の生活支援コーディネー

ター業務においても特養業務との兼務であるため、その都度感染状況により判断し、

優先業務を決定する事ができた。 

・働き方改革においては、有給休暇取得目標 1 人当たり月 1 日以上の取得が行えた。ま
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た、パート事務員の業務代行範囲を拡大し、業務内容の見直し・標準化を行い、適正

な労務管理を行えた。 

・部門行事計画においては、集団で実施する行事は開催を自粛し未開催となった。少人

数開催の部門会は、感染状況が安定している月に開催する事ができた。

・感染症対策においては、チームケア推進室および事務局と連携し、消毒作業のルール

等を作成・共有し、毎日実施・継続ができた。個別訓練介入時の手指消毒と訓練備品

の都度消毒の徹底ができた。その他、県外外出・帰省時の報告および自宅待機は、徹

底管理ができた。

3.次年度への課題

・生活機能向上連携加算において、看取り開始時や状態変化時のプラン変更時は、再評

価を必要とするため、取得できない月度が発生するが、可能な限り外部リハビリ施設

と調整して事前再評価を実施し、取得に努める。

・利用者処遇・ケアの質向上のため、持ち上げないケア専門士の年間計画に積極的に協

力を行っていく。

・利用者処遇・ケアの質向上の妨げが、慢性的なマンパワー不足とスキル不足であるこ

とも原因の一つである事は、無視できない。そのため部門としては、基本遅出の勤務

形態として、ユニット介入を維持・継続していく。

・定期巡回の事業規模拡大、在宅系事業所との連携、利用者の確保、人材育成などを目

的として、チーム長寿園の活動を継続していく。

・現場力(人材育成)を高めるために、改善提案制度を継続し、業務改善プロジェクトチ

ームとして活動を継続していく。

・人材獲得活動に、積極的に参加するため、人材獲得プロジェクトチームのメンバーと

して活動を継続していく。

・令和 3年度介護報酬改定により業務量が増加するため、ICT活用によるさらなる業務効

率化、標準化、RPA活用など積極的に業務改善を行っていく。
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令和 2年度 栄養部門 事業報告 

１．令和 2年度目標達成状況 

①鹿屋長寿園で取得している各種加算の取得を継続した。看取り加算 90％

経口維持加算：月平均 65名に対し経口維持加算月平均 80 名 達成率 122％

療養食加算：月平均 7名目標に対し療養食加算月平均 11 名 達成率 157％

また、栄養部門として恵仁会の他事業所の加算取得の関わりの中でチーム長寿園と連

携して利用者の状態調査へ同行し、加算取得の継続及びサービスの質の向上を目指し

たが新型コロナ感染症予防の為、事業所訪問は自粛。その間、電話やオンラインで

対応。感染予防一部緩和されてからは訪問し相談に対応した。

②安心安全な食事提供と食事介助等のケアの統一が出来るように、医師、歯科医師、Ｓ

Ｔをはじめ多職種で連携した。ミールラウンドは毎月、継続できた。

重点事項 

①人財育成

部下の人材育成、アドバイスを行ってきたが、専門職としては、うまく育成できなか

った。しかし、適切な配置転換を行うことにより仕事へのモチベーションは維持でき

ているようである。純心女子大学の実習生を 2 名受け入れた。注入食の配布等を総合

職に協力してもらい効率よく業務運営出来た。

②利用者の確保

目標：本入所 99.6%・短期入所 93%に対し、本入所 99.7％短期入所 94.1％と達成でき

た。

入所がスムーズに行われるように、ケアマネ、厨房、ユニットスタッフと連携した。

③ICT活用、IOTの活用による業務効率化について

寿システムを活用し、介護記録から体重測定値が反映されることにより業務負担が軽

減された。決済業務も簡素化された。下期は、在宅ワークの取り組みも始め、その際

にも寿システムを活用した。

２．総合評価 

共通取り組み事項 

・利用者処遇・ケアの質の向上

コロナ禍の過ごし方として外食気分を味わえるように上期「刺身の会」、下期「ラーメ

ンの会」を企画し食欲のない利用者に大変喜ばれた。

ケアの質の向上として利用者個々のトロミの適正量をスタッフ間で統一できるよう試

みた。 

・業務の棚卸し

自主点検表や部門マニュアルに沿って業務の漏れがないか確認しながら進めた。

食事摂取量や身体状況の情報共有方法、業務の効率を図る為、入力作業の簡素化、書

式の見直しを行った。
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・特養と地域住民との連携及び貢献活動

出前講座（料理や栄養）を開催し、情報交換の場や働きかけの場とし、地域における

生活支援・介護予防サービスに努めるとしていたが、地域との出前講座は延期された。

・働き方改革

業務改善を行い定時出社、定時退社に努めた。

・その他事項

新型コロナウイルス、井戸水塩素注入ポンプの故障、台風 10 号と次々に非常時対応に

追われた一年であった。都度、他部門と協力しながら非常用食事での対応を行うなど

取り組みができた。

当初予定していた地域との連携、食事企画や勉強会等は、新型コロナウイルス感染症

予防で行うことが難しかったが、代替案を検討し行った。

大学実習生の受け入れもコロナが落ち着いている時期に延期、無事に計画し行うこと

ができた。

勉強会は、皮膚予防、改善について、メーカーに依頼し WEB 研修を行った。さらに調

理済み冷凍食材についてもメーカーに依頼し、WEB で開催、事業所にも参加を呼び掛

けた。

看取りケアについては、食べたいものを食べられるだけ、身体に負担の無いように支

援を行った。

３．次年度への課題 

新しい生活様式が根付き、食中毒防止の基本である個人衛生は向上したと思われるが、

窓越し面会になり、家族からの差し入れは増えている。安心、安全な食事の提供がで

きるように再度、食中毒予防を呼びかけたい。又、食事介助等のケアの統一ができる

ように、引き続き他職種と連携を図りながら運営する。 

新型コロナウイルス感染対策はマニュアルに基づき感染予防および感染拡大の防止に

全力を挙げて対応していき定期的にシミュレーションを行う。さらに、感染が疑われ

る場合は保健所の指導に基づき、適切な対応をとる。 

食事企画や外部活動については、感染状況を勘案し必要に応じて代替案や開催時期の

延期、中止する判断を速やかに検討する。 

災害対策については、備蓄備品の確認や防災訓練に積極的に参加する。 

加算取得、ケアの質の向上については、介護報酬改定に対応しながら専門職としての

役割をしっかり果たし、継続する。 

  以上、引き続き効率よく運営を行っていく。 
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令和 2 年度 相談員部門・ケアマネ部門 事業報告 

1. 令和 2年度目標の達成状況

1）本入所：年間の入所稼働率 99.6%、新規入所までの期間を 3日以内 

令和 2年度は年間入所稼働率 99.7%、入所までの期間 2.76日(いずれも空所利用含む)と

なり、目標達成となった。コロナ禍ではあったが、令和 3年 2月末時点で入所までの平均日

数は 2.28日と適切な受け入れが出来ていたと考えている。だたし、3月に入り想定を超え

る 9名の退所があった。待機者数を超え、調査と家族説明を同時に行う状況となり 2名が入

所までに中 6日、中 8日と長期化することとなった。数字を見れば悔やまれる結果となった

が、待機施設とのやり取りや家族への説明、現場への情報提供を中心に考え、受け入れは適

切に行えたと考える。介護現場のリーダーも自主的に次の入所者の情報を聞き取りにチーム

ケア推進室に足を運び、チームとして中３日での受け入れを目標とする意識は定着している

と感じた。また、入院日数に関しては当初、病状により入院期間は変わるため数値だけでの

評価は難しいが、各部門との話し合いを行い適切な退院支援に取り組むことができたと考え

る。 

2）適切にアセスメントを取ることにより、個別性のあるケアプランの作成をする。 

 加算取得に関しては昨年同様に、適切に必要なサービスを提供できたのではないかと考え

ている。介護現場も記録システムへの入力に慣れはじめ、また見守りセンサーの導入により

現在の利用者の状況をすみやかに把握することに繋がっている。しかし、記録システムに関

令和 2年度 令和元年度 

入退所者数 退所 41名、入所 42名 退所 45名、入所 44名 

累計空床日数 

（空所利用含む） 
113日 121日 

入所までの平均日数 

（空所利用含む） 
2.76 2.69日 

入所申込者総数 353名 

（R3.2.22検討分まで） 

367名 

（Ｒ2.2.17検討分まで） 

当該年度申込者数 128名 209名 

当該年度調査者 56名 50名 

当該年度取り下げ数 142名 168名 

入院者 10名 6名 

入院日数 134日 81日 

19



しては性質上数値面では情報共有ができているが、追記が無ければ詳細の情報がなく、ケア

プランに沿った支援ができているかわからない為、ケアマネが状況の確認を行い必要に応じ

て追記の依頼をしている。新型コロナ禍で ICT・IOT化が促進され、情報収集やカンファレ

ンスの形式が変わり、ケアマネに情報を集約し短時間で終了するようになった。結果として

業務効率化が図られ、家族も簡潔で分かりやすいとご理解を頂けている。 

2. 総合評価

コロナ禍で例年とは異なる状況となったが、滞りなく入退所管理を行え、大きな苦情等

なく１年間利用者様の支援ができたことは全員で一丸となり取り組めた結果であると考え

る。事業計画の目標以外に、利用者様の状況の見える化をいかに行うかが１年間通しての

課題であった。担当者が適時家族へ連絡を入れ、オンラインや窓越しでの面会対応を職員

で協力しながら家族へ現在の状況を伝えることができた。その成果を今後も継続していき

たい。また、家族会の開催が困難な状況であったが、オンラインを含めた対応を検討して

いきたい。 

3. 次年度への課題

来年度は人事異動があり新体制となるが、今後も適切な入退所管理を行う。また、ショ

ートステイと連携を図り、ショートステイのキャンセル待ちの把握を行い、入院時等によ

る空所を適切に利用していきたい。また、当該年度申込者数を確認すると大幅に減ってい

る状況である。新設された介護医療院と連携している病院からの申し込みが無くなったこ

とが要因として考えられる。これまで以上に居宅介護支援事業所等、他機関に長寿園の情

報提供や申し込みの案内をしていく。介護報酬改定に伴い、新設の加算や要件の変わるも

のがあるため、確実に確認を行い、利用者様にあったサービスを提供できるようにしてい

く。テレワークやＲＰＡの導入とともに、今までのやり方にとらわれず、新しい業務の形

を全員で作り上げられるように取り組みたい。
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令和 2年度 ショートステイ部門 事業報告 

1．令和 2年度目標達成状況 

年間平均稼働率 93％ 

・年間稼働率目標 93％に対して平均稼働率 94.1%と目標達成できた。春季、冬季は施設入所

や入院、施設入所、体調不良でのキャンセルが多く稼働が低下した。また、新型コロナウ

イルス流行に伴い、新規受け入れ中止や、感染を心配してのキャンセルの影響がみられた。 

〇重点項目 

１）人材獲得・人材育成

・人材獲得については家族や知人等に紹介しているが紹介・採用には至っていない。

・人材育成については業務マニュアルをもとに育成を行っている。人材育成については生活

相談員業務マニュアルを作成し活用している。職員間のコミュニケーションを大切にし

ており気軽に相談し合えている。毎月法人勉強会に参加している。外部研修に参加する機

会が少ないため来年度はオンライン研修等積極的に参加する。 

・利用者処遇については、利用者の状況を介護システムで共有するだけでなく、ユニットと

の共有申し送りファイルを作成し情報共有できるようになった。コロナ禍で面会ができ

ないため、ご家族へのお便り発送（月 2 回）、窓越し面会、テレビ電話を活用している。 

２）利用者の確保

・年間稼働率は 94.1％（目標 93％）と目標達成できた。居宅介護支援事業所等への空き状

況の連絡（毎週金曜日）、老健ひだまり・介護保険相談センターかのやとの連絡会議、池

田病院で開催される療養会議に出席することでタイムリーな稼働状況をお知らせするこ

とができたこと、利用待機者作り、キャンセル待ち利用者を把握し空床が発生した際には

随時居宅介護支援事業所へ連絡した事等が目標達成要因と考える。

80.0%

85.0%

90.0%

95.0%

100.0%

105.0%

４月 5月 6月 7月 ８月 ９月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

令和２年度 令和１年度 平成30年度

４月 5月 6月 7月 ８月 ９月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年間平均

令和２年度 90.8% 96.4% 94.8% 95.7% 93.7% 97.3% 94.6% 94.1% 93.6% 91.9% 95.1% 90.8% 94.1%

令和１年度 90.3% 93.4% 95.2% 96.4% 95.7% 97.2% 94.1% 95.1% 93.4% 94.6% 100.0% 95.2% 95.1%

平成30年度 89.3% 92.0% 97.7% 96.9% 97.9% 96.5% 92.6% 95.2% 97.0% 88.1% 93.3% 92.1% 94.1%
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３）ICT、IOTの活用による業務効率化

・ショート事務所内、ユニット、チーム連携室との共有フォルダを作成した。日常の申し送

りの共有、面会や美容室の予定表の共有、家族へのお便りなど行えるようになり業務効率

化が図れた。居宅ケアマネージャーやご家族等より利用者状況について問い合わせがあ

った際に介護記録システムを見ながらタイムリーな情報を伝えられるようになった。

2．総合評価 

〇共通取組事項 

①利用者処遇・ケアの質の向上

・居宅サービス計画書を基に短期入所生活介護計画書を作成し、利用者状況に変化があった

際などご家族や居宅ケアマネージャーへ報告し、必要時は短期入所生活介護計画書を見

直している。利用者状況に変化があれば各職種に相談の上ケア内容を見直し、ご家族や居

宅ケアマネージャーに報告している。職員勉強会等内部研修に参加しているが、外部研修

にはあまり参加できなかった。 

②業務の棚卸し

・ケアマネジメント様式を見直した。入力した情報が別な書類に反映されるようになり入力

時間が短縮された。短期入所生活介護に係る計画書を 1本化したため、加算の評価時期な

ど把握、管理しやすくなった。 

特養と地域住民との連携及び貢献活動 

・新型コロナウイルス流行によりドライブサロンなどの活動を中止したため、地域住民との

交流の機会は持てなかった。 

〇働き方改革 

①有給休暇

・計画有給については、予定変更することがあったが、年間 5日以上の有給を取得できた。 

②適正な労務管理

・出勤時に出勤者で 1 日のスケジュールを確認し、ユニットの朝礼にも参加し利用者状況

や業務進捗状況等を確認している。月間予定表へ会議予定だけでなく、病院受診や面会等

イベントすべてを記載し管理できるようにした。書類様式を見直したこと、コロナ禍で担

当者会議は照会やＷＥＢでの出席を行うため移動時間が短縮されたことにより、定時出

勤、定時退社できている。 

3．次年度の課題 

・稼働率について、予約時点では大きく目標を達成していても体調不良・入院・施設入所等

による利用キャンセルが毎月発生し、予算達成ぎりぎりの数値まで落ち込むことがある。

キャンセルが発生した際は居宅介護支援事業所等へ空き状況を速やかに発信し、池田病

院や老健と連携しての長期利用者待機者作り、キャンセル待ち利用者へのアプローチを

行っていく。新型コロナウイルス対策、RPAによる業務効率化にも取り組んでいく。 
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令和２年度 教育部門 事業報告 

１．令和２年度目標達成状況 

１）人材獲得・人材育成

・新型コロナ感染予防の為、就職面談会も ZOOMに切り替え対応した。またハローワー

ク活動は、感染症の状況を見ながら自施設の面談会開催に合わせ月２回出向くことが

できた。 

・学生向けのインターシップは、新型コロナウイルス感染予防の為中止となったが、今

後については感染症の状況を見ながら継続していきたい。

・高校生をターゲットにした、見学ツアーを企画したが、新型コロナウイルス感染予防

の為、実施出来なかった。

・学校訪問時、卒業生を同行する予定であったが、入校が１名に限定された為、同行す

ることが出来なかった。また、学校訪問も通常より時期が遅くなってしまった。

・実習生やボランティアの受け入れも、新型コロナウイルス感染予防の為、実施するこ

とが出来なかった。

・職員紹介制度は、会議等で周知を図ることが出来た。

・新入職者や中途採用者には、各事業所の管理者と話し合いを行い、教育担当を明確に

し、双方で目標設定し進捗状況の確認や、課題抽出に取り組めた。

・長寿園勉強会において、全職員を対象とした必須項目の研修に参加（所見含む）を求

める事が出来、知識の向上に繋げられた。また、外部研修は通常より減少したもの

の、必要な研修に関しては ZOOMを活用し受講でき職員会議等で研修報告をすること

で情報の共有を行えた。

・在宅系の事業所の交換研修は、新型コロナウイルス感染予防の為、中止した。

２）利用者の確保

・地域住民の方々の事業所見学は新型コロナウイルス感染予防の為、実施することが出

来なかった。

３）ICT・IOTの活用による、業務効率化

・生体センサーを導入したことにより、入眠状況・呼吸・心拍の確認や起上検知機能を

活用することで、夜間だけでなく日中も業務効率化に繫がった。

共通取り組み事項 

・利用者処遇・ケアの質の向上においては、看取り加算取得率目標 90％に対し 89.1%と

未達成ではあったが面会中止の中、オンライン面会や窓越し面会等他職種の協力を貰

いながら実施し出来たことで個々のご家族から感謝の言葉も聞かれた。また、接遇面

でもご家族に寄り添う言葉かけが出来ていた。

・業務の棚卸においては、常に優先順位を付けて活動した。また年間の必須項目の勉強
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会は、ZOOM研修に切り替え日程調整やセッティングが行えた。 

・特養と地域住民との連携及び貢献活動においては、地域で行われる行事やサロンに参

加と挙げていたが、コロナ禍の為、今年度は実施出来なかった。

・働き方改革においては、職員の精神的ストレスの軽減のため、要請があった事業所に

出向き話し相手になることでメンタル面のフォローすることが出来た。

２．総合評価 

・この１年、コロナ禍において地域住民の方々との連携や貢献活動は殆んど中止になっ

たが、ドライブサロン等再開の際は引き続き協力していく。また就職面談会や勉強会

等集合研修が行えない時期もあったが、それを機に ZOOMを取り入れたことで色々な

面で視野が広がった。感染症においても、幸い施設内で新型コロナウイルスやインフ

ルエンザの感染者が出なかったのは、感染対策委員会の指導の下、１日３回の体温測

定や体調確認・消毒の徹底・換気・環境整備等実施したことと、個々の職員の行動が

感染予防に繫がったと思う。この取り組みは、今後も継続が必要であると感じる。 

３．次年度への課題 

・人材確保においてここ数ヶ月、月 2回「福祉のお仕事相談会」を実施し広報活動の為

にチラシ等配布を行っているが参加者は少なく現状はまだまだ厳しい状況である。そ

の為、現在いる職員が辞めない環境作りも必要である。

・介護報酬改定に向けて、無資格者に対して eラーニングを活用した認知症介護基礎研

修の受講を進めて行く。また、感染症マニュアルに沿った実技訓練や看取り支援の充

実と知識向上を図る為、年間計画に挙げた勉強会のセッティングを行う。

・新卒者確保の為には、自法人を知ってもらうためのＰＲ活動が必要であり感染症のこ

と等を踏まえ、学校側と協議し、ZOOMを活用した施設案内を行い、少しでも興味を持

ってもらい入職に繋げるように取り組んでいく。
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令和２年度 施設管理部門 事業報告 

１．令和２年度目標達成状況 

１）人材獲得・育成

ａ 職員全体の能力向上に若干の不安が残った。 

ｂ 任せられる人材育成に更なる努力が必要であった。 

ｃ 勉強会等への参加により、職員の知識向上、意識向上に取り組むことができた。 

ｄ 恵仁会の業務等のアピールが若干足りなかった。 

２）利用者の確保

ａ 安全、安心な送迎を実施することにより恵仁会の評価を高めることができた。 

ｂ ニーズの把握に努め、快適な環境を提供することができた。

ｃ 笑顔のサービスを心掛けご家族等の信頼を得ることができた。 

３）ICT,IOT の活用による業務効率化

ａ 利用者宅をパソコン等で検索し、自宅確認の短縮化を行った。 

ｂ コラボフロー等を活用して業務の効率化を図った。

２．総合評価 

１）利用者処遇、ケアの質の向上

a 積極的に業務を実施することにより快適な環境を提供することができた。

  b 移乗技術の向上を図り安心な動作を習得した。 

２）業務の棚おろし

a  計画的に実施することにより効率的な作業ができた。 

b  全職員が実施できるように底上げを図った。 

３）特養と地域住民との連携及び貢献活動

a  ドライブサロンがほぼ中止になり住民との交流ができなかった。 

b  環境整備を積極的に実施して地域に好感度を与えることができた。 

４）働き方改革

a  効率的な作業計画を実施することにより負担を軽減できた。 

b  有給休暇を管理して積極的に休暇を取得することができた。 

５）感染症対策

ａ 勉強会等への参加により知識、意識の向上をすることができた。 

ｂ 感染症に対応できる対策を徹底した。 

ｃ 送迎車両等、部門に関わる機器等消毒を徹底した。 

５）防災対策

ａ 空調機の保守、清掃を定期的に実施し、良好な運転状況を保った。 

ｂ 消防計画に沿って、訓練に参加した。 

ｃ 自主点検を実施して、不具合箇所の是正に努めた。 
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６）行事計画

ａ 給湯設備のメンテナンス、空調機のメンテナンスを予定通り実施できた。 

ｂ イルミネーション、門松の作成を予定通り実施できた。

ｃ その他の不具合事項についても迅速に対応することができた。 

３．次年度への課題 

ａ 送迎や外出支援については、更なる安全運転に取り組むとともに、利用者に安 

心感を与える運転を心がける。 

ｂ 送迎における介助動作や移乗動作について、技能向上をはかるとともに、ケア 

マネと連絡を密にして情報の共有を図る。

ｃ 施設の維持業務について、積極的に施設内及び各事業所との連絡をとり、先行 

的に業務を実施する。 

ｄ 報告、連絡、相談の態勢を更に確実にする。 

ｅ 職員全員に知識を伝えるとともに、業務に同行して技術や問題点を教える。 
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令和 2年度居宅支援事業所 鹿屋長寿園 事業報告 

経営的な評価 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 

目標数 195 195 195 195 195 195 

実績 197 200 193 198 187 193 

結果 達成 達成 未達成 達成 未達成 未達成 

10月 11月 12月 1月 2月 3月 

目標数 195 195 195 195 195 195 

実績 189 187 181 180 173 174 

結果 未達成 未達成 未達成 未達成 未達成 未達成 

１．令和 2年度目標の達成状況 

① 人材獲得・人材育成

⚫ 12月からスタッフが産前休暇に入る時期に他事業所から異動となり、利用者・家

族・関係機関に迷惑をかけることなく、業務・稼働を継続することができた。

⚫ 月に 1回実施している知識習得・向上のための事業所研修や毎週事業所内で伝達

等を目的とした会議を行うことで、個人のスキル向上や職員間で隔たりが少なく

なり、適切なマネジメントが行えるように取り組んだ。

② 利用者の確保

⚫ 稼働件数については、6月から目標件数未達成の状況が続いた。新規利用相談や早

めの退院・退所に向けての支援を行っていたが、体調変化や認知機能・身体機能

低下により在宅での生活が困難で、入院や入所される方が増え、達成が難しかっ

た。新型コロナウイルス感染防止のため、サービス利用を控えている方もおられ

た。

⚫ 新規相談があった際は、特に要介護認定のある方は可能な限り受け入れを行った。

要介護認定から更新申請により要支援認定になる方が多く、その後の介護保険サ

ービス利用を考慮しながら、先々要介護認定になることも考え、担当継続してき

た。

⚫ 特定事業所Ⅱ加算取得継続のため、集中減算の適応にならないよう取り組みを計

画的に実施することが出来ている。入退院加算等についても意識的に算定できる

よう早い段階での介入を行うことが出来た。

⚫ 重度の方やターミナル期の方の新規相談があった時は、法人内での連携を図り相

談センターかのやと利用者調整を図ることが出来た。

③ ICT、IOTの活用による業務効率化

事務所外でも使用できるノートパソコンを導入し、在宅ワークや担当者会議・研修

に活用できている。訪問や外出時の合間の時間帯で記録を行う事ができておらず業務

改善まではできていない。 
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④ 定期巡回の事業規模拡大

担当利用者や家族にパンフレットを用いて情報発信を行い、地域の人にも広めてもら

えるように、又、他の居宅介護支援事業所にも個人的に情報提供を行うようにした。

各地区で行われる研修会等での情報発信を計画していたが、コロナ感染防止のため研

修会は中止となり実施できなかった。 

２．総合評価 

⚫ 利用者処遇・ケアの質の向上に向けて、利用者・家族の良き相談相手になり、必要

な情報提供や迅速な対応を行い、住み慣れた自宅で生活が続けられるように支援を

行った。主任ケアマネを中心にマネジメント業務の助言等行い、ケアマネ間で協力

しながら一緒に成長していけるように努めた。

⚫ 特定事業所加算取得要件でもある他法人との研修会開催を東部地区の副部長として

準備や進行等行った。コロナ感染防止のため研修会は鹿屋市地域包括支援センター

や東部地区の他法人の居宅支援事業所と共同し、縮小した研修会を開催となった。

⚫ 計画的に 5日間有給休暇取得はでき、不在時は勤務している職員で対応し、個人の

負担とならないように意識と協力体制の元、業務が滞りなく実施できた。

⚫ 就業時間内で業務を終えるようにし、休日出勤やサービス残業がないように、効率

よい業務を心がけて行った。利用者・家族、関係機関の都合で時間外の業務になる

ことがあり、その際は残業申請をした。

⚫ 適正な労務管理となるように、個人の業務内容が適正か、過度なストレスになって

いないか、メンタル面の把握を行い適正な業務配分を考え、業務が行えるように管

理した。

３．次年度への課題 

⚫ 令和 3年度はスタッフ体制が整備されたことにより、新規相談の間口を広げて新規

利用者の支援ができるよう努めていく。また予算状況を見ながら要支援者も含めニ

ーズにマッチした事業所紹介を迅速に行う。

⚫ 居宅介護支援の加算取得に取り組み、居宅支援での予算管理も実施していく。

⚫ 特定事業所の加算要件である、他法人との事例検討会や研修会を実施し、加算事業

所の継続とスキルアップに努める。

⚫ 事業所外で業務ができるようにノートパソコンを増やし、在宅ワークやオンライン

研修、外出時の記録等に役立てる機会を増やす。

⚫ ケアプランの適正化に向け、主任ケアマネを中心に、適正なケアマネジメント作成

やサービス利用、書類の整備等を行い、ケアマネ間で統一して取り組む。
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令和 2年度 介護保険相談センターかのや事業報告  

１.令和 2年度目標達成状況

① 人材獲得・人材育成

人材獲得においては、法人全体の広告、および口コミでも入職者はなかった。育成

においては、コロナ渦で予定研修は中止になってしまったが事業所内研修は実施で

きた。下半期からはネット研修が普及してきて、外部研修もネットで参加し、スキ

ル向上や介護保険改定伴う研修に参加できた。

➁ 収入年間稼働達成状況について

４月 ５月 6月 7月 8月 9月 

予算 予算 予算 予算 予算 予算 

212 210 215 215 215 213 

実績 実績 実績 実績 実績 実績 

200 200 202 197 192   182 

未達成 未達成 未達成 未達成 未達成 未達成 

10月 11月 12月 1月 2月 3月 

予算 予算 予算 予算 予算 予算 

213 210 210 172 172 172 

実績 実績 実績 実績 実績 実績 

182 182 182 177 172 178 

未達成 未達成 未達成 達成 達成 達成 

コロナ感染による利用控えの影響を受け予算を下回り目標件数を達成できなかっ

た。又人員体制において、8月に職員１名病休で休職から退職、加えてもう 1名 8

月中旬から 9月下旬まで病休と、2名の人員不足に陥り利用者を、他居宅に移行、

新規や退院退所の受け入れを断り件数減の調整を図りながらの運営し、人員体制 6

名で運営し 1月からは予算を補正し達成に至った。予算を下回る月が発生したが、

皆の努力で件数を 170～180件の稼働を保ち、ターミナル加算・医療連携加算算定

件数の達成に伴い、今期の医療連携加算を取得でき経営の安定に繋げる事ができ

た。 

③ ICT、IOTの活用による業務の効率化

コロナ渦となり ICT関連の機材等を助成金で購入できた事があり、担当者会議も

ネットでの開催、またテレワークシステムも導入となり自宅で、記録整備を集中し

てできる様になり業務の効率化と、コロナ渦に対応しての業務遂行ができた。 

④定期巡回の事業拡大

定期巡回の利用者獲得に向けては、池田病院の退院支援ナースの紹介もあり月に 62

件から 70件のサービス利用につながったが、介護職員配置上の問題から事業所サイ

ドから受け入れ困難とされたケースもあった。 
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２. 総合評価 

令和 2年度は、人員不足に伴い件数を減らしたりして稼働目標を達成する事はでき

なかったが、各種加算取得から次年度の収入安定に繋げる事はできた。又、IT活用で

コロナ渦での安全な担当者開始の開催や連携の手法も変わった。テレワークは集中し

て記録等の業務を行い、効率化も図れる様になり新しい就労の仕方を学んだ年でもあ

り働き方改革に繋がった。 

利用者処遇に関しては、親切丁寧に対応でき、感染予防に伴う訪問での時間制限等

をしてきたが協力頂き苦情等もなかった。  

職員の資質向上では、上半期はコロナ感染予防で研修がほぼ中止されたが、下半期

からはオンラインに切り替え研修の開催や参加で計画を遂行する事ができた。法人内

関係事業所を希望される利用者も多く、各事業所の利用者獲得に貢献できた。人員減

やコロナ感染対策を十分に行いながらの事業運営であったが、利用者・家族、関係事

業所の協力を得て健全な運営ができた。 

 

３. 次年度への課題 

収入に関しては、すでに職員 1名が他事業所に異動が決まり人員減の為新規の獲得

や増産は難しいが、居宅長寿園と連携して稼働件数 170件前後を維持していき、特定

事業所加算 1と、特定医療連携加算を継続できる様にしていく事。また令和 3年度介

護保険改定で追加された、感染症委員会の運営と、虐待防止委員会を立ち上げ運営し

ていきたいと考えている。 

地域におけるコロナ感染の状況に応じては、研修行事企画などを計画に沿い遂行し

ていく事が難しい状況が予測されるが、利用者・御家族、居宅長寿園や関係事業所と

連携しながら感染症の予防に努めて、サービス提供に支障をきたさない様に事業運営

を図りたい。 

コロナ渦において職員を含めて皆が行動制限を行いながらの日常である。職員でス

トレス解消等の知恵を出し合い、協力し合って笑顔で就労できる職場にしていきた

い。 
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令和 2 年度 デイサービスセンター鹿屋長寿園 事業報告 

１．令和 2年度年間目標 

1）人財獲得・人財育成

入職希望者が減少する中で自部署での職員間のコミュニケーションを円滑にし、チ

ーム力を上げることと、有給休暇取得など職員の働きやすさを意識し離職者を防ぐ環

境作りを継続的に行い今年度の退職者はなし。現場にチームリーダーと 3 つのプロジ

ェクトリーダーを配置することで人間関係の困りごとからご利用者へのサービス提供

について多方面から考え実践できる組織が構築されつつあり、それがやりがいややる

気・個々の向上心に繋がっていると考える。2 月より新入職員を迎え入れ順調に OJT

が行えており担当職員も同時に成長できている。人材獲得については知り合い等への

声掛けを行うも獲得まではなかなか難しくその上「福祉の仕事相談会」の活用も足り

なかったと感じる。 

2）利用者の確保

令和 2 年度新規受け入れのべ人数 49 名（前年度比－8 名）ひと月平均 4.1 人、登録

取り消しのべ人数 58名（前年度比＋11名）であり新規利用が少ない上に登録取り消し

が多くあった 1 年だった。新規受け入れについてはこれまで受け入れ人数のみ着目し

ていたが今年度より相談件数と利用に繋がった件数をグラフ化し利用確立を算出して

いる。反対に登録取り消しとなった方の理由をまとめ通所ひだまりとの連携及び恵仁

会小規模多機能・瑠璃ちゃん家・舷揮くん家との連携も数字で確認できる。登録の空

き状況は迅速に情報提供し新規相談についての登録調整を行い 7 月～11 月の予算未達

成は 12 月から回復し登録人数は 50 名をキープ、年度末には過去最多の延べ人数を残

せた。 

3）ICT,IOTの活用による業務効率化 

  今年度は各種会議からご利用者の担当者会議までオンラインで行う環境が整い、会

議参加による車両での移動や業務時間調整が不要となったことで業務効率が上がって

いると感じる。5月から開始した連絡帳のシステム活用はしっかり定着し年間を通して

新連絡帳に対するご利用者・ご家族からの苦情もなく移行できた。 

4）定期巡回の事業規模拡大又は通所、小規模多機能の安定経営と地域連携 

  利用者の確保を行いつつ集約したアセスメントから身体状況・生活環境を分析し最

良のサービスの組み合わせを提案できるスキルを身に付けられるよう生活相談員は他

事業所の特性の理解を深めた。他事業所へ移行が予測されるご利用者に関しては積極

的に移行先の事業所と連携し情報提供を行うことでご利用者が新しい環境でも不安な

くサービスが受けられるよう努めることが出来た。また定期巡回を利用されている方
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の状況を踏まえ朝の送り出しなどデイサービスで対応できることは積極的に担当ケア

マネージャーへ提案を行った。

2．総合評価 

新型の感染症が世界中で懸念される中、高リスクとなる疾患が多い高齢者が通うサー

ビス提供として職員一同感染防止の意識を高めながら私生活での行動も自粛を行いご利

用者の感染又は感染の疑いを出さず休業なく運営することが出来た。自然災害について

これまでにない大雨・土砂崩れの経験を今後の BCPに活かす必要があると感じた。利用

者稼働については月平均 85％を維持できたが上期後半と下期前半の稼働減があり新規獲

得に苦戦しながら収支増へ持ち込むことが出来た。職員体制については生活相談員、介

護職、看護訓練の大きな変化もなく加算取得も維持でき、ご利用者中重度割合も 40％近

くを維持、認知症割合は算定要件の倍である 40％をキープしている。3つのプロジェク

トに関しては「利用者処遇プロジェクト」が中心となり感染症の予防を踏まえた入浴人

数の制限・テーブル配置などの環境整備・集団活動プログラムの見直しを行い、「安全管

理プロジェクト」は年間を通して KYT活動とアクシデント・ひやりはっとの分析と振り

返り・職員へ啓発を実施、「業務改善プロジェクト」は口腔ケアと昼食後薬で使用するコ

ップを紙コップへ変更し職員が休憩で入れ替わり人員が減る時間帯のコップ洗浄の業務

をなくしたことや送迎表の簡素化、連絡帳のシステム移行などそれぞれの成果を出せた。 

3. 次年度に向けて

引き続き感染症対策の徹底のため感染症 BCPの整備と見直し・シミュレーション訓練の

実施、感染症委員会の開催を徹底していく。ご利用者またはご家族に対し協力のご理解を

頂けるよう取り組みの紹介を行いサービスの調整や事業縮小等が必要となった場合も迅速

且つ丁寧に対応できるよう居宅介護支援事業所も含み関係を築いておく。今年度データで

残せた新規相談件数、利用確立率、登録取り消し詳細まとめ等を活用し稼働減や相談減の

早めの予測と共にメール等を活用した各居宅への登録状況と空き状況の情報発信を行って

行きたい。また、これを継続することで予算管理、年間収支の目途としての指標となると

考える。次年度は新規加算や新しい取り組みもあるため算定要件の確認・人員確保・事例

の情報発信など一つ一つ確実丁寧に実施していく。人材獲得においては働く自らの声を発

信しやりがいのある職場のアピールと広報を強化していく。 
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令和 2 年度 ミニデイサービス瑠璃ちゃん家 事業報告 

1. 令和 2 年度目標の達成状況

年間目標

・働きやすい環境作りや、働く上で不安な事や心配な事に対し意見の聞き取りを実行した。ま

た外部への研修参加ができない中、動画研修を通じて知識や技術向上に取り組み、他の職員

へ周知を行った。

利用者確保では、空き状況に応じて居宅ケアマネへ情報発信を行い、利用者獲得へと繋げ

る事ができた。コロナ感染対策のシミュレーションや、感染対策意識を持ち、利用者家族が

安心して利用できるように心掛けた。また取得加算を継続し、毎月のミーティングでは収支

状況を職員全員で共有し、効果や変化を居宅へ情報提供ができた。 

1日平均（人） 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

予

算 
16.7 16.7 17 16.6 16.8 16.7 16.5 17.2 16.6 16.3 16.5 16.2 

実

績 
15.8 16.1 16.5 15.4 16.7 16.9 17 16.6 16.2 15.8 15.6 16.3 

利用控えによる目標件数未達成月も多かったが、感染時期の特例区分を算定することで、収

入目標を達成することができた。未達成の要因は、急な入院、施設入所などが主な原因とな

っている。日頃からの利用者の体調や気付きや管理を引き続き行い、家族・ケアマネへと情

報共有を図っていく。 

2. 総合評価

地域との連携や貢献活動

・コロナ禍の為思うように地域の方との貢献活動ができなかった。今年度を踏まえて多世代

交流の充実を目的とし、利用者が作成した物を児発あかりの子供たちへプレゼントする企

画を開催する。

感染症対策 

・事業計画通り、毎月安全管理委員会を実施。感染症についての勉強会（吐物等の適切な処

理方法、感染性胃腸炎、食中毒予防、新型コロナ、ノロウイルス、インフルエンザ等）を

実施し、看護師を中心に感染症予防対策や蔓延防止に関する知識の習得に努めた。

・感染防止セットの点検と確認を 10 月と 3 月に実施し不足分が発生しないように取り組ん

だ。

・風邪やインフルエンザ・新型コロナウィルス感染症の予防策として、手洗い・うがいの徹

底、アルコールでの消毒、マスクの着用、送迎前の検温、感染症が疑われるご利用者に対

する対応（随時体調確認・施設内における蔓延防止対策・利用の見合わせ等）を行い、感

染予防に努めた。

防災対策 

・笠之原エリア事業所と連携を図り、年 2回以上予定にて消火及び避難訓練を計画。（R2.9/29

と R3.3/29に自主訓練を行った。9/25消防立入検査では不備等はなかった。また消防設備

点検は、異常なかった。 

行事計画 

・コロナ感染防止対策を行いつつ、計画通りの予定でご利用者の喜ばれる踊りやプレゼ

ントや誕生日会などを実施。正月には、おせち料理や蕎麦も提供する事ができた。
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3. 次年度への課題

・令和 3 年度目標の達成に向け送迎時にはご家族との情報交換を行い、ニーズや悩み等がないか

情報を探る。県外に在住の家族にはお便りや写真を送付した対応を行う。

・ICT・IOT を使い、介護実績や請求、他事業所との連携にて効率化を図る。

・内部研修・外部研修が引き続き参加ができるように面談の聞き取りにてオンライン研修等の計

画を立てる。

・地域との連携・貢献活動では、感染状況を見ながら、エリア事業所と情報連携を図る。また、

事業所ではオレンジの窓の啓発を行っていく。

・児発あかりの子供たちとの、繋がりを作り、利用者が作成する手芸等の作品作りの動機づけ

を行い活動の目的を明確化することでの意欲向上を図っていく。
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令和 2 年度 ミニデイサービス舷揮くん家事業報告 

1．令和 2年度年間目標 

1）人材獲得・人材育成 

・ニューノマルな研修としてオンライン研修を受講できる環境が整った。

・職員 1人 1人に合わせた業務分担を行った。レセ業務、物品管理、業務日誌等、役

割もって業務が行えた。

・夕方、送迎終了後にリラックスができるよう飲み物を飲みながらミーティング時間

を設け、気付いたことや、気になったことなどを報告し合う事で良好なコミュニケ

ーションを図ることが出来た。またアクシデント等のKYTとしての効果もあった。 

・利用者の在宅支援を継続できるよう、訪問介護事業所と連携を心がけた。

2）利用者の確保 

・法人内外の居宅支援事業所へ出向き、情報提供や登録状況を報告する事で新規利用

者の確保が行えている。

・利用者のニーズに合わせた支援を行って行く為、職員全員で情報を網ら出来るよう

に取り組めた。

3）ICT/IOTの活用による業務効率化 

・今年度はWi-Fiを整え環境面が整ったが、業務効率化までは至らなかった。

4）通所、小規模多機能の安定経営と地域連携 

・法人内の小規模多機能と連携を取り、利用者の紹介が行えている。

・事業所職員が法人内の事業所を把握できるよう、法人内の事業所の研修等に参加し

共通理解を図った。

2．総合評価 

  今年度は新型コロナウイルスの影響にて研修や地域交流等に、なかなか参加、実施

が行えない中、10 月に「祓川八月踊り」が実施された。今回初めて伝統あふれる行

事に参加させていただき、練習から一緒に参加し地域の方々と交流を図ることが出

来た。研修ではオンライン研修が実施されたが、職員全員の参加が中々できなかっ

た為、次年度は職員全員が参加できるよう取り組んで行きたい。感染症対策では、

職員の感染症対策に関する意識も高くなってきおり、換気・消毒等の徹底や、利用

者への手洗いうがい・マスクの着用・食事中は静かに食事を行うなどの声掛け等を

行うことで、利用者も感染症予防の為の「新しい生活様式」定着しつつある。行事

計画でも、新型コロナウイルスの影響にて実施出来なかった行事計画もあり、来年

度は、感染予防を行いながらで、今年度実施できなかった行事が実施行えるよう取

り組んで参りたい。
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3，次年度への課題 

引き続き感染症予防に努め、BCP を基にシミュレーションの実施を行い、感染発生

時に対応できるようにして行く。ICT,IOT の活用による業務効率化を行って行く。

Wi-Fi環境が整う事でオンラインの活用ができ、オンライン研修では職員 1人 1人に

合った研修へ参加し、職員のレベルアップやケアの質の向上に努めて行きたい。 

また報酬改定に伴う新加算や LIFE導入に取り組むために、寿ソフトをしっかりと理

解し活用できるよう事業所全体で取り組んでいく。 
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令和２年度 ホームヘルパーステーション鹿屋長寿園 事業報告 

１．令和２年度目標の達成状況 

（１）人材獲得・人材育成

・令和２年度の退職者２名、いずれも登録ヘルパーが退職している状況。事業所職

員の平均年齢５５歳（内、登録ヘルパー平均年齢６５歳）と職員高齢化の課題は

あるが、休暇等も取得出来ており、働きやすい環境である。今後も人材不足は懸

念されるが、職員個々の能力に合った業務量であるか、過度なストレスがないか

等の労務管理を行っていく。人材育成については、コロナウイルスの影響で事業

所内研修及び外部研修が計画通りに実施できなかった。

（２）利用者の確保

・コロナ禍の中、新規利用者の受け入れ及び事業運営を継続することが出来た。課

題は、訪問介護の利用者数・延べ利用回数が減少している点であり今後も中重度

者や身体介護の利用ニーズも見込まれない。利用者のアセスメントを確実に行い

生活援助から身体介護へのサービス内容の変更を必要とする利用者の把握し、事

業収入の安定を図っていきたい。

（３）ＩＣＴ・ＩＯＴの活用による業務効率化

・スマケア（介護システム）の導入を推進していたが、今年度は見送るかたちとな

った。次年度は、収支状況を確認しながら、スマケアへの介護システム変更を検

討していく。

・計画書関係書類の BOX（共有フォルダ）を寿光園・住宅型有料内のパソコンに導入

し、アセスメンント・モニタリング作成時の効率化が図れている。

（４）定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業の事業規模拡大

・今年度末（３月実績）における利用件数は８８件（在宅４５件、施設４３件）で、

在宅４５件の内２３件が外部居宅利用者である。（外部居宅率５１％）コロナ禍で

営業が困難な状況での外部居宅率の数値から定期巡回のサービスが評価されてい

る事は事業所にとってのモチベーションアップに繋がる。次年度もサービスの質

を追求しながら、より良いサービスを利用者に提供していく。

※ 利用者件数の推移

訪問介護 居宅介護 定期巡回 

上 半 期 

月 件数 回数 件数 回数 件数 回数（定期） 回数（随時） 

４月 115 902 18 657 89 6,633 88 

５月 112 899 17 711 88 6,795 89 

６月 112 907 17 678 86 6,596 90 

７月 107 838 16 669 86 6,396 89 

８月 102 754 16 649 87 6,538 73 
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９月 102 768 16 636 87 6,688 41 

下 半 期 

１０月 108 848 16 691 89 6,813 64 

１１月 109 788 16 645 81 6,048 57 

１２月 101 758 17 673 84 6,487 53 

１月 101 735 17 667 86 6,513 51 

２月 102 723 17 624 81 5,918 51 

３月 101 843 18 694 88 6,752 30 

感染症対策 

・昨年末に事業所職員が新型コロナウイルス感染した。その経験を教訓とし、次年度

も感染対策の強化と業務継続に向けた取り組みの強化に努める。

防災対策 

・専門機関による講習会の実施及び参加

・台風時のヘルパー派遣も関係機関及びヘルパーと連携を図り、事故やトラブル等無

くサービスを実施した。 

２．総合評価 

コロナ禍や人材難で気が張った状態においても全職員が利用者へのサービス提供に

努めてくれた事に感謝したい。次年度に向けて、業務委託事業所との事業運営の構築・

強化によるマンパワー不足の回避、ＩＣＴ・ＩＯＴの活用による業務効率化及び適正

な労務管理を行いながら、高い生産性と働きやすさの両立を目指していく。 

３．次年度への課題 

１）人材獲得・人材育成

① 恵仁会キャリア段位制度＝アセッサー機能充実 ② 勤務形態の常勤化（嘱託職員

及び正規職員）を推薦し、職員の安定した職務形態の検討 ③ 事業収入と比較しな

がら、時間給や移動手当・祝休日手当等の賃金見直しを適宜行い、職員の処遇改善

を事務局と協議していく。

２）利用者の確保

※ 定期巡回プロジェクト（啓発班、医療連携班、分析班）の動向により、ニーズ調査

及び状況分析、関係機関との柔軟な連携を図る。各班の進捗を毎月のミーティングの

場で報告を受け、協議していく。 

① 行政・医療・居宅向けの勉強会（３回／年） ② 居宅への啓発（１回／月）

③ 在宅医・医療機関への啓発（１回／月） ④ 利用者のニーズ調査・状況分析（１

回／月） 

３）ＩＣＴ、ＩＯＴの活用による業務効率化

※ ＲＰＡ・ＡＩ・介護システム導入による業務の効率化

４）介護報酬改定対応

① 認知症専門ケア加算（新設）の取得

② ＬＩＦＥ情報の収集・活用とＰＤＣＡサイクルの推進
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令和２年度  ケアコールセンター鹿屋長寿園 事業報告

１．令和２年度 目標達成状況 

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 

予算 65件 65件 67件 67件 67件 68件 70件 69件 66件 

実績 67件 65件 66件 68件 71件 66件 65件 72件 70件 

月 １月 ２月 ３月 

予算 64件 65件 65件 

実績 70件 65件 62件 

収入、件数共に達成できたのは１２月、１月のみであった。新型コロナウイルスの影響

で地域行事への参加など、制限がかかっていたとはいえ、課題が残る結果となった。 

２．総合評価 

・人材獲得、人材育成について

年間を通し、身内や知り合いに声掛けを行ったが結果として入職者はなかった、就職

面談会のチラシ配りなど継続していきたい。また育成については資格取得を目指すス

タッフに対し環境を整え、介護福祉士２名合格者が出た。

・利用者の確保

コロナ渦での営業の仕方を考えながら、内外部の居宅へ営業活動を月１回行うように

努め、毎月６０件以上の実働件数はキープできたが、予算に対しては低い水準となっ

た。また、利用者情報は出来るだけ共有できるように報告連絡相談に努めた。また居

宅に事業所で使用しているシステムを導入することで活動実態の見える化を図る事が

できた。 

・ICT,IOTの活用による業務効率化について

スマケアの導入を１２月から行い、記録、実績管理の効率化が図れ、記録物による時

間外も減少した。在宅医や訪問看護との連携はMCSを利用して情報共有することが

できた。 

・定期巡回の事業規模拡大

今年度については新型コロナの影響もあり、委託事業は行えなかった。エリアの拡大

についても大きく変化することはなかった。笠之原エリアとのエリア分けについては

お互いの事業所で連携を図りながら行えていた。

・利用者処遇・ケアの質の向上について

全体で行えるような勉強会は難しかったため、勉強会の資料を読んでの自主学習や、

同行訪問時に個別に指導を行う形となった。利用者様の状況把握に関しては口頭や文

書での共有を主に取り組んだが、伝達がうまくいかないことがあり、訪問時指摘する

こともあった。
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・業務の棚卸しについて

職務分担として、計画作成、アセスメント、訪問活動と各分野において責任者を配置

することで、業務の効率化が図れた。それぞれに課題の抽出も出来て、その解決に取

り組むことも出来ている。今後は責任者の後任も検討しながら事業展開していきた

い。

・地域との連携について

事業所として地域への関わりがほとんどなかった。コロナ渦での地域との関わり方を

考え、今後検討対応していく。

・働き方改革について

事業所内全職員、年間の５日以上の有給取得が行えた。

３．次年度への課題 

〇サービスの質の向上 〇人財獲得 〇営業力の強化 

〇ICT、IOTの活用による業務効率化 

〇介護報酬改定への対応 
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令和２年度 小規模多機能ホーム哲ちゃん家 事業報告 

１．令和２年度 年間目標の達成状況 

１）人材獲得や人材育成の取り組みとして、オンライン研修へ参加する機会も増えた。

時間の許す限り複数名同時参加出来た事から、来年度も同様な取り組みを行う。

また職員の力量に合わせて、レセ業務や物品管理・訪問スケジュールなど分担する

ことができ、また責任感も生まれてきている。

２）利用者の確保

登録者利用者情報を事業所内だけにとどめず、法人内事業所へ機会あるごとに情報

発信をおこなってきたが、入院や入所等が続き、下期登録目標を達成できない月が

あった。

３）ICT/IOTの活用による業務効率化

ICT活用し業務の効率化については、法人情報セキュリテイ部門の指導の下、WI‐ 

FI環境ややタブレットなど次年度には導入できる見込みである。

４）通所・小規模多機能の安定経営と地域連携

隣接地域密着通所事業所の利用者ニーズ変化の情報を得る取り組みを継続的に管理

者間で行うことで、サービス移行について協議することが出来るようになった。

５）地域との連携及び貢献活動

祓川地区のサロンの参加（毎月第２日曜日開催中）は、新型コロナウイルス感染症

のため参加出来なかったが、コロナ過の中であったが、祓川八月踊り（10 月開催）

地域行事へ参加出来た。今回馬渡住宅や祓川地区の中学生の参加もあり、前年度よ

り参加人数も多くなり、密を避けながらも賑わいのある行事参加となった。

６）働き方改革

年 10日以上の有給付与職員の把握を行い、計画的な有給休暇取得の実施ができた。 

また、職員によるおやつ作りの負担を無くすためにレトルト食品やムース類など簡

単に美味しいものが作れるように検討し、職員のストレス軽減と時間短縮を図り、

夜勤者の仮眠時間が取りやすいように、オムツ交換の回数やオムツの種類の検討を

行った。今季シルバ―人材派遣利用は中止し、調理専門のパート職を採用してもら

い職員の業務軽減と、派遣費用の軽減を行なうことが出来た。

２．総合評価 

 今年度は、新型コロナウイルス感染症発生の為、地域行事等への参加は難しい中、

秋に開催された祓川地域行事に参加し、地域の方との交流が図れたことはとても良か

った。運営推進会議などは書面開催とし、また業者立ち入り禁止の中、避難訓練等は

自主訓練の実施を行うなど、感染症予防対策を意識して取り組むことが出来た。 

運営状況については後期に入り、登録数が延びず達成できない月もあったが、感染
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症が広がる中、職員も様々感染所予防対応を求められ、利用者家族職員と大変な一年

となった。今期感染者発生が無かったことが一番の成果である。 

３．次年度への課題 

 ICT/IOT の導入が更に進んでくる中で、パソコンやタブレット操作など不慣れな職

員が、取り残されることなく、若い職員の知恵と行動力を駆使し、今後も運営を継続

していく事が課題である。厚生労働省への科学的介護推進のための情報提供（LIFE）

など、事務作業も増える中、職員一人一人の能力やスキルアップが求められている事

から、オンライン研修を基本として、すべての職員が研修へ参加できる体制作りを今

後も継続していく。 

また、今後さらに多様なサービスニーズに対応するためには、勤務時間帯やサービ

ス可能な時間帯の延長などを検討し早朝・深夜帯などニーズに合わせた事業運営や、

介護職員の確保など、今後の課題とする。 
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令和 2 年度 小規模多機能ホーム花海家長寿園 事業報告 

1． 令和 2年度 目標の達成状況 

令和 2年度は、年間を通して毎月登録 29名での運営が実現できた。 

令和 2年度に登録を終了された 7名の利用者の実際を見ると、長期入院後に再申し込み、

空床を待つ間は恵仁会内ミニデイサービスを利用し、年度内に登録復帰された方が 1名、

池田グループ介護老人保健施設に入所されて、その後に恵仁会内有料老人ホームに入居

された方が 1 名。ご本人の心身の状態やご家族等支援者の状況に応じてサービスを変更

しながらも、池田グループ、恵仁会におけるサービスを継続して利用していただくとい

う事業所の目標「循環型サービス提供体制の構築」が進んでいると評価できる。 

他方で、1名はご自宅にて看取りの時まで支援を続ける事が叶い、その際も池田グルー

プ訪問看護サービスとの連携のもとに事業所が掲げる「中重度者を受け入れる為の態勢

強化」が目標達成できたと評価できる。 

人材育成の面では、感染症流行拡大のため、研修形式が集合研修からオンライン研修

を主とする形に変更しているが、年間個別研修計画に基づく研修を受講し、事業所内に

おいても独自に資料研修を行うなど知識と技術の研鑽を図った。 

2． 総合評価 

① 年間を通して、毎月登録者数 29 名での運営が達成できた。「循環型サービス提供体

制の構築」という目標を掲げて、池田グループ、恵仁会内事業所との連携のもとに、

スムーズに新規利用者の獲得ができた。地域の民生委員からも鶴羽町内で 1 人暮ら

しをされている高齢者の方を紹介されて自宅を訪問するなどして、「今すぐの利用者」

ではないが「今後の安定的な利用者確保」の目線で地域との連携、協働を前に進め

ることができている。 

② 感染症対策の取り組みとして、利用者や職員の健康管理の体制を整え、体調不良を

早期に把握することで、事業所内における感染症の発生はない。毎日の消毒や有事

のための備蓄等を行っている。

③ 業務効率化については、環境を整えることで実現し、ICT の活用も取り入れながら

今後もさらなる業務改善を図るところである。具体的には、デイルームにパソコン

を移設して訪問記録を入力できるように環境を整備。また、オンライン会議やオン

ライン研修の導入と、申請や起案等がオンラインにて行うことができるようになり、

移動の手間も格段に省力化できる。 

④ 利用者処遇・ケアの質向上においては、職員が各担当利用者の個別援助計画のサー

ビス評価を行うことで利用者支援の考え方について見つめ直し、ショートミーティ

ングや普段の意見交換からケアの方向性の統一を図っている。

⑤ 地域との連携や地域貢献活動については、感染症流行拡大の中で限られたものとな

ったが、運営推進会議を資料配布によるご意見伺いの機会として、民生委員からは
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地域でお困りの高齢者のことについて相談を受けることができ、地域との信頼関係

は揺るぎないものである。 

3． 次年度への課題 

① 感染症対策について継続することで、事業を止めることなく継続し、利用者、家族、

地域住民に安心感を持っていただけるものとしたい。そのためには、職員の感染症対

策に係る教育、定期的な感染症対策委員会の開催と環境の確認、改善を行い、日頃か

らの利用者、職員の健康管理に努めるものとする。

② 池田グループ、恵仁会各事業所との連携を深化させることにより、循環型サービス提

供体制を確実なものとして、事業所の役割を明確化する。具体的には、「自宅とデイ

サービスの利用だけでは難しくなってきたが、施設には入所させたくない」という段

階のニーズに応え、また、地域との強固な関係性を生かして、未だ介護保険サービス

に繋がらず自宅で困っている方たちにとっての「支援の入り口」としての機能も発揮

して、花海家長寿園としてのみならず、池田グループ、恵仁会全体の安定的な運営に

繋げることとする。 

③ 働き方改革、労務管理については、まず年度初めにハラスメントについて学ぶ機会を

設けて職員の意識向上を図る。令和 3年度改訂する利用契約書においてはハラスメン

ト対策について明記することで、職員が安心して働くことができる職場を構築する。 
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令和２年度 グループホームふれあい事業報告 

１．令和２年度目標の達成状況 

１）人材獲得・人材育成

紹介制度を職員へ伝えているが、職員紹介の入職はなかった。また、ハローワーク

への訪問も出来ていなかった。ブログは機会あるごとに更新行い、利用者、職員共に

楽しめる事業所であることを発信した。研修は、資料による自己学習が主になったが、

zoom による研修にも参加行えた。職員間での技術の伝達、認知症ケアの根拠を伝え

ながらの育成は継続中である。 

２）利用者の確保

 4 月、5 月入院により未達成となったが、以後空床なく全体として 99.8％を達成で

きた。利用者体調不良時は相談行い早めの対応を行えたことが良かった。 

３）ICT、IOTの活用による業務効率化

介護リフト浴、介護リフトスマイル活用方法、注意事項の勉強会を行ったことで、

身体的負担を軽減できている。また、介護記録システム導入により今後の業務の効率

化も期待できる。 

２．総合評価 

 在宅勉強会、各研修を通し学習する機会、伝達、共有する機会を設け職員皆で意見を

出しあい、自己を振り返り、常に意識をもってケアに当たることができた。感染症予

防対策のため外出の機会はなかったが、事業所内で季節を感じていただけるよう工夫

した食事提供や行事を行った。長寿園看護部門、主治医、訪問看護ステーションとの

連携のもと、体調不良のご利用者も安心して医療を受けることができた。 

３．次年度への課題 

① サービスの質向上に向け接遇、権利擁護学習の継続と徹底。認知症ケアの学習を行う。

主治医、訪問看護師との情報の共有を行っていく。

コロナ禍においてもご家族との絆を感じ、楽しみのある生活を提供する。

② 人材獲得・育成の為、各職員に紹介制度を伝え続ける。職員自身が働きやすい職場に

する。ご家族へブログ、インスタグラムを更新している事をお知らせし、口コミで恵

仁会の職場に関心を持って頂きたい。専門職としての知識、技術、利用者への接遇等、

グループホームの介護職としての資質向上を目的とした研修への参加。
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③ 年間稼働率９９％を目標とする為、ご利用者の日常生活の健康管理、事故防止に努め

る。入所申し込み者、待機者の状況を定期的に確認する。入所申し込み者に合った法

人内事業所の提案を行う。

④ 記録システムを使用することで、法人内、訪問看護、主治医との情報共有を行える

様、必要な記録入力の学習を行っていく。また、入浴リフトの使用により身体介護

負担を軽減する。

⑤ 感染症対策について委員会の開催、指針の整備、研修、訓練を行う。感染症や災害

を想定して BCP の見直し、研修、訓練を開催する。LIFE への利用者のデータ提

出、フィードバックを受けケアプランに反映し PDCA サイクルを推進、ケアの質

の向上を行う。虐待の発生や再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研

修の実施、担当者を決める。

⑥ 地域へ出向き、推進目標でもある地域の一員として出来ることを見つけ、行動する。 
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令和 2 年度 グループホームあいら 事業報告 

1．令和 2 年度年間目標の達成状況 

① 人材獲得・人材育成

⚫ 在宅部勉強会・グループホーム協議会主催の研修会・鹿屋市主催の研修会への

参加はコロナ感染症のために思うようにできなかった。

⚫ 各資格取得にむけて、勤務環境。調整を行い、支援・助言の結果、介護福祉士 2

名の合格者が出た。

⚫ 中途採用者へのマニュアル研修の配慮を行った結果、即戦力になっている。

⚫ 働きやすい職場作り（働いていて楽しい環境づくり）に努めた。

⚫ 内部研修への参加（年間計画に基づく）コロナ感染症のために出来なかった。

⚫ 人事考課等の面談や随時面談を活用し時期リーダーや管理者等を育てる努力を

した。

⚫ 外部研修へ適材適所検討し積極的に参加はコロナ感染症のために出来なかっ

た。

② 利用者様の確保

⚫ 年間稼働率 98.7％を目標とし、年間を通して１８床の登録を確保できた。日頃の

体調管理（早目の受診等）・事故防止にて入院・退所者を出さなかった。

⚫ ブログ等による情報の発信を行った。

⚫ 居宅支援事業所や老人保健施設・病院等への継続的な声掛けを行った。

⚫ 申込書についても待機者（急ぎ）と申し込みやすい（いずれ）の方と分り易くする

等次の入所をスムーズにサポートした。（空きがでてから 5 日以内の入所）

⚫ 吾平地域の方の申し込みが多く、日頃から地元のクリニックや包括支援センター

高齢福祉課への声掛けを行った。

⚫ 記録システム導入について検討を行っていく。

２ .総合評価 

コロナ感染症に明け暮れた 1 年だった。利用者の外出や職員の研修もなく、世の中に

取り残されたような 1 年だったが、12 月 10 日より、リモートが始まり、職員研修もリモートで   

行えるようになると活気が出てきた。職員が高齢化している中で、時代に取り残されること 

なく、ICT・ IOT の活用をしながら業務の効率化を目指してきた。 

３．次年度に向けての課題  

職員不足に対して、介護の楽しさを伝えながら職員募集の努力をすることと、職員自身

のスキルを上げるために、職員への挨拶・適切な声掛けや研修に取り組む姿勢のアドバイ

スを行う。また、認知症ケアの基本的な対応にばらつきがあるために足並みを揃える。 外

部評価が見直しされ、運営推進委員に評価を頂くこととなっているため、コロナ禍ではある

が、地域を大切にしながら、工夫しながら運営推進会議も開催していきたい。 
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令和２年度 プライエボーリ優花里 事業報告 

１．令和２年度目標の達成状況 

１）人材獲得・人材育成。

優花里職員から職員紹介を年間 3人目標としていた。結果 2名の見学を受けたが入職まで

は至らなかった。今後も職員紹介制度のさらなる周知を行い、知人や元同僚などに積極的

な声かけを実施していく。

外部研修に関しては３名のみの参加で出来ていない。オンラインを活用し全職員参加で

きるように取り組んでいく。

２）利用者の確保

他事業所及び病院との連携を密にし、月に 1度以上の情報交換を行うことを目標にしてい

たが、月に１度集まって行う、会議以外にも、各事業所の管理者や病院の SW には毎月連

絡できている。コロナ禍の中、申し込みが伸び悩んだが、どうにか最短での入居に繋げて

いる。

３）ＩＣＴ・ＩＯＴの活用による業務効率化

浴槽リフトが、2 台となり、介護職員の身体的負担軽減及び効率化が図れた。記録の ICT

化に向けソフトは導入。来年度実用運用できるように取り組んでいく

２．総合評価 

・年間平均の稼働率が予算 98.76％に対し実績 98.96％で達成。前もって分かっている退

去（他施設への転居等）に関しては前もってアプローチをかけ同日入退去、遅くとも退居

翌日に入居を済ませるように、行動できたことで達成できた。

・サービス内容に関して職員会議等で身体拘束に関する情報や安全管理に関する情報共有を

行っている。会議内で不適切なケアの見直しも行い、ケアの向上に努めている。

・コロナ禍での研修参加が難しく、あまり参加できなかったためオンラインを活用し研修参

加をしていく。

・感染症対策として感染対策委員会で看護師を中心に感染症情報の確認を行い、感染対策の

勉強会も実施した。職員・利用者の感染症発症はなかった。

・防災訓練として消防立ち合い訓練 1 回、自主訓練 1 回実施。現実的な訓練にする為、打ち

合わせはほとんど行わず、職員の状況判断の確認も行い、指導を行った。

・コロナ禍の中で地域交流は行えていないが町内の評議員や消防団加入によって関係性の構

築に努めている。

３.次年度への課題

・医療機関との調整に管理者・看護師・計画作成・相談員を積極的に交えることで入院の減、

入院期間を縮める。また営業活動を行い、待機者の獲得を継続して行うことで稼働率 98.9%

を保つ。その他、住宅型有料老人ホーム、特別養護老人ホーム相談員との連携を図り入居待

ちの方に数か月でも利用してもらうなどして待機者獲得を行う。

・花岡エリアとして地域支援を行い、地域との関係性を深め、地域からの利用者獲得を行う。
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対面だけではなくオンラインを活用し行えることを考える。 

・職員の離職防止に努める。（体の部分・心の部分のフォローをおこなう。）

・感染対策を行いコロナウイルス等の感染症予防に努める。

・事業継続を念頭に、コロナ対策はもちろん待機者の獲得や職員の獲得を行っていく。

・家族と密に連携し、些細な事でも報告を行い、面会制限等で不安を抱えている入居者・家族

の不安を少しでも解消できるように取り組む。

・コロナ禍でも入居者が優花里に来てよかったと思えるケアや取り組みを行う。

49



令和２年度 住宅型有料老人ホーム笠之原長寿園 事業報告書 

１．令和２年度目標の達成状況 

○ 収入目標について

収入目標 ￥21,871,000  収入実績 ￥22,061,100 差額 プラス￥190,100 

○ 入居者状況について

（目標達成状況） 

・入居率目標では 7月・10月・11月が未達成であった。

・入院者が出た月が５つあり、長期の入院、複数名の入院にて収支に影響している。

・笠之原長寿園だけでの収支はプラスになり、予算は達成できている。

２．総合評価 

１）人材獲得・人材育成

・職員の紹介制度での人材獲得はなかった。

・新型コロナウイルスの流行により、外部研修や集団で行う勉強会の実施ができない状況

で人材育成の面では環境的に十分に整えることはできなかった。

・新卒新人が配属され、新人教育に関しては、事業所職員と情報共有し、計画的な育成を

実施でき、早期の夜勤従事に就くことができた。

２）利用者の確保

・入居者様の体調管理に努め、長期入院が見込まれた方の退居判断やその後のグループ間

で相談確認を行い入居に繋げることができた。

・退居発生後は、空所平均 3.75日間で目標の３日を切る事ができなかった。要因として１

名の入居が遅れ１０日間空所を作ってしまった。関係各所と共有し、今後無いように

連携を密にしていく必要がある。

・入居率９９％は未達成であったが、収入予算は達成できた。

３）ICT、IOTの活用による業務効率化

・見守りセンサーや眠りスキャン、介護記録アプリのデモ機を取り入れ、業務効率化を模

索し、来年度より介護記録アプリの導入に繋げることができた。

・PC内でのヘルパーと共有フォルダを作成し、アセスメントやモニタリング、情報の共有

を図り外部活動の早い状況を知る事ができ、無駄な時間を省くことができた。

４）定期巡回の事業規模拡大

・ヘルパーとの兼務業務の中で、施設内での定期巡回利用者の活動、外部の定期巡回の

活動共に、ヘルパーステーションと情報共有でき、支援できた。有料職員で、入居に

あたる際の定期巡回のサービス説明を行い、ご家族に納得を得た上で、定期巡回のサー

ビス利用に繋げることができた。

（共通取組事項） 

１）利用者処遇・ケアの質の向上

4月 5月 6月 7月 8月 9月 

目標 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 

実績 18.9 19.0 18.7 18.4 19.0 19.0 

10月 11月 12月 1月 2月 3月 

目標 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 

実績 18.0 17.2 19.0 18.9 19.0 19.0 
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・１年を通し、面会はできない状況が続いたが、ご家族との連絡や状況報告は定期的に実

施することができ、ニーズや入居者様の状態に沿ったケアは実施できていた。

・余暇活動においては、感染対策の為、外出や企画の実施はできていなかった。

２）業務の棚卸し

・毎月のミーティング内では業務状況での話し合いを実施でき、無駄な業務を省きため職

員と話し合い、業務効率化を図れた。

・棚卸表を作成したが、職員への浸透が上手くいかず、業務効率化へ繋げることはできな

かった。

３）地域との連携及び貢献活動

・新型コロナウイルスの流行にてエリア内で実施している認知症カフェやサロン、小学校

との交流ができない状況でそれに代わる代案も考案できず貢献活動等、疎かになってし

まっていた。

４）働き方改革

・有給休暇に関しては、年間５日取得は達成できたが、希望に沿った有給取得はできてい

なかった。長期休暇を取る職員が出た場合、職員の協力があり、入居者処遇に影響が出

ることなく勤務を作成、実施することができた。

・定時出勤、定時退社は職員が意識し、ほぼ達成できている。超過業務が発生する場合は

ミーティング内で意見を出し、職員協力の基、業務改善に繋げられている。時間外勤務

に関しては、無駄を省き、残らなければならない場合、管理者の指示によって申請する

仕組みが作れた。

３．次年度への課題 

① 安定した稼働状況を継続するために、入居者様の心身状態の把握、異常時の受診を確実

に行い、退居判断、空所を作らない体制を整える。待機者獲得が今年度は難しく、法人

内の入居系事業所と申込者を確認し、空いた事業所へ待機者を移せるような横の連携を

強化していく必要がある。

② 職員と密にコミュニケーションを図り、業務の簡素化、業務改善を実施し、入居者様の

余暇活動や生きがいの増加につとめる。又、無駄な業務を省くことで、職員の定時出勤、

定時退社を確実に実施でき職員数が足りない中でも、外部在宅の定期巡回活動へ有料職

員に就いてもらう時間を増やせるメリットがあり、必要性が高いと考える。
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令和２年度 住宅型有料老人ホームげんき 事業報告 

１．令和２年度目標の達成状況 

・目標に掲げていた入居率９８.５％以上、退居後入居３日以内、介護サービス利用実

績９０％以上を年間達成することができた。

・年間を通して、日々の健康管理により、入居者の入院件数・日数の減少に努めること

ができた。また、長期入院が見込まれた時は、早めの対応を行い、スムーズな入退居

の動きを行えた。

  ・法人内入所系事業所と連携会議やビジネスチャットを活用し、各事業所の待機者状況

や空床減少につなげることができた。 

・有給について、対象者全員、年間５日以上の取得ができた。

２．総合評価 

・入居者様の持病での体調不良等の入院があり、そのまま退居の運びとなるケースがあ

ったが、スムーズな入退居の動きを行った。気分不良等で通所事業所を休まれた場合

は、本人様やケアマネージャ、デイ相談員と連携を図り、デイ利用日の調整を行えた。 

・日頃から入居者様の観察を行い、毎日の引継ぎ時間を利用し、ケアの方法を提案・

考察し情報の共有を図ったが、職員に個人差があった。

・事業所内外の企画の年間行事計画をたてていたが、地域との交流や外出企画は実施

できなかった。事業所内での行事・企画（避難訓練、レクレーション、茶話会、音

楽療法、体操）は感染対策を行いながら実施した。

・コロナ渦の中で、入居者様やご家族にご理解頂き、居室対応での食事やマスク着

用、面会制限やオンライン電話での対応等、状況にあわせた対応をし、大きなトラ

ブルはなかった。また、職員の理解のもと、デイ中止の場合の入浴対応シミュレー

ションやゾーニング、在宅活動の職員固定等、状況にあわせた勤務体制を職員間で

意見交換し早急な対応ができた。 

３．次年度への課題 

１）記録システムの導入に伴い 、記録や情報共有の効率化を図ることで生まれた時

間を、スタッフが入居者との有意義な時間にあて、サービスの質を高める。

また、記録システムでのバイタルのグラフ化、分析を行い、入居者の体調管理の把

握と、早めの体調変化に気づき、 入院件数・日数の減少に努める。

２）職員個々のレベルに合わせて、事業所内の業務分担を行う事で、責任感やモチベ

ーションアップを図る。

３）現在の業務を洗い出し、不必要な業務を振り分け、現状を改善するための職務分担

表を更新し、業務の効率化と省力化を実現する 。 
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４）恵仁会インスタグラム等のＳＮＳを利用し、介護に興味を抱いてもらうような事

業所の企画や、福祉の情報 、恵仁会のことを発信し、 介護の仕事にやりがいや楽

しさを感じる事が出来るよう働く姿の見える化に取り組む 。
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令和２年度 新川長寿園 事業報告 

１. 令和２年度目標の達成状況

① 人材育成及び人材確保

人材育成についてはリモートによる外部研修や施設内研修、新規入所時に利用者に

合ったケアを全員で話し合うなど人材育成の機会を作り技術および知識向上に努

めた。人材確保では職員紹介制度により入職につなげることができた。

② 利用者の確保

本年度は介護付き有料およびグループホームと連携することができた 1 年であっ

た。情報ツールを使い待機者情報の交換を行い連携のスピードが向上した。施設内

への出入りが制限していたため見学ができずパンフレットを使いケアマネや他施

設の担当者などにも特色を伝え申し込み希望者へ説明していただくなどした。10

月から老健ひだまりからのシェア枠を再開した。

③ ICT、IOTの活用による業務効率化

紙ベースの記録物を一部 PC への入力に切り替えてペーパレス化や業務の高速化

に努めた。記録アプリの導入を 3有料で来年度導入へ向けて検討。

④ 定期巡回の事業規模拡大

ヘルパー業務についてはサービスの良さを理解し業務にあたり在宅で介護されて

いる家族、新川長寿園の利用者及び家族へ理解を深めることができた。感染対策

をしてケアにあたる姿勢についてご家族からの信頼を得ている。

共通取り組み事項

⑤ 利用者処遇・ケアの質の向上

外部研修が中止になり施設内研修やミーティングでの意見交換を行い職員が共通

認識を持ちケアの質の向上に努めた。

⑥ 業務の棚卸し

主にミーティングで業務改善を話し合いを行った。管理者と職員で日ごろから話

し合いも行いながら効率化を図った。感染防止策をしつつ早出、遅出、日勤で利

用者の誘導や作業の分散を行った

⑦ 地域との連携及び貢献活動

新型コロナウイルスのため地域活動は自粛した。時折地域の方が見学に来られる

が感染防止の説明をして玄関先で説明するなど行った

２．総合評価 

⚫ 体調不良による入院が続き利用率が下がる月があった。待機者の情報にご本人と

家族とで意向の違いがあり入所者探しに時間がかかった。

⚫ 介護保険のサービス内容については、長期入院もあり利用率が 92％を下回る月も

あった。

⚫ 新型コロナウイルスによる面会中止が続き利用者とご家族とのつながりをリモー

ト電話や定期発行の新聞、管理者からの電話による報告などで行った。

⚫ 外出支援が中止のため、施設内での企画を中心に誕生会や手作り料理の提供など

日常に変化をもたらすように努めた。
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３．次年度への課題 

⚫ 施設内やリモート研修を積極的に行い職員の技術向上を行う。

⚫ 職員ひとり一人が職場のすばらしさをアピールし人材確保につなげていく。

⚫ 在宅で過ごせるイメージを入居者や家族に持ってもらえるような環境整備、ケア

を行い、医療機関の相談窓口やケアマネへ営業活動を行い、入居申し込みの確保

に努める。

⚫ 申込者、待機者増に向けてケアマネや他事業所、関係機関と連携を図っていく。

⚫ 記録システムを導入し業務の効率化を図り、利用者への関りを増やしサービスの

質の向上を目指す。

⚫ 感染防止により地域との連携が薄れていかないよう広報の機会や繋がりが切れな

いようにする。また感染発生時などの対策を近隣施設と協議していく。

⚫ 新型コロナウイルスの感染への対応を本部と連携し職員へ周知徹底して利用者及

びご家族へ心配をかけず適切に対応する。
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令和２年度 養護老人ホーム寿光園事業報告 

１．目標達成状況 

①措置費収入実績

４ 月 ５ 月 ６ 月 ７ 月 ８ 月 ９ 月 

11,150,627 11,135,216 11,035,081 12,306,035 11,418,741 11,434,949 

１０月 １１月 １２月 １ 月 ２ 月 ３ 月 

11,477,108 11,562,043 11,773,148 11,603,433 11,423,870 12,670,217 

総   計 138,990,468 

②法人内介護サービス利用実績

４ 月 ５ 月 ６ 月 ７ 月 ８ 月 ９ 月 

5,104,640 5,264,040 5,531,040 5,226,570 5,454,180 5,555,420 

１０月 １１月 １２月 １ 月 ２ 月 ３ 月 

  5,655,970 5,335,590 5,595,500 5,619,606 5,426,140 5,407,970 

総   計 65,176,666 

・措置費収入：予算達成

・法人内介護サービス利用：予算達成

２．総合評価 

〇人材獲得・人財育成 

・人材獲得プロジェクトの中で、学校訪問、就職面談会等に参加し、恵仁会の広報活動

を実施する予定であったが、コロナの影響で計画通り実施することができなかった。

・計画に上げていた施設内での研修については全般的に実施することができたが、笠之原 

エリア勉強会がコロナ感染防止のため見送った。

〇利用者の確保 

・退所者発生後は、入所対象者の早期の検討･調査を実施し、合わせて、本人及びご家族

のコロナ感染の安全性を確認し、早期の入所調整ができた。

・現在 5つの市町村からの措置入所となっているため、行政担当課の職員と連携を密に

取り、待機者確保に努めることができた。

〇入所者個々に合った介護サービス利用の促進 

・寿光園での生活が継続できるよう、介護サービス利用の促進を促し、介護予防･健康維

持につなげることができた。

・法人内の介護サービス利用についても、大幅に予算達成することができた。

〇定期巡回の事業規模拡大 

・寿光園入所者の要介護認定者のアセスメントを行い、定期巡回サービス及び通所介
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護サービス利用のニーズを把握し、ご家族･事業所へ照会し、利用へつなげることが 

できた。 

・令和 2年度の定期巡回の利用者は月平均 14名、年間貢献額：30,178,910円となって

いる。

〇地域との連携 

・町内会、高齢者クラブ、笠野原小学校、地域サロン等例年行っている活動や行事は全

て中止とし、コロナの感染防止に専念した。

〇働き方改革 

・全ての職員が年間 5 日間以上の有給休暇の取得ができた。

３．次年度への課題 

・年度後半に退職者が重なり、勤務調整に苦慮したが、全職員の協力のもと乗り切ることが 

できた。 

・累計の入院日数の減により、入院による損益を大幅に減少することができた。引き続き

日々の健康管理をしっかり行う必要がある。

・法人内介護サービスの利用については、過去最高の 6 千万円を超えることができた。次年 

度も、入所者･ご家族の希望及びニーズに沿った利用に努めていきたい。 

・コロナの終息が見えない中、法人の対策委員会の指針に従い、「感染しない」「感染させな

い」を徹底していきたい。
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令和 2年度 相談支援事業所 長寿園あかり 事業報告 

１．令和 2年度年間目標の達成状況 

① 人材獲得・人材育成

自立支援部会等の研修は、新型コロナウイルス感染対策のため、中止となったが

他のオンラインでの研修に参加することについては、できなかった。

外部より、相談支援専門員の確保には至らなかった。

② ＩＣＴ、ＩＯＴの活用による業務効率化

ほのぼのシステムをノートパソコンに移行したことで、訪問先での入力、モバイル

プリンターを購入したことで、その場でのプリントアウトも可能となっている。

③ 障害福祉サービス運営方針

6 月より、相談支援専門員が二人体制となるため、機能強化型Ⅲの算定要件を満た

すことにより、基本報酬が上がる予定となっている。

④ 利用者処遇・ケアの質の向上

リモートを活用し、関係機関との連携が図れるよう配慮し、対応することができた。 

⑤ 業務の棚卸し

相談支援専門員以外の人員配置はなかったが、寿光園スタッフの協力のもと、相談

計画に挙げていた支援業務以外の業務も滞りなく行うことができた。

⑥ 地域との連携及び貢献活動

自立支援協議会は、新型コロナウイルス感染対策のため、中止となっている。

市町村、保健相談センター等との連携は図ることができている。

⑦ 働き方改革

有給休暇計画にのっとり、5日以上取得することができている。

２．総合評価 

 7月に退職者が出てからは、一人体制となっているが、特に問題なく業務を遂行する

ことができた。リモートによる担当者会議など、新型コロナウイルス感染対策も万全な

体制のもと継続することができている。 

３．次年度への課題 

研修への参加（オンライン）を行っていく。 
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令和 2年度 児童発達支援事業所あかり事業報告 

１．令和２年度年間目標の達成状況 

【予算達成状況】 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 上半期 

目
標

延べ件数 202 230 227 227 215 225 1,326 

稼働率（％） 77.7 88.5 85.0 84.1 82.6 86.5 84.4 

実
績

延べ件数 172 190 213 201 219 223 1,218 

稼働率 66.1 73.0 81.9 74.4 84.2 85.7 77.5 

結果 未達成 未達成 未達成 未達成 達成 未達成 未達成 

10月 11月 12月 1月 2月 3月 下半期 令和２年度 

目
標

延べ件数 225 220 216 209 202 212 1,284 2,610 

稼動率（％） 83.3 88.0 90.0 87.1 84.2 78.5 85.2 84.8 

実
績

延べ件数 253 228 233 226 230 285 1,455 2,673 

稼動率（％） 93.7 91.2 97.1 94.2 95.8 105 96.1 86.8 

結果 達成 達成 達成 達成 達成 達成 達成 達成 

令和２年度の目標は、予算・件数共に達成。年間延べ数 2673人 稼働率 86.8％ 

上半期はコロナ禍における新規受け入れ中止や見学の中止などが響いたため、利用者獲得

に繋がらず苦戦したが、下半期はコロナ禍ではありながら、他の子どもと重ならない時間

等での見学や新規体験の親子での受け入れ、振り替え利用や複数回利用の促進など利用の

方法を工夫することで、利用の確保ができ、年間を通して、件数、予算共に達成となっ

た。 

【人財獲得・人財育成】 

セラピストの退職や、職員の入れ替わりなどがあり、なかなか落ち着かない１年間であっ

たが、大きな事故等もなく、療育の提供ができた。 

【ICT・IOTの活用による業務効率化】 

現在活用しているシステム以外に、請求から記録等ができるシステムについて調べていっ

た。また、療育担当者がそれぞれＰＣ内等に保存しているデータについては、共有フォル

ダを作成し管理をおこなうことで、職員全員が共有でき、業務効率化を図ることができた 

２．総合評価 

・日々の活動プログラムの考案と実施については、各担当者が責任を持って行うことが

できていた。個別支援計画の実施状況について、療育の現場がモニタリングする体制

を下半期途中から開始しており、児童発達支援責任管理者と療育担当者がより個別の

課題についての共通理解の深化、及びそれに応じた支援の提供を行えるようにした。

・児童発達支援事業所として必要な事項について、求められていることや必要なことを
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常勤職員と共有し、共通理解を深めていくことができた。 

・マスクなどを嫌がる子どもも多いが、法人内事業所や地域の方の協力を得て、つける

ことが楽しい・嬉しいマスクを子どもたちにプレゼントすることで、装着率が向上し

た。

・これまでの６～７名の小集団療育から、感染予防や拡大防止、事業継続を鑑み、２月

より子ども二人ずつの入れ替え制での小集団療育の実施、職員の固定、入れ替えの度

にアルコール消毒をすることで、感染防止に努めることができた。

【行事計画等】 

月 行事・研修 月 行事・研修 

４月 移転にて事業開始 11月 児童虐待研修（内部研修） 

感染症防止研修（コロナ感染症予防研修） 7月 ボディペインティング 

9月 就学説明会 

避難訓練 

12月 クリスマス会

保護者・事業所評価実施 

10月 ハロウィン 2月 感染症研修（嘔吐下痢発生時対応研修） 

3月 障害者虐待防止研修（オンライン参加） 

現在の場所に新築移転しての１年であった。コロナ禍もあり、外部の集合研修などへの参

加はできなかったが、オンライン研修や事業所内での職員研修を実施。感染防止に配慮し

ながら子供たちが楽しめる活動も行うことができた。 

３．次年度への課題 

・児童発達支援ガイドラインにある発達支援（本人支援）・家族支援・地域支援を丁寧

におこなっていく。

・療育に関する知識・技術・実践力の向上を目指していくため、職員間での研修や外部

研修に積極的に参加し、事業所にフィードバックすることで、チーム力の底上げを目

指す。

・家族の相談支援の機会の確保や、家族同士が学べる機会を作ることで、家族が抱え込

まずに、相談しあえる場を創っていく。

・保育園や幼稚園等との連携を図り、あかりを利用する子どもたちにとって、よい支援

のあり方などを共に考え実践していける仲間を増やしていく。

・相談支援事業所や保健センターなどにも定期的な広報誌の配布や、SNSなどを活用し

た活動の見える化をしていくことで利用者獲得増を目指す。
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令和２年度 高齢者等訪問給食サービスセンター事業報告 

１．令和２年度目標達成状況 

・交通安全について 交通安全協会からの文書回覧や危険予知トレーニング等行い交通安

全意識を高めた。交通法規の遵守と安全運転に努め大きな事故はなかった。 

・食中毒、感染症、異物混入防止について 利用者様に安心してお弁当を食して頂けるよ

う衛生管理・温度管理と感染症予防のため行政の指示のもと対策を行った。異物混入に

ついても職員が意識を持ち取り組んだ。

・利用者満足度向上への取り組み 旬の食材を使い安心・安全でおいしい食事を提供、ま

た行事食（おはぎ・巻き寿司・おせち・敬老等）により季節を感じて頂けるよう取り組

んだ。利用者様から喜びと感謝の手紙を頂き、職員の意欲向上に繋がった

・人財育成について 調理師免許受験資格を有する職員への情報提供。初任者研修受講の

案内を行った。受験・受講には至らなかったが今後も続けていきたい。

２．総合評価 

・食数は予測を下回ったが委託金の中で運営することができた。

・感染症対策のため利用者様と距離を取りながらではあったが声掛け安否確認を徹底した。

日々の声かけを通じて気になった点は職員間で情報を共有し、体調不良や変化等気づい

たことをご家族や法人内外事業所やケアマネージャーへ情報提供を行った。早期に受診

し悪化を防げたとご家族から感謝の言葉を頂くこともあった。 

・感染症対策について 毎朝の健康チェックと午前・午後の体温測定、エタノールでのセ

ンター内や配達終了後の車内拭き取り等行った。自分たちが媒介となり利用者様の健康

を脅かすことのないよう意識を持って取り組んだ。 

３．次年度への課題 

・引き続き経費削減に努め委託費内での運営を行う。

・交通法規の遵守、安全運転に努め無事故無違反に努める。

・利用者様へ食の安心の提供

（食中毒予防・衛生管理・アレルギー食や治療食・異物混入防止）と安否確認により安

心して生活して頂けるようご家族・ケアマネージャー・ご利用中の事業所との連携を図

る。

・職員が長く働ける職場つくりに努める

労災ゼロを目指す（始業前の体操・危険箇所の抽出と対策・作業中の声掛け等）。 

介護や育児等家庭状況に合わせ、互いに協力しながら休暇取得の調整を行い働きやす

い職場作りに努める。職員の状況（体調、体力、家庭状況）によって希望を聞き取り、

勤務形態や職種変更検討等行い働き続けることのできる職場作りに努める。 
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令和 2年度 ウィズ下祓川・桜ヶ丘市営住宅 事業報告 

1. 令和 2年度目標の達成状況

安心を提供できるよう、安否確認は、個々のニーズに合わせて行い、前期は、スム

ーズであった。しかし、後期は、新型コロナウイルスの市中感染発症の為、感染症対

応に基づき内線・外線による確認が主になった（緊急通報時は、居室の換気を行い、

マスク、フェイスシールド着用にて対応した）。それに伴い、LSA 室への入室も禁止と

なり、相談業務、各関係機関との連絡も減少した。入居者も感染を恐れ、外出を控え

るようになり、また、集会室等を利用して行われていた体操も相次いで中止となった。

LSAから室内での体操、こまめな水分補給等訴えていた。すると、数名の入居者は、体

力・筋力等の衰えを感じられたのか、気分転換も含めて、（マスク着用して）敷地内を

散歩する姿も見られるようになった。  

２．総合評価 

新型コロナウイルス発生に伴い、LSA室への入室禁止措置を取り、内線・外線に依る

相談を促していたが、遠慮されていたようだ。市内での発症者が、減少し、LSA室への

入室も条件を付ける等 制限を緩和した際には、安堵され、訪室される方が徐々に増

えた。 

 新型コロナウイルス感染が、職員の家族に（発症）疑いがあり、その時の勤務体制

等 対応を紙面上で、シミュレーションしていたが、考えが甘く、改めて上司から指

導を受け、実感できた。 

３．次年度への課題 

  理念に基づき、対象となる入居者全ての方々に対して、それぞれのニーズを把握し、

専門的知識や役割を持つ人々、また、関連機関と連携を行い 適切、且つ良質なサー

ビス等に繋げ、一日でも長く在宅での生活を続けられるように支援していく。研修会

等にも積極的に参加する。
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令和２年度 池田保育園事業報告 

1. 令和２年度目標達成状況

① 重大事故の防止

重大事故の起きる可能性の高い、食事中・睡眠中・水遊び中の安全対策を徹底し、

職員会議等でヒヤリハット検討を毎月行うことで重大事故の発生を防止できた。

② 感染対策の徹底

新型コロナウイルスの影響で、職員・保護者ともに感染対策意識が強まり、手洗い・

手指消毒・毎朝の検温・定期的な換気・マスク手袋着用が守られた。

③ 食育・アレルギー対応

入園前の食育面談を密に行い、アレルギー対応が必要な園児の見極めを行った。

アレルギー対応食器を購入し、一目でアレルギー対応分かるよう対策を行った。

④ 人財育成

新型コロナウイルスの影響でリモート研修が増え、数名の外部研修を行ったが、人

員不足で研修を受講できない事があった。

⑤ 園児の確保

令和２年度は園児９名からスタート、保護者の諸事情により退園があったが、営業

活動に取り組み１２月には定員の１２名に達することができた。

2. 総合評価

卒園確定の２歳児２名を除いた、１０名全員が令和３年度も在園を希望されたこと

により、新入園園児を含め１１名で令和３年度をスタートできることになった。 

年間行事は計画通りに開催できたが、保護者参加での行事が行えなかった。 

年度末に行った保護者アンケートの結果も、満足度が高く、今後もより満足度の高

い保育を目指していきたい。 

企業主導型の本来の目標は法人職員に利用して頂くことであるが、法人職員の利用

者を１名しか獲得できなかった。今後、法人職員の利用が増えるよう、法人職員の利

用希望調査や保育園の情報発信を継続して行っていく。 

3. 次年度の課題と取組

 令和３年度は、卒園する２歳児が６名いるため、次年度に向けた園児確保が最重要

課題となる。利用児の保護者の発信（口コミ）による園児確保を目指し、より一層保

護者との信頼関係を高めるための取り組みを行いたい。併せて、共同利用企業や在園

児の兄弟、職員の知り合い等、一人でも多く保育園を見学して頂き、池田保育園の認

知活動と園児確保に努めたい。 

 再来年度より児童育成協会の制度上、定員１２名中２名が、恵仁会専用枠となるた

め、恵仁会職員への啓蒙活動も引き続き行っていきたい。 

 新型コロナウイルスの蔓延状況にもよるが、行事が行える場合、感染対策を確実に

行い保護者も参加できる行事を開催したい。 
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