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社会福祉法人 恵仁会
Social welfare corporation Keijinkai
令和３年度事業報告A business plan in fiscal year ２０２１
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を基
に法人運営を行う。
２．組織 The organization
評議員会

理事会 Board meeting

監事

Council

理事長 The chief director

Inspector

法人本部 Corporation head office
評議員選任
解任委員会

統合リスク管理室

ライフサポートチーム

Council

Integration risk

鹿屋長寿園

management office

Life Support Team

エリア制 Area system
下祓川エリア

笠之原エリア

特別養護老人ホーム鹿屋長寿園

養護老人ホーム寿光園

短期入所生活介護

住宅型有料老人ホーム笠之原長寿園

ケアコールセンター鹿屋長寿園

住宅型有料老人ホーム新川長寿園

サテライトケアコールセンター鹿屋長寿園

ミニデイサービス瑠璃ちゃん家

住宅型有料老人ホームげんき

（R４/２月より共生型サービス転換）

グループホームふれあい

ホームヘルパーステーション鹿屋長寿園

プライエボーリ優花里

居宅介護支援事業所鹿屋長寿園

小規模多機能ホーム哲ちゃん家

グループホームあいら

小規模多機能ホーム花海家長寿園

笠之原地域交流多機能スペースみらい

デイサービスセンター鹿屋長寿園

相談支援事業所長寿園あかり

ミニデイサービス舷揮くん家

児童発達支援事業所あかり

介護保険相談センターかのや

池田保育園

鹿屋長寿園（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
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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.
４．
「DX（Digital Transformation｜デジタルトランスフォーメーション）の構築
「DX（Digital Transformation｜デジタルトランスフォーメーション）の構築を目指
す以下の５つの目標について推進した。
① リモートワークの導入
⇒介護・看護職員以外の職種については、ほぼテレワークの導入が進み環境に
ついても整備することが出来た。テレワークは業務効率化及び BCP 対策として
も機能している。
② FAX 機能の利用中止と電子媒体での情報共有の推進
⇒情報提供や共有については、共通ツールである LINEWORKS で行われており、
伝達のスピードも上がり効率化が図られている。現在は、FAX の利用は無く、メ
ールや LINEWORKS での共有が定着した。
③ RPA 導入に向けた環境整備
⇒RPA については、統合リスク管理室が中心となり経理や総務業務の効率化を目
指してプログラム作成を実施してきた。今後は、自前によるプログラム作成を
目指し更に一歩進める段階を目指す。
④ クラウドストレージ導入
⇒情報セキュリティーにも高い精度で対応している box を導入し、法人内事業
所及び各セクションの情報共有がスムーズに行えている。
⑤ 書類等の電子化によるペーパーレス化(約８割)
⇒会議は全てオンラインで実施しておりペーパーレスが図れている。また、稟
議書等もコラボフローの導入でペーパーレスが進んだ。
５．２０２１年推進目標の設定
各事業所が、２０２１年に取り組む推進目標(別紙)を掲げその取り組みを進め
るという取り組みであったが、目標設定に無理がある事業所もあり事業所ごとで
の達成の差がみられた。
６．人材育成 Upbringing of human resources
研修においても、オンラインによる研修受講が進んだ。各事業所のオンライン環境も
整備が進み事業所ごとの環境の差異は解消された。
統合リスク管理室を中心に進めてきたデジタル化や ICT への取り組みが、業務改善
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につながっている。しかし、時間外の状況等をみると必ずしも業務改善が効率化につなが
っていると言いがたい状況も見られるため、今後は具体的な検証作業を行う必要がある。
７．地域貢献活動 Area contribution activity
コロナ禍ではあるが、ドライブサロンやオレンジのまど、オレンジカフェなどの活動
は状況に応じて実施した。また、キッチンカーの取り組みは思うようには展開が難しく、
今後の課題とする。
８．コーポレートガバナンス体制 Corporate governance system
コロナ禍においても法人内事業所で感染を発症させることが無く、水際で防止する
ことが出来た。そのことにより、利用者やご家族への安心を届けることが出来た。職員
の感染防止への意識や対策は徹底しており、それが功を奏した結果であると考える。
今後もコロナ禍が続く中で、人々のコロナへの受け止め方にも相違が出てきている
中であるが、高リスク者である高齢者がいる事業を担っているという自負のもと感染
防止対策は引き続き実施していく。
また、世界情勢が不安定化していく中で、物資やエネルギー資源の高騰が進む懸念が
ある。まず我々にできることは、正確な情報把握とその分析により、これまで同様に安
定した法人運営を行うことである。そのためにも、目先のことに一喜一憂するのではな
く、精度の高い情報と分析を行い職員と共有していくことが重要となる。
コーポレートガバナンス(企業統治)においては、
「透明・公正かつ迅速・果断な意思
決定を行うための仕組み」を更に明確化する。社会福祉法第 59 条の 2 第 1 項で規定さ
れたもの（現況報告書，計算書類，定款，役員等名簿及び役員等に対する報酬等の支給
基準）について公表している。
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令和 3 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 3 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
・令和 2 年度事業報告及び令和 2 年度計算書類等の承
認について
・次期役員（理事・監事）候補者の選定について
・次期評議員候補者の選定について
・評議員選任、解任委員会の招集について
・定時評議員会の招集について

第1回

令和 3 年 6 月 7 日
（火）

・役員賠償責任保険の更新内容について
・鹿屋長寿園外壁他回収工事の借入金について
・令和 3 年度第一次補正予算について
・運営規程変更について
報告事項
・理事長の職務執行状況
・池田保育園立入調査結果
・理事長互選について
・評議員選任、解任委員会委員選任について

第2回

令和 3 年 6 月 22 日
（火）
報告事項
・新評議員について
・共生型通所介護事業所への事業転換について
・新規事業の開設計画について
・評議員退任について
・評議員欠員補充について
・評議員選任、解任委員会の招集について
・土地購入について
・鹿屋市内小中学校支援（図書カード寄贈）について
・職員人事について

第3回

令和 3 年 10 月 4 日
（木） ・法人印取扱規則変更について
・運営規程変更について
報告事項
・理事長の職務執行状況
・特殊浴槽の導入について
・入札関係工事完了について
・指導監査結果について
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第4回

令和 3 年 12 月 3 日
（決議省略）

・特別養護老人ホーム鹿屋長寿園空調設備入替工事に
係る入札について
・空調設備入替工事に伴う借入金について
・建物の用途変更について
・外国人技能実習生受入について
・管理者変更について

第5回

令和 4 年 1 月 20 日

・経理規程及び法人印取扱規則変更について

（決議省略）
報告事項
・特別養護老人ホーム鹿屋長寿園外壁他改修工事完了
・空調設備入替工事入札結果
・花海家長寿園移転計画（優花里建物共有）について
・管理規程、運営規程変更について（優花里、花海家
長寿園）
・運営規程策定、変更について（ミニデイサービス瑠
璃ちゃん家）
・住宅型有料老人ホームの料金体系変更について

第6回

令和 4 年 2 月 21 日
（月） ・IT 資産管理システム導入に係る入札実施について
・管理者変更について
・総合施設長任期更新について
報告事項
・理事長職務執行状況
・指導監査結果
・小規模多機能ホーム哲ちゃん家移転について
・備品等購入積立金の計上について
・事務基幹システムのクラウド化について
・令和 3 年度第二次補正予算について
・令和 4 年度事業計画について
・令和 4 年度当初予算について
・定款変更について

第7回

令和 4 年 3 月 14 日
（月） ・役員報酬規程変更について
・管理者変更について
・経理規程変更について
・就業規則変更について
・評議員会の招集について
報告事項
・IT 資産管理システム導入入札結果
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【評議員会】令和 3 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
・令和 2 年度計算書類、財産目録の承認について
・令和 3 年度第一次補正予算について
・役員（理事、監事）選任について

定時

令和 3 年 6 月 22 日（火）
報告事項
・令和 2 年度事業報告について
・新評議員について
・令和 3 年度第二次補正予算について
・令和 4 年度事業計画について
・令和 4 年度当初予算について
・役員報酬規程変更について

第1回

令和 4 年 3 月 24 日（木）

臨時

・定款変更について
報告事項
・共生型サービスへの事業転換について
・小規模多機能ホーム花海家長寿園移転（優花里建
物共有）について
・小規模多機能ホーム哲ちゃん家移転について

【監事監査】 令和 3 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 3 年 5 月 28 日
（金） 1. 前払金と前払費用の科目を明確化すること。また、前払費用
の内 1 年を超えるものについては、長期前払費用にて処理
を行うように。
改善：前払金と前払費用の科目を明確化する。今後、新たに発
生した物から、長期前払費用等の処理については行う。
2. 補助金について、当該年度内での補助金通知とそれに係る費
用が発生しているので、事業未収金で処理することを検討す
ること。
改善：当該年度内に該当する内容の補助金については、事業未
収金にて処理を行う。
3. 改築・補修については、資金繰りの面も考慮し、長期的な計
画を立てて実施すること。
改善：改築・補修については、建物等の耐用年数や法人内での
資金繰りを考慮し、今後、計画を立てる。
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令和 3 年度 統合リスク管理室 事業報告
１．中期（令和 3 年度～5 年度）重点項目の達成状況
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
及び情報機器の効率的利用の促進及び情報資産の有効性及び効率性、準拠性、信頼性、
可用性、機密性を確保として以下の目標をかかげて活動した。
① サービスの質の向上
② 人材獲得
① 、②について、以下の項目を実施することで間接的にではあるが、寄与できた
と考えるが、ホームページのブラッシュアップは継続中であることや一部取り組
めていない内容もあるので、引き続き実施検討していく。
③ 各種規程整備及び一元管理
一元化へ向けた環境は構築したが、各職員への浸透が不十分であった。現在の仕
組みを運用しながら改善の必要時は運用再検討していく。また、規程については、
法改正などに漏れなく対応できるようにシステム利用を検討していく。
④ 生産性向上（ICT、IOT の活用による業務効率化）
導入してきたシステムの維持管理やさらなる活用、新システムの導入やシステム
自体の開発などを行ってきた。今年度は部署職員が増員されたことで、保守対応の
迅速化や利活用の推進が当初予定したよりもスムーズに実施することができてい
る。開発システムについては、開発方法について学ぶべき点が多くこれからといっ
たところであるが、ワークフローシステムの追加設定によりペーパーレス化が進み、
次年度はこの点をさらに加速させていく。
テレワークについては現状のシステムで実施できるように環境構築を行い実践
検証した結果、端末管理や保守、業務システムの効率的利用の観点から見えてきた
環境整備を行うために準備を進めてきたので、次年度に IT 資産管理システムや事
務システムのクラウド化、それに伴うネットワーク設定などを行っていく。
この他、勤怠管理システム、給与システムの利活用検討を行ってきたが、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為、新機能の追加などを含め
次年度の課題として残る。
以上のように各種 ICT 化を推進してきており、一定の成果は出ているものと考
える。
⑤ 情報機器管理及び情報セキュリティの確保
各種システム導入や運用の変更などに伴い、それぞれの運用ルール作成や情報管理
に関する規程の更新、周知を図った。また、情報セキュリティに関する自主点検を
各事業所において実施し、その内容をもとに説明資料を提供し IT リテラシーの向
上や情報セキュリティに関する意識を高めることができた。
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⑥ 介護報酬改定対応
事業所契約書や重要事項説明書の確認、事業所（部署）からの問い合わせ対応（行
政への代行確認など）を行うなど間接的に支援できた。
⑦ 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。一部の事業所が感染流行
状況や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

5月

グループホームあいら

7月

ケアコールセンター

8月

小規模多機能ホーム哲ちゃん家・住宅型有料老人ホームげんき

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

ミニデイサービス舷揮くん家・居宅介護支援事業所鹿屋長寿園

12 月

プライエボーリ優花里

1月

法人

2月

情報セキュリティ自主点検

２. 総合評価
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。部署人員増に伴い、業
務説明などを行いながらの業務であったが、大きな問題もなく予定していた業務を実
施することができた。
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、自部署の業務は未だ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
人員増に伴いこれまでよりも効率的に業務を行うことが可能な環境になったが、シ
ステム開発業務も加わってきているので、改めて業務の洗い出しを行い、適正な業務
分掌の検討が必要。次年度も引き続き ICT 関係を整備していくが、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。
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令和３年度 事務局総務課 事業報告
1. 中期（令和３年度～５年度）年間目標の達成状況
1）サービスの質の向上
（達成状況）
社会保険業務・給与業務について安定的に処理ができた。社会保険については、
次年度１０月に控える加入拡大について職員向けに社労士から研修会を行い、拡大
対応についても計画を進めている。給与業務については、給与振込業務をインター
ネットバンキングの伝送処理に以降し、処理の簡素化を図り、ＢＣＰ体制としても
災害発生における給与支給体制も整備し、さらに安定的な給与支給体制を敷くこと
ができた。
2）人材獲得
（達成状況）
① 会議等で随時不足状況を確認し、必要時に即募集をかけ、呼び込み活動等連携し
て取り組みを行った。採用決定者に関しても最短での入職に繋がるように採用手
続きを行った。
② ＬＩＮＥＷＯＲＫＳ内にグループを作成することで即情報を繋げられるようにし、
給与統括、社会保険統括、総務課主任では随時人事について意見を交わすことで
業務のすり合わせを行った。
③ 学校訪問に卒業生を連れていくなど、コロナの状況を見ながら、活動予定期間と
極力ズレないように調整し活動することができた。
3）入居率、稼働率の向上（営業力強化）
（達成状況）
介護職退職者の待機日に行っているハローワークに呼び込み活動をサービス業退
職者の待機日も追加し、ターゲットに応じたチラシの作成を行い活動の幅を広げた。
また、事務局推進目標としても掲げている恵仁会で働く人材にスポットを当てた広
報誌も完成し、より具体的に職員目線での働き方を伝えられる資料として活用して
いる。
4）ICT、IOT の活用による業務効率化
（達成状況）
テレワークについては、テレワークで行える業務も増え、出勤して行う業務と在
宅で行う業務が効率的に行えるようになっている。勤怠管理システムについても 9
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割の事業所に電子打刻導入ができた。RPA については、給与業務や申請書類を RPA
化することで作業時間の短縮につながっている。完成した RPA データが業務内容の
変動でうまく処理できなかった場合の整備までに時間がかかる状況もみられるので、
どの業務に RPA 化を行うかを随時検討していきたい。
２．総合評価
全体的な目標は概ね達成できた。勤怠管理システムの導入については、登録ヘルパー
等の変則的な勤務形態にシステムが対応しづらいため、導入が難しいが対応できるよう
に検討をしていきたい。給与業務については業務の煩雑さが想定されたため、困難とな
っていた全事業所のインターネットバンキング処理を体制の見直しと調整を重ねるこ
とで対応ができるようになった。社会保険業務についても改正の対応に社会保険労務士
と連携し、対応をすすめ、電子申請も安定的にできるようになっている。RPA 化につ
いては導入が少量に留まったので、各業務の RPA 化をするにあたって効率的に進めら
れる業務を選定し、さらに進めていきたい。
３．次年度への課題
次年度への課題としては、総務課の体制が変更になるため、業務体制の整備と RPA 化
が課題となる。総務課の業務内容を整理し、担当職員で安定的に業務遂行ができるよう
に調整を行っていきたい。RPA 化については、現在、各業務分野において導入を行った
ものの中で効果が出たものとあまり効果が出なかったものに差があったため、効果の高
い業務内容を選別し、導入を進めていきたい。
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令和 3 年度 事務局経理課 事業報告
1. 重点項目
1）サービスの質の向上
テレワークを活用して業務を効率化し収入や加算取得条件等の分析時間を設ける
目標ではあったが、出勤時業務との兼ね合いも含め、目標達成できなかった。
その他、基本的に短期入所や通所介護系の事業所は、利用者増に伴い送迎等が増え
現場に残る職員が手薄になり、利用者様の転倒等のリスクが上がるが、事務職員が
送迎等を行うことで、事業所職員が現場に残り、リスクを減らすことができた。
2）人材獲得
【職員処遇】
職員の処遇関係では、昨年度に引き続き、特定処遇改善加算を活用し、年末年始手
当を支給することはできたが、新たな手当の新設までは至らなかった。
人材獲得の部分では、事務局推進目標で取り組んだブリーズ増刊号を作成し、恵仁
会の求人に関する活動の情報発信を行った。

3）利用者の確保
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が、令和
3 年度に関しては、当初予算の収入を下回る事業所が多い結果となった
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。また、笠之原エリアの事務局
としては、通所介護の利用者送迎の対応を毎日行った。
4）生産性向上
会計の帳票出力をＲＰＡで行うことで、手作業部分の業務時間（約 4 時間）削減に
は繋がったが分析や経費削減を検討する時間に充てるまでは改善されなかった。
その他では、昨年度以上に文書担当者の回覧業務をコラボフローに移行をし、業務
が効率的になった結果、月半分ほど、現場の職員として兼務できるようになった。
5）介護報酬改定対応
新年度が始まる前に、管理者と Zoom にて新加算の取得条件や報酬改定金額等の確
認を行い、前年度比較や増減シミュレーションを各会計担当者にて行った後、収入予
算に反映させた。
6）経費削減
電気代に関しては、契約業者からの値上げ交渉があったが、他の業者を検討するこ
とで、値上げ幅を当初の 3 分の 1 程度に抑えることができた。また、コピー機のカウ
ンタ料に関しても、毎月会計担当者が事業所別で行っている収支報告にて情報提供
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を行ったことでカラーコピー使用の見直し等を行う機会となった。
2. 総合評価
今年度に関しては、コロナ禍 2 年目の中で、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、テレワークを活用していたことで、新型コロナ関係での欠勤等も防
ぐことができた。
その他、担当者によっては、RPA 講習後に利用料確認や集計作業等に専用のロボッ
トを作成し、業務の効率化を図っていた。次年度以降は、RＰA をより活用する為に、
導入内容を提案し、統合リスク職員と検討しながら、業務の効率化を図る。
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
令和 4 年度に関しては、事務局全体として業務の外注化が始まるため、各会計担当
者の日常業務を抽出し、業務の棚卸しを行っていく。また、業務を外注化することで業
務が滞らないようにする事と、それに伴い、職員の負担が増加しないように打ち合わせ
を都度行いながら、外注化を進めていく。
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令和３年度 介護部門 事業報告
１．中期（令和３年度～５年度）重点項目の達成状況
サービスの質の向上
・福祉用具等を活用することで、介護職の腰痛発生や健康に支障が出て業務に従事出来ない
という状況はなく、退職を余儀なくされる職員も出ていない。持ち上げないケア専門士が
ユニットリーダーを中心にノーリフトケアの再指導を行うという点では、計画通りに実
施出来ていない状況があった。１名、専門士が増えたことによって次年度はノーリフトケ
アの再指導を計画的に進めていく。
・看取り加算取得については、目標の看取り加算取得率９０．５％に対し、９１．7％の実
績をあげることが出来た。コロナ禍において亡くなられた際に、ご家族が入園出来ない事
や面会などの課題があったが、長寿園理念を念頭に、多職種共同で取り組み、御家族の理
解を得ながら終末期の支援に取り組んだ。
人材獲得
・ハローワーク→就職面談会経由で、１名の職員の入職があった。現在、鹿屋市において新
型コロナウイルス陽性者の増加に伴い、直接ハローワークや学校訪問などは出来ていな
い。リモートでの学校関係へのアプローチは行っている。
入居率、稼働率の向上
・特養の目標入居率９９．６％に対し、９９．４％の実績であった。看取り支援者が最も多
い際には、１８名になる月もあり、年間５０名の退所があったが、相談員を中心に多職種
で連携をとり空床期間の短縮に努めた。
・短期入所生活介護においては、稼働率９４％の目標に対し、８７．６％と目標未達成であ
る。利用者の死亡、体調不良、コロナ禍による利用控え等様々な原因があった。今後は営
業活動や入所を受け入れるユニットの体制等も整えていく必要がある。
生産性向上
・生体見守りセンサーの活用にて、夜間帯の利用者様の睡眠、覚醒状態の把握が分かりやす
くなり、夜勤者の連続２時間＋３０分～１時間の休憩時間の確保に繋がっている。
・オムツ交換においても交換時間帯の見直しを随時行い、夜間帯における交換回数も利用者
状況に合わせて変更したことで、年間 35,000 円のオムツ代の削減に繋がった。
・福祉機器等（生体見守りセンサーの起上、離床検知やチェアセンサー）の活用により、転
倒や転落リスクのある利用者様への支援が改善され、介護事故総数は前年度１４５件か
ら１０８件へ減少に繋がっている。
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２．総合評価
・新型コロナウイルス対策に対しては、感染対策マニュアルに沿った対策がとれている為、
特養、短期入所を含め、職員、利用者ともに発生０で経過している。
・業務の棚卸しについては、業務フローの作成には取り掛かれていたが、引継ぎ、棚卸しに
おいては不十分である。
・年間５日間の計画有給においては、介護職全職員が取得済み。年間平均有給取得総数も約
１５日取得と年々有給消化は取りやすい環境になっている。
・地域交流においては、例年実施している鹿屋小学校とのオンライン交流学習に、特養だけ
でなく、デイサービス、舷揮くん家、瑠璃ちゃん家にも参加してもらい新しい形の交流学
習が開催できた。
・また、鹿屋市地域包括ケア推進サポートワーカーが１回のみではあるが、地域見守り隊の
活動に参加している。
３．次年度への課題
・サービスの質の向上において、コロナ禍における看取り支援者を含めた面会体制につい
て、多職種が連携して対応していくことが今後益々必要となってくる中で、利用者のユニ
ット異動などを考えていく必要性がある。その際には、持ち上げないケア専門士や看取り
介護専門士の適材適所への配置も検討していく。
・人材獲得については、ハローワークでの活動や学校訪問が困難な中で、リモートや PR 方
法に関して検討していく必要がある。
・入居率、稼働率に関しては、生活相談員が中心になるが、介護部門としては利用者の退所
後の新規利用者の受け入れ態勢などを整えること、短期入所生活介護においては、認知症
や医療ニーズが高い利用者の受け入れに対応し得る人員の配置などを行っていく必要が
ある。
・生産性向上において、ナースコールシステムを含めた新たな ICT,IOT 機器の検討を行い、
安心安全な介護が提供できる環境の再検討が必要となってくる。
・感染症対策においては、感染症対策マニュアルの遵守の継続と感染発生した場合でも、
介護サービスが安定的、継続的に提供できる様、体制（勤務体制、業務内容）を構築し、
様々な状況に合わせ、シミュレーションを実施していく。
・年次有給休暇においては、計画有給の消化のみではなく、各職員が平均的に有給休暇を取
得できるよう隣接ユニット間の協力体制を整えていく。
・次年度もコロナ禍における日常生活のなかで、発生予防と発生時の適切な対応の体制を多
職種共同で行っていくことが大事である。
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令和 3 年度 看護部門 事業報告
１．令和 3 年度目標の達成状況
１）各種加算について
・看取り加算 （目標 90％）
令和 3 年度実績 死亡者 47 名 看取り実施者 43 名 加算取得率 91.7%となった。
ほぼ予定の看取り加算取得となった。4 名については急変で亡くなられた利用者で
あった。
・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られ加算取得ができている。
スタッフ一人一人の動きもできている。
・看護体制加算・医療連携強化加算（ショート）
令和 3 年度のショート総利用日数のうち、要介護 3 以上の利用者利用日数 87.2％
であった。ショート利用者の重度化が進んできているが、他職種と連携を行い、
達成できた。
・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・他職種との連携
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えてきてい
る。褥瘡など施設内での発生も見られるが入所時の持ち込み等ある中、軽快傾向
に向かっている。
２）感染症対策
・感染研修も年 2 回実施し、感染拡大させないポイントについて周知を図り、新型コ
ロナウイルス感染症についての意識づけもできた。
施設内感染に対する一人一人の行動の在り方等について指導や周知徹底がとられ、
現時点発生はない。医務室スタッフによる外部事業所感染ラウンドの実施し、外部
事業所でのコロナウイルス発生時には連携を図り早期に収束させることができた。
小児、学校での感染がある中、自宅待機となるスタッフも出てきたが業務に支障き
たすまでにはならなかった。
３）看取り支援
・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
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時は、月 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。介護職や関係医療機関と連携を図り夜間帯の緊急時の対応がスムーズに
実施できる様対応した。
看取り期における面会において入館できない旨を伝え、オンラインでの面会、窓越
しでの面会を行い家族の安寧が図られるように他職種と連携を図り取り組んだ。
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２．総合評価
・本入所稼働率目標 99.6％に対して 99.4％でほぼ達成、新入所までの期間が平均 3.02
日であった。入所検討を早期に行い待機者とすることでの結果と考える。又、医療度
の高い利用者が増え経鼻経管や様々な医療処置の多い利用者の受け入れが出来てい
る。
・１名の退職があったが令和 4 年 1 月より 2 名のパート入職があり業務入っている。ま
た研修会への参加は新型コロナウイルス感染症により WEB 研修も検討したが実施でき
なかった。
・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 71.3％）
３． 次年度への課題
・各種加算の取得ができるように多職種と連携を図り、利用者に対応できる。
医療度の高い利用者や透析加療の利用者が増えてきている現状を踏まえ、曜日に関わ
らず対応できるように業務改善を行っていく。
ユニットと連携し利用者の健康状態などの情報交換を行い、異常の早期発見や気づき
ができるように担当看護師役割を果たす。また医務室において情報の共有しながら担
当看護師以外でも利用者への関りが持てるようにする。
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。
・在宅事業所との連携
チーム長寿園と連携を図り関連事業所における利用者の医療的ケアについて相談を受
け看護師として助言ができる。
訪問診療へ必要に応じて同行し、病院・施設との関係性構築を図り、医療的面だけで
はなくチーム長寿園して情報の共有を行い、チーム又は個々での行動を実践する。
・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。
感染症発生時におけるスタッフ間での濃厚接触の可能性が低く、業務が遂行できるよ
うに BCP の見直しを行う。
スタッフが主体的に行動できるようにシュミレーション研修（感染発生時のゾーニン
グの仕方を含む）を実施する。
衛生材料の不足がないように、使用状況の確認し適正な定数管理ができるように
取り組む。
・働き方改革
個々の計画的な有給取得に向けて月ごとの勤務表作成を行う。
業務の洗い出しを行い、残業の削減ができるようにする。
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令和 3 年度 機能訓練部門

事業報告

１．令和 3 年度目標の達成状況
・機能訓練体制加算においては、目標の 98%に対して、99.7%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、170 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 102 名/月、ショート平均 42 名/月となり、目標達成となった。
・労働環境改善・介護負担軽減のための環境整備においては、既存の移乗リフトを効果
的に活用するために、積極的な評価と移設を実施できた。また管理も継続できた。
・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。
・入所待機者の調査に、チーム長寿園としても参加同行においては、機能訓練部門とし
ての実績はなかった。
・RPA の活用においては、レセプト業務を候補に挙げていたが、エクセル機能で十分な効
果が出ているため、RPA 活用に至っていない。
・移乗リフトの新規設置においては、目標 4 台に対して 2 台の設置となった。持ち上げ
ないケア専門士が実施したアンケート結果を元に、1 台の設置もないユニットへ適用し
ている。
・外部リハとの共同評価にかかる業務改善においては、ICT 活用を行った場合、単位数が
低くなるため、従来通り訪問対応としている。(要件確認不足)
・介護報酬改定対応においては、全面的に共有システム化へ転換し、計画書作成、
「LIFE」
へのデータ入力を漏れなく実施する事ができた。
2.総合評価
・新型コロナ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。テレワークの活用も随時実施する事ができた。
・業務の棚卸しにおいては、個別機能訓練計画書と褥瘡ケア計画書作成を全面的に共有
システム化し、一元化する事ができた。共同作成が必要なため、コミュニケーション
システムを活用し、情報共有を行う事ができた。
・有給休暇取得においては、平均 1 日以上/月の取得を行う事ができた。
・適正な労務管理においては、テレワークの活用、パート事務員の方への業務移行を工
夫して、業務効率改善を行い、部門全員が適正な労務時間で対応する事ができた。
・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
地域交流計画が未開催となった。生活支援コーディネーター業務は地域包括の指示の
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もと地域貢献活動は実施できているが、特養業務との兼務であるため、その都度コロ
ナ状況により判断し、優先業務を決定する事ができた。
・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、コロナ状況が安定している月に開催する事ができた。
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、遅出・早出の勤務
形態として、ユニット介入しての OJT 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、コロナ禍ではあるが、コミュニケーションツールを活用しながらチーム長
寿園の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。
・コロナ禍における、利用者ワクチン接種や窓越し面会対応業務の負担が大きいため、
部門としても積極的に応援を行っていく。
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令和 3 年度 栄養部門 事業報告
１．中期（令和 3 年度～5 年度） 重点項目の達成状況
①サービスの質の向上
栄養相談、栄養管理、喫食調査、嗜好調査等行い、見てきれい、食べて安心、食べや
すい形態、楽しい食事の提供を行った。
毎月、食事量、水分量の過不足を確認し過剰時は食事調整を、不足時は補助食品の提
供を行うなど、栄養状態の維持・向上に努めた。
看取りケアについては、最後まで口から味わう支援、食べたいものを食べていただけ、
身体に負担の無いように一日一日を大切に動いた。（看取り加算目標：90％に対し、
91.4%）
医師、歯科医師、看護師、ケアマネ、介護職、機能訓練指導員等との連携を図り、肺
炎予防、安全に食事を摂ることができるようチームで取り組んだ。食事状況の確認の
ため、ミールラウンドを行った。（経口維持加算目標：月平均 75 名に対し 82 名）
透析、糖尿病等で治療食を必要とする方へ適切な食事の提供を行い、健康が維持でき
るように努めることができた。
（療養食加算：月平均 10 名に対し 13 名）
②人材獲得 、育成
5 月中旬 管理栄養士 1 名入職。他職種の協力を得ながら育成行い、栄養強化加算の取
得に繋がったが 11 月末で結婚退職。継続できなかった。
③入居率、稼働率の向上（営業力強化）
入所がスムーズに行われるように、他職種と連携して取り組んでいたが、未達成とな
った。
（目標：本入所 99.6%・短期入所 94%に対し、本入所 99.4%・短期入所 87.6%）
④生産性向上（ICT、IOT の活用による業務効率化）
他職種連携により体重、食事・水分摂取量、体調変化等が記載された記録システム、
コミュニケーションシステムを有効に活用することで、通常業務の効率化を図り業務
負担を軽減することができた。
⑤介護報酬改定対応
栄養強化加算については、7 月から取得、管理栄養士の結婚退職により加算取得要件を
満たさなくなった為 11 月末で終了した。
看取り期及び褥瘡の発生や改善に関与する専門職としての役割を果たせた。
在宅サービスの機能と連携強化のためにチーム長寿園としてコミュニケーションシス
テムを活用し、在宅生活での課題に対し対応を行った。
２．総合評価
共通取り組み事項
・新型コロナウイルス感染対策
感染拡大の防止として感染が疑わしい場合、食器は使い捨てのものにし、食事が終わ
った後はビニール袋に入れて縛って捨てるなどの対策をとった。
・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、コロナ禍の影響で地域との出前
講座は中止となってしまった。鉄欠乏症、骨粗しょう症のレシピ依頼があった為、作
成。机上での料理講座とした。
・働き方改革
業務改善を行い定時出社、定時退社に努めた。テレワークを毎月実施し効率良く仕事
が行えた。
３．次年度への課題
BCP 非常食の備蓄、管理を行い感染症や災害への対応力を強化していく。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ユニットの衛生管理を継続
していく。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。
人材獲得、育成については、養成校や職能団体等に情報提供等行いながら求人活動を
継続していく。
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令和 3 年度 相談員部門・ケアマネ部門 事業報告
１．中期（令和 3 年度～5 年度）重点項目の達成状況
1）サービスの質の向上
コロナ禍において、
窓越し面会やオンライン面会を中心に面会対応を行い、
企画や食事状況、
急な状態変化など状況によっては、動画を撮影し支援の様子を見える化して、ご家族へ情報提
供を行った。また、同意書類に関しては電磁的記録による保存へ向け押印の見直しを行い変更
している。適切なアセスメントを行う為、ICT や IOT を活用し、支援状況を確認。介護現場へ
支援のアドバイスを行い適切な支援の提供に努めた。
2）人材獲得
人材の獲得については予定していた実習がコロナの影響で中止となり、人材獲得につながる
ような支援は行えていない。その分人材育成に力を入れ、記録システムにより速やかに支援状
況を確認しながら、根拠に基づく介護となっているかの確認や家族連絡に対してのアドバイス
を行い、人材育成を行った。
3）入所率、稼働率の向上（営業力の強化）
令和 3 年度は待機者アセスメントを計 66 名分作成しており、待機者確保に尽力した。しか
し、ご逝去にて入所に至らなかった方が 13 名おり、うち 11 名は看取り期ではなく調査時はお
元気に生活を送られており予測困難であった。また、待機場所での新型コロナ感染症発生や入
所前の発熱により入所日の再調整を行うなど思うようなベッドコントロールを行う事ができな
かった。しかしそのような状況でも各部門協力をもらい、入所調整やコミュニケーションシス
テムなどにより速やかに情報を共有できたことは次年度へ繋がると考える。また、入所相談か
ら法人内の入所系事業所のサービスの紹介や適切な案内を行い、ショートステイやグループホ
ーム、有料老人ホームなどへの申し込みにつなげることが出来ているため、今後も継続して行
う。
4）生産性向上（ICT、IOT の活用による業務効率化）
記録、見守り支援システムを活用し利用者の状態把握を行う事が出来ている。また、それら
の情報からプランに沿った支援となっているか確認をしている。書類関係では押印欄の見直し
を行い、共有書類はデータで共有するように意識付けも進んだ 1 年となった。来年度は職員の
異動があり配置される人数が減少する為、業務の見直しを再度行い業務の効率化を行う。
5）介護報酬改定対応
基本報酬や各加算の変更点などについては感染対策に基づき文書で発送し、家族の求めに応
じて電話で説明を行った。LIFE へのデータ提出の流れを作り、フィードバックは暫定版では
あるが、全部門が閲覧できるようにクラウド上で共有をしている。看取り支援加算についても
ACP の周知を生活相談員が中心となり文書を作成し活用している。次の改定を視野に入れ、介
護報酬の動向に注視していく。
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２．総合評価
令和 2 年度

令和 3 年度

入退所者数

退所 41 名、入所 42 名

退所 50 名、入所 48 名

累計空床日数（空所利用含む）

113 日

入所までの平均日数（空所利用含む）

2.76

3.02 日

入所申込者数

315 名

268 名

（優先入所対象者）

（R3.2.22 検討時点）

（Ｒ3.2.16 検討時点）

当該年度申込者数

128 名

119 名

当該年度調査者

56 名

66 名

当該年度取り下げ数

142 名

166 名

入院者

10 名

11 名

入院日数

134 日

102 日

145 日

年間入所稼働率 99.4%、入所までの期間 3.02 日となった。入所申し込み数の減少や、待機者
の待機施設での新型コロナ発生、調査済み利用者のご逝去など思うように受け入れができない１
年であった。入所前の抗原検査やワクチン摂取状況の確認など各部門と共有しながら受け入れを
行った。テレワークの推進やペーパーレス化等、今できることを行い、各職員の意識も変わって
きていると感じる。介護部門と協力し感染対策を行いながらのドライブ支援など現在の環境でで
きる範囲の利用者処遇をより向上させていきたい。利用者の状態変化が多く、急な看取り支援導
入となるケースが多かった。当日の急な看取り支援導入は、出勤しているケアマネが対応するよ
うにしているが、情報の集約は記録システムを活用することにより適切に行えている。面会につ
いても看取り期の方をベッドごとお連れし、ケアマネが中心となり終末期に考えられる準備を家
族と共有することにより、これまで大きなトラブルはなく経過してきている。テレワークなどを
活用することにより適切に労務管理を行ってきたが、職員の自宅待機などにより相談員やケアマ
ネで面会対応することが増え、業務負担が大きくなってきている。
３．次年度への課題
適切なベッドコントロールを維持するためにも待機者確保は重要であるが、調査時に入館でき
ない施設が多い為、次年度は動画やメールなども活用し本人の状態を確認していく。担当者会議
に関してはオンライン会議システムの活用ができていない為、システムを活用したカンファレン
スを推進していく。また、職員配置も変わる為、業務の見直しを改めて行い、業務負担のバラン
スに注視していく。今後も新型コロナウイルス感染症の対策は続くため、その中でできる利用者
処遇の向上を検討し、適切なサービス提供を継続していく。適切なベッドコントロールを行う為
にも外部施設からの相談対応の強化、入所検討委員会の開催日を増やす対応を考えている。ま
た、入所系の事業所と協力し入所管理を協力することにより、稼働率の向上や営業力の強化につ
なげる。
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令和 3 年度 ショートステイ 事業報告
１.重点項目
１）サービスの質の向上
医療ニーズの高い利用者、認知症の利用者の受入は、介護や看護等他職種へ事前に情報
を伝達し、受け入れに繋がっている。医療ニーズが高く、急変や状態変化時の対応方法
や観察のポイント等受入れの際に関係職種でカンファレンスを行い、確認を行ってい
る。
２）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採用には至っていない。
研修参加に関しては、毎月の勉強会や内部での案内による Web 研修の参加となってい
る。次年度は外部研修への参加（オンライン研修）を検討していく。
３）入居率、稼働率の向上（営業力強化）
年間平均稼働率 87.6％
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年間稼働率目標 94％に対して平均稼働率 87.6%で目標未達成であった。定期的な利用者の
永眠や入所等による利用中止や長期利用者の医療度が高く、急変や永眠も続き利用中止が
多くみられた。利用中止後次の利用者様の入所までに時間を要したことで、空床が多くなっ
てしまったことが要因である。次年度は、外部居宅からの新規獲得を行っていく為の訪問や
特養相談員と連携を図りながら、入所待機としての利用の方法を広報していく。
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を月 2 回実施し、入所状況についての情報交換を行った。池田
病院、老健ひだまりとの連携は図れていたが、外部居宅へは空き情報の発信のみであった為、
居宅訪問を行い利用相談等に繋げる機会を作っていく。個別機能訓練の評価が高く、在宅生
活を継続していく為の生活動作訓練（個別機能訓練）もアピールポイントとして広報を行っ
ていく。
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４）生産性向上（ICT、IOT の活用による業務効率化）
寿システムや BOX、LINEWORKS を活用して、他職種との情報交換が円滑に行えている。
テレワークを月 2 回実施しているが、テレワーク中でも職員間での連絡が取りやすく利
用者の状況把握や関係機関への連絡も行いやすくなった。タブレットを使用して、直接確
認できない動作等を動画にてご家族、居宅ケアマネジャーへ情報提供行っている。
契約書、ケアプランの電子署名に関しては、今後検討していく。
５）介護報酬改定対応
報酬改定時は、料金表と変更点を別紙にて説明行い、同意を頂いている。
２.総合評価
①新型コロナウイルス感染対策（新しい様式での運営）
感染予防については、利用毎の感染対策として体調や県外者との接触等についてご家
族へ聞き取り行い、迎え時には体温測定と再度体調確認行っている。利用者様の他のサー
ビス利用情報も毎月更新し、把握をしている。発熱等でご利用できない場合は、居宅ケア
マネジャーへ連絡し、サービス調整を依頼している。
②業務の棚卸し
契約書類については、重要事項説明書内に園外行事への参加についての項目を追加し、
ご家族の同意書記入を少なくすることができた。各職種への配布書類をデータで行うこ
とと園だよりの BOX 管理は行えていないので、次年度実施していく。
③働き方改革
・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。
・毎朝事業所内で朝礼を行い、その日の予定の確認や朝礼での伝達事項を伝える機会を設
けることで、お互いに業務の確認や進捗状況の把握が行えている。
④特養と地域住民との連携及び貢献活動
外部に出向くことはできていないが、地域の方が園庭の草取り、花植えをして下さった
際に特養とショートステイについてお話する機会を持った。
３.次年度の課題
新規利用者獲得を継続的に行っていく為に、これまで行っている池田病院、老健ひだまり、
相談センターかのやとの情報交換の継続と医療ニーズの高い方、認知症の方、機能訓練が必
要な方等実際にご利用のあった事例等のパンフレットや動画等を作成し、外部の居宅ケア
マネジャーや病院等へ分かりやすく営業が行えるようにしていく。感染対策は次年度も継
続して行い、サービス利用が継続して行えるように対応を行っていく。
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令和３年度 教育部門事業報告
１．中期（令和３年度～５年度）重点項目の達成状況
①サービスの質の向上
・利用者様が快適な生活が送れるように、接遇面の指導や職員のストレス解消やメンタ
ル面の安定を図るために悩みを傾聴しストレス解消する場を設けた。
・オンラインで外部研修に参加した職員に職員会議で発表する場を設け他職員へ周知を
図ることでスキルアップと情報共有に繋がった。
②人材獲得
・コロナの状況を見ながらハローワーク活動や就職面談会に出向き、また福祉のお仕事
相談会を毎月開催したことで中途採用に繋げることが出来た。
・学校訪問は、コロナ禍で入館の人数制限があったため先輩職員は同行出来なかった
が、生体センサーやリフト等を動画や画像を用いて説明を行うことで興味を持っても
らうことができ、恵仁会の PR 活動に繋がった。
・新規で都城コアカレッジや鹿児島高等特別支援学校の実習受入を行ったことで、今後
の入職への可能性に繋げられたと考えている。今後もコロナの状況を見ながら実習受
入を継続していく。
③生産性向上（ICT・IOT の活用による業務効率化
・ケアに従事する職員は福祉器具を活用することで、身体的負担軽減に繋がる環境が整
えられた。
・必要に応じた外部研修や年間計画の勉強会等 ZOOM を活用し順調に実施することが出
来た。
④介護報酬改定対応
・感染対策や高齢者虐待防止の研修においては、感染対策委員長や権利擁護推進委員を
中心に年２回の勉強会を実施し適切に対応できた。
２．総合評価
・コロナが流行する中で、今現在においても利用者様が誰一人として罹患していないのも
職員１人１人の感染対策と感染マニュアルに基づいた業務が遂行出来たからではないか
と考える。しかしコロナ禍で面会制限等が強いられた中で、看取り支援中の方々の意向
に沿ったケアとご家族に対してのグリーフケアが十分行えたのかは不透明である。人材
獲得においても思ったように活動が出来なかったのは事実だが、地道な活動を行うこと
で若干数中途採用に繋げられた。
新卒者獲得においても、学校の入館の人数制限はあったが施設の福祉器具の活用等 PR
を行うことで２名の入職が確定し、また新規の実習受け入れを行うことで入職に繋げら
れる可能性も出てきた。

25

３．次年度への課題
コロナ禍で、今後も学校の入館規制が継続されると思われる為、PR 活動の継続並びに更
なる工夫が必要だと考える。また中途採用者獲得においても、年々厳しい状況にあると
言える。入職者がいないのであれば、今いる職員が辞めない環境作りが重要になってく
る。また、ミャンマーの技能実習生の受け入れで、精神面のフォローを行い介護技術等
ユニットスタッフと連携を図りながら１日でも早く介護職として仕事が出来るようにサ
ポートしていく。
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令和 3 年度 施設管理部門
１．

事業報告

令和３年度目標の達成状況

１）サービスの質の向上
ア 安全安心な送迎を実施することができた。
イ 環境整備等は若干要望に応えることができなかった。
２）人材獲得
ア 後輩等に対するアピールや説明ができた。
イ 恵仁会のセールスポイント等を知人等に伝えることができた。
３）入居率、稼働率の向上（営業力強化）
ア

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。

イ ドライブサロンを安全に実施して恵仁会をアピールできた。
ウ 良好な生活環境を提供することができた。
４）ICT,IOT の活用による業務効率化
ア 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。
イ コラボフロー等を活用して業務の効率化を図った。
５）介護報酬改定
ア 勉強会等に参加して知識の向上に努めた。
２．総合評価
１）新型コロナウイルス感染対策
ア 車両等の消毒及び手指消毒を徹底した。
イ

指示事項の通知を徹底した。

２）業務の棚おろし
ア 計画的に実施することにより効率的な作業ができた。
イ 全職員が実施できるように底上げを図った。
３）働き方改革
ア 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。
イ 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。
ウ 業務を効率的に振り分けることができた。
エ 職員の能力の底上げに若干不安が残った。
４）特養と地域住民との連携及び貢献活動
ア ドライブサロンを通じて住民との信頼関係を築けた。
イ 各事業所の環境整備の要望に若干の遅れが生じてしまった。
ウ コロナのために地域活動を支援できなかった。
エ 消毒を徹底した。
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３．行事計画
ア

給湯のメンテナンス、空調機のメンテナンスを予定通り実施できた。

イ イルミネーションの設置を予定通り実施できた。
ウ 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。
４．次年度への課題
ア 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。
イ 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。
ウ 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。
エ 報告、連絡、相談の態勢を更に確実にする。
オ 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 3 年度 居宅支援事業所鹿屋長寿園 事業報告
１．中期重点項目の達成状況
① サービスの質の向上
多職種と連携を図り、利用者が自立した生活が送れるように、適切なサービス提供
を行った。ケアマネ育成のため、オンライン研修等を積極的に活用し、研修会に参
加。研修に参加する機会が増えている。ケアマネ間で偏りなく研修会に参加し、そ
の後は事業所内で周知を図るようにした。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るように努め、主任ケアマネジャー2 人体制
で、適切なケアマネジメントを行えるように助言や指導を行った。
② 人材獲得
人事異動が続き、担当者変更等多い年度となったが、働きやすい職場環境作りのた
め業務内外での接遇に努めた。離職防止のためにコミュニケーションを図り、福利
厚生等の充実について周知を図った。
③

稼働率の向上
⚫ 稼働件数については、目標件数未達成の状況が続いた。
⚫ 新規利用者獲得に向けては、病院関係者・鹿屋市包括支援センター・老健等施設
関係者と、面談や電話、オンライン研修を通じて連携を意識的に図った。
⚫ 要支援の方の受け入れ件数を増やし、軽度者の受け入れを中心に担当することで、
軽度者から重度になっても支援できる体制作りを行った。
⚫ 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を継続してき
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、特定 1 事業所と
連携する事で利用者調整を図ることが出来た。

④ 生産性向上
ノートパソコンを活用し、在宅ワークや担当者会議・オンライン研修等行い、業
務の効率化が図れている。訪問時の待ち時間等に外出先でノートパソコンを活用
して記録することを計画していたが、環境面等が整わず実施できていない。
⑤ 介護報酬改定対応
特定事業所加算Ⅱの算定を継続するための管理を行った。
ICT の活用や事務職配置により担当者件数を増やすことが可能になったが、新規
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受け入れや入院・入所が重なり業務量多くなり、担当者件数増加に繋がらなかった。
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えた。
人材育成においては、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、包括支援センターや他法人の居宅支援事業所と
の研修会開催・参加については、コロナ感染防止のため中止になった研修会もあっ
たが、参加人数を縮小、オンライン研修に内容変更し参加した。

⚫

計画有給休暇取得においては、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。

⚫

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し
た。

⚫

新型コロナウイルス等感染対策について、職員の体調管理や感染対策を行い、利用
者・家族にも声かけを行った。感染リスク防止のため、在宅ワークを一人平均月に 2
～3 回実施した。

⚫

業務効率化のため、関係機関への代行用務が可能な場合は、事業所内で声をかけあ
い協力して代行用務を行った。

３．次年度への課題
⚫

令和 4 年度はスタッフ体制が整備され、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。特に要支援や要介護軽度者の受け入れを中心に行い、重
度になっても同法人で支援を行えるように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。

⚫

業務の効率化や感染リスク防止のため、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 3 年度 介護保険相談センターかのや 事業報告
1. 中期（令和 3 年度～5 年度）重要事項の達成状況
① サービスの質の向上
サービスの質の向上においては、利用者・家族の要望、生活全般における現状
を踏まえて丁寧にアセスメントを行い、ニーズに沿った居宅介護支援の提供を関
係医療機関、サービス事業所と連携し満足できるサービスを提供、モニタリング
においては、利用者家族の満足度の確認、並びに相談対応を丁寧かつ迅速に実施
する事ができている事で、御家族・医療機関・包括支援センターからの新規獲得
に繋げる事ができた。
② 人材獲得
職員の異動もあり配置職員が 1 名減となり、募集しても入職者が来ない中、職
場の働き方について、職員の体調不良時の仕事量の調整、余裕がある時には有給
の取得を促す、時間外手当を適正に支給していく事で就労意欲の低下防止と離職
者防止に繋げる事ができた。
③ 稼働率の向上
6 月からの職員 1 名が減になった事や職員の体調不良等に伴う受け持ち調整等も
あり年間目標の達成はできなかったが、5 名で最大の稼働を運営でき申し分のない
結果を残せた。
月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

目標

173 件

175 件

175 件

173 件

175 件

173 件

実績

175 件

162 件

162 件

161 件

156 件

163 件

月

10 月

11 月

12 月

1月

2月

3月

目標

173 件

175 件

172 件

172 件

173 件

173 件

実績

163 件

167 件

170 件

168 件

159 件

156 件

④ 生産性の向上（ＩＣＴ、ＩＯＴの活用による業務の効率化）
携帯用パソコンの活用し在宅ワークで記録やプラン作成をする事で、集中して
業務ができる事で効率的な業務が遂行でき、又コロナ感染防止での在宅待機も在
宅ワークで就労に従事する事ができている。時間効率においては、手軽に使える
LINEWORKS を利用して、待機時間に社内で訪問記録の仮記録を行い、帰宅後寿サー
ビスに貼り付けする事で記録時間の短縮を図っている。
担当者会議のズーム開催では、関係事業所の負担軽減にも役立っており反響が
良く、遠方の御家族も参加ができる利点もあるので大いに活用ができている。こ
こ１年で法人内のデジタル環境が整ってきた事で関係事業所との連携がとりやす
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くもなった。
⑤ 介護改定対応
特定事業所加算 1 の継続取得では運営基準・介護報酬算定等の法令を順守し集中減
算の対象にはならなかった。又、特定事業所医療連携加算の継続取得においては、紹
介先の医療機関の要望に応えられる様に勤務調整を図り対応してきた事で算定基準を
満たす事ができた。
2. 総合評価
事業収支に関しては、人員減や休職と人材不足に陥ったが、職員間の連携を高め、職
員間の互助力で稼働件数を落さず、利用者・御家族に丁寧迅速なマネジメントを提供す
る事ができた事で、当事業所の収益と法人内事業所に昨年同様の利益貢献ができた。職
員のスキル向上に向けてもズームでの研修会に参加を図りスキルの維持向上への取り組
みもできた。
本年度は BCP を作成運営する過程で多くの研修に参加し BCP への理解を深める事も
できた。コロナ感染で先が見えない、常に行動抑制を強いられストレスを抱えながら
の就労であったが、職員の日常的な感染対策で円滑に事業運営ができた年間目標の達
成となった。
3. 次年度への課題
令和 4 年度もコロナ感染防止と職員の就労意欲低下の防止を図りながら、職員 5 人
体制で 157 件から 160 件の利用者を確保し、居宅の利益と法人内各サービス事業所の
利益貢献を継続できる様にしていく。その為には紹介先となる池田病院の医療連携室
やひだまりと連携し互いに扶助と成りえる仕組みを作り、利用者・家族に満足して頂
けるサービスを提供していく。又医療介護連携加算の継続に向けて医療センターや池
田病院と連携して行く。
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令和 3 年度 デイサービスセンター鹿屋長寿園 事業報告
１． 中期（令和 3 年度～5 年度）重点項目の達成状況
① サービスの質の向上
満足度調査の継続によりご利用者やご家族の声を聞く機会を設け、頂いたご意見を基
に改善を図ることが出来た。居宅ニーズ調査については気軽に意見を頂ける様式へ変更
し定期的に配布・回収することが出来た。居宅ニーズ調査からは改定後の新規加算や変
更点について「担当者によっては説明が不十分に感じる」と言う結果が出ており再度加
算要件や変更点を生活相談員で周知を図った。
② 人材獲得
職員紹介による入職が 2 名（うち一名退職/1 名継続中）あり、自部署という事もあり
業務の内容や就業時間の具体的な提案など行い紹介へと繋ぐことが出来た。子育て世代
（特に未就学児）が増え人員の確保が難しい時も勤務時間や日数・休暇を一人一人の生
活に合わせて調整することが出来た。離職者は 1 名あり未達成。特に介護未経験者の場
合、業務内容の説明の大切さを痛感する。新しく業務を覚え挑戦をする職員もいる中で
デイサービス内だけにとどまらず将来も見据えながら他事業所との関わりも今後増やし
ていきたい。求人情報誌の掲載内容の協力は出来たが実際それらを用いた求人活動は行
えなかったが SNS の発信は心掛けるように努めた。
③ 稼働率の向上
稼働率、前年度年間平均稼働率が 85％に対し今年度 83％と未達成。原因としてひと月
の利用延べ人数が 70 人～100 名減少した月が 2 ヶ月と、令和 3 年度開始当初より 7～8
時間提供のご利用者が相次いで他事業所へ移行・入所等が重なり収入とも未達成が続い
た。今年度の相談件数は年間 76 件、その内利用に繋がったのが 65 件でありひと月平均 5
名の新規利用者がおられる中で減少した人数・収入が稼働しなかったのは第一号通所介
護の相談が多く要介護者の取り消しと第一号通所介護の新規での単位の差が出たことも
一因であった。新規相談については相談窓口を広報することで管理者不在でも登録状況
や送迎ルートの確認ができサービス担当者会議から初回利用まで迅速な対応を行う事が
できた。
④ 生産性の向上
送迎システムについては導入せず現行を継続している。登録人数や欠席の理由の把
握・また新規相談のルート確認においてもシステムより活用出来ているため今後も継続
していく。業務改善プロジェクトの中で iPad を活用ご利用者の座席表・体重 BMI 管理・
状態報告写真管理などを行うことができた。今後更に iPad 内でエクセル編集できるよう
に検討の必要がある。
⑤ 介護報酬改定対応
滞りなく入力と報告が行えた。よって、当初からの予算通り各種加算算定することが
できた。
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2. 総合評価
①新型コロナウィルス等感染対策
毎月委員会を開催し防災又はコロナウィルスの感染状況や予防、環境や利用者処遇の
見直しを行う事ができた。感染症を持ち込まないための取り組みの徹底とシミュレーシ
ョンを繰り返し備蓄の保有も意識的に取り組めた。
②業務の棚卸し
ルーティンワークの見直しを挙げていたが現状の可視化が不十分で未達成。
③地域との連携
出前講座の依頼は 0 件、今後も以前の様な開催が難しい背景があり活動がある地域サ
ロンへ出向く事やご利用者の住まいを拠点とした地域民生委員との繋がりを構築する必
要がある。
④働き方改革
年次有給休暇は計画通り取し達成。連続して 3 日間の休暇取得については 24 名中希望
なし 1 名（子どもさん中心の休みを考えたいという希望）を除く 23 名は取得。達成。ス
タッフ個人の働き甲斐や業務遂行能力から適正な配置を行う為個人面談も行ったが異
動・職種変更などの希望はなし。
3. 次年度への課題
新規相談件数が減る動向の中で、いかに件数を維持できるかケアマネが事業所に求める
ニーズやご利用者が満足する項目を強みに変え伸ばす取り組みを考える。事業所内の 3 つ
のプロジェクトを活かし「運動」
「自立支援」
「認知症」の 3 本柱の特徴を売り出していけ
るようコンセプトやプログラムを見直し、事業所を選ぶ段階ではっきりした利用目的を持
ち選んで頂ける事業所を作って行く。感染症・防災に関しては引き続き BCP の見直し・改
定を繰り返しスタッフ全員知識と技術の習得に繋げていく。

34

令和 3 年度 共生型サービスるりちゃん家 事業報告
1.

中期（令和 3 年度～5 年度）重点項目の達成状況
① サービスの質の向上
送迎時や電話連絡等でご家族との意向を聞き、県外に在住のご家族には写真でやりと
りを行った。職員間で情報の交換を行い、法人内専門職の意見を参考に、ご利用者状態
の心身機能の維持に努める事ができた。
② 人材獲得について
法人内外のオンライン研修を通じて、知識や技術向上の為に実践でき、また他の職員
への周知をする事ができた。人事考課面談では、働く上の不安や家族状況にて聞き取り
を行い、働きやすい環境作りを皆で考える事ができた。
③ 稼働率の向上
毎月のミーティングでの職員間での共通認識を持ち、空き状況に応じて居宅事業所へ
の報告や連携をとり利用者獲得へと繋げる事ができた。ご利用者の利用希望を適正に把
握し、管理者・相談員と共に法人内の事業所について共有した。感染対策意識を持ち、
意見交換をする事で利用者家族への周知に繋げる事ができた。
④ 生産性向上（ICT、IOT の活用による業務効率化）
介護システムは「寿」を使用し、他事業所との反映を使って実績・請求を行い効率が
図れた。また児童分野では「ほのぼの」を使用し、相談あかりや児発あかりとの共有が
図れた。Zoom を使用した勉強会や、担当者会議に出席でき、職員が意識する事ができ
ている。
⑤ 介護報酬対応
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、状況報告
など居宅へ繋げる事ができた。積極的に LIFE データ入力を行って提出を行い、加算取
得が行えた

2.

総合評価
① 予算対比
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

16.0

16.1

16.4

16.1

16.6

16.6

17.0

16.3

16.2

16.0

15.9

16.1

実
績

16.5

16.8

16.1

15.2

15

15.5

15.3

15.8

15.7

16.0

16.1

15.1

予算延べ人数に対して未達成の月もあった。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、登録数の確保、児童登録数の工夫をしながら家族・ケアマネへの発信を
行っていく。
② 地域との連携
立哨活動等や、地域行事の参加も予定していたがキャンセル等があり難しい状況もあ
った。鹿屋小学校の子供たちとの、交流学習にリモート参加をさせてもらい高齢者数名
の参加にてクイズ等の参加している。認知症サポートワーカーの見守り隊は都合あわず
不参加だったが、他法人・他事業所連絡を取り合って情報交換をできる体制としている。
③ 感染対策
・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、コロナ、ノロウイルス、インフルエンザ等）を実施
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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 1 月に実施した。
・レジオネラ属菌検査を事業計画通り 9 月と 3 月に実施し、両月共にレジオネラ属菌の検出
はなかった。
・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にて、るりちゃん家での手洗い・
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。引き続き行っていく予定である。
④ 働き方改革
・有給休暇 5 日以上全員取得できた。
⑤ 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。
（9/15
と 12/20 に自主訓練を行った。1/4 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。
⑥ 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行事やをプレ
ゼントや誕生日会などを実施し、楽しみであるおせち料理やクリスマスケーキ等や蕎麦
も提供する事ができた。
3.

次年度への課題
・毎月の通信やおたよりを通じて、居宅ケアマネやご家族へなどの配布を行い、活動内容な
どの報告を行い、事業所の理解度を深めてもらうようにする。
・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。
・児童発達支援の子供たちとの関わりを作り、心身の安定・活動の活性化を図る。
・共生型の強みをつくり継続すること。
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令和 3 年度 ミニデイサービス舷揮くん家 事業報告
1．中期（令和 3 年度～令和 5 年度）重要項目
① サービスの質の向上
・デイ会議時、加算内容の周知を図った。1 人 1 人のニーズに合わせた支援に取り組み、
ZOOM 研修では業務時間内で全職員の参加が行えた。研修内容の共有を行い、研修
で得た支援の内容などを生かして改善に努めた。
・職員 1 人 1 人が自分の役割をしっかり把握し支援に取り組み、職員間の連携が図れ
ていた。職員個人の能力・意欲の向上が見られた。
② 人材獲得
・兼務職員も含め協力し合い 3 月には育児休暇を取得していた職員も復帰し、急なコ
ロナでの休みも対応が行えた。
③ 稼働率の向上（営業力強化）
・法人内の居宅からの紹介が多い中、しっかりフィードバックが行えていない。法人
内の居宅と連携を深めて行く。引き続き、法人外の居宅支援事業所への営業を行う。
④ 生産性向上（ICT,IOT の活用による業務効率化）
・勤怠管理の業務負担の軽減、またタイムカード等用紙のコスト軽減。
・記録システムが統一されたことで、利用者情報をケアマネジャーや病院と円滑に共
有することができ、連携が行いやすくなった。
・iPad 導入にてレクリエーション・アクティビティ活動の介護業務の準備作業の軽減
が図れた。
⑤ 介護報酬改定対応
・日頃からの備えとして BCP 制定・見直しの実施を行うことで、感染症対策と災害へ
の対応力の強化を図る。
・自立支援、重度化防止の取り組みの推進として科学的に効果が裏付けされる、科学
的介護情報システム、推進体制加算の取得。
2. 総合評価
① 新型コロナウイルス等感染対策（新しい生活様式での運営）
・感染症予防対策として、毎月の勉強会を行い感染予防の強化に努め、利用者・職員
のマスク着用・換気・手洗いうがい実施。必要時のフェイスシールドの着用。
・担当者会議等では ZOOM にて参加。
② 業務の棚卸し
・ICT を活用しデータ入力が全職員、同じ様に作業が出来、業務のムラが軽減されて
いる。
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③ 働き方改革
・有給休暇については、計画通りに有給取得が行え、3 連休や 4 連休の取得も行えてい
る。また適正な労務管理により長期雇用や離職防止に繋がっている。
④ 地域との連携及び貢献活動
・地域連携を図るために、民生委員・町内会長と連絡を取れるようにしている。
・祓川地区のサロンや祓川八月踊り等、地域行事は新型コロナウイルス感染症対策と
して参加出来なかった。
⑤ 年間行事
・コロナ禍で大きな行事等は行えなかったが、日々のレクリエーションやアクティビ
ティ活動にて実施。
・防災訓練や感染症対策では BCP のマニュアル見直しや感染セットの点検等、業務内
で行えた。また研修では、ZOOM を活用することで、パート職員も業務時間内に参
加が出来ることで、全職員の研修参加が可能になった。
・3 月あたりからコロナウイルス感染症の影響で職員が自宅待機となり、人員配置に苦
慮したが、勤務交代や兼務の変更等を行いながら、営業中止することなく運営を行
うことが出来た。
3，次年度への課題
・利用者獲得に向けて、事業所の取組を法人内・外へ発信行って行く。また事業所の
特徴として、
「少ない利用者だからこそ出来る生活リハビリの実施」
「利用者同士の
支援（助け合い）
」を中心に取り組んでいく。また質の向上を図るため LIEF を活用
しフィードバックされたデータを基に計画書の作成や支援を行う。
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令和 3 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．中期（令和３年度～５年度）重点項目
① 利用者処遇・サービスの質の向上
事業所内ミーティングを毎月実施し、事業所の運営状況及び方向性を管理者・エリア
長・在宅支援課長が職員に示す事で、標準化した利用者への処遇・ケアの質の維持に
つながっている。また、定期的に職員間でミーティング（時間内）を開催し、課題等
を共有する環境も確保された。
② 人材獲得・人材育成
令和３年度、登録ヘルパー１名が退職した。事業所職員の平均年齢５６歳（内、登録
ヘルパー平均年齢６５歳）と職員の高齢化が課題。休暇等職員の希望に沿うかたちで
取得出来ており、働きやすい職場環境が確保されている。今後も人材不足は懸念され
る中、職員個々の能力に合った業務量であるか、過度なストレス等の有無を把握した
労務管理を行っていく。人材育成については、今年度もコロナウイルスの影響で事業
所内研修・外部研修ともにオンラインで実施した。外部研修に関しては、参加する頻
度が少なかったので、次年度は、オンラインでの外部研修の機会を増やし、事業所内
のスキルアップに繋げていく。
③ 利用者確保の維持
居宅介護支援事業所等の関係機関に足を運んだ営業活動が実施出来ず、メール・電
話等による営業に留まる状況であった。
④ＩＣＴ、ＩＯＴの活用による業務効率化
計画書関係書類の BOX（共有フォルダ）を活用した書類整備の実施や各担当の責任者
用のメールアドレス及びラインワークスを設定し、関係機関との事務作業においての
効率化が図れている。
２．総合評価
（１）新型コロナウイルス等感染対策
① 感染症対策の強化
・事業所内で新型コロナウイルス対策を行い、感染者無く、事業運営が行えた。
委員会の開催、指針の整備、研修及び訓練（シミュレーション）を実施。
② 業務継続に向けた取り組みの強化
・業務継続ガイドラインを参考に整理し、BCP 作成並び計画に基づき、継続した業務
遂行に努めた。
（２）業務の棚卸し
・訪問先ルートの見直しや活動内容の確認・改善、活動の合間の時間の有効活用を
周知しながら、次年度に向けた業務の洗い出しを実施。
（３）地域連携・地域貢献
・新型コロナウイルスの影響により、介護・医療連携推進会議は書面開催し、笠之原
地区エリアの行事等は自粛している状況。
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（４）働き方改革
・有給休暇に関して、時間有給等も含め、計画通りに取得出来た。労務管理に関して
は、タイムスケジュールに沿った業務遂行の指示を管理者が行っているが、毎月の時
間外労働が発生しているのが実状。その要因をマンパワーのみに限定せず、個々の能
力に合わせた業務量であるか、過度なストレス等の有無を把握し、適正な人員配置と
業務配分での効率化及び高い生産性を目指す。
（５）収支報告
・今年度は、総合支援は安定した収入が得られたが、訪問介護・居宅介護・定期巡回
のが件数及び収入ともに予算未達成の月があり、苦戦した状況であった。訪問介護の
生活援助の見直し（身体介護又は複合型へのサービス変更等）を行い、件数減による
収入減を回避する体制に努めた。また、ヘルパー事業所の売り上げを担っている定期
巡回事業。利用者の状態変化に応じた区分変更等の対応も行い、次年度の定期巡回在
宅利用者の外部居宅率 50％を維持していきたい。
※ 利用者件数の推移
訪問介護

居宅介護
上

定期巡回

半 期

月

件数

回数

件数

回数

件数

４月

105

765

18

667

85

6,810
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５月

105

787

18

680

83

7,223

72

６月

109

839

18

651

87

6,905

62

７月

115

845

17

632

81

6,991

83

８月

110

785

15

602

80

6,919

84

９月

107

758

13

563

77

6,729

95

下

回数（定期） 回数（随時）

半 期

１０月

106

769

12

582

79

6,490

67

１１月

110

769

12

565

81

6,622

51

１２月

106

727

12

509

84

7,006

56

１月

100

672

11

554

86

7,062

54

２月

103

677

11

491

87

6,403

86

３月

98

752

14

590

84

6,842
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※ 給付費の推移
訪問介護

居宅介護
上

定期巡回

半 期

４月

2,870,630

3,924,030

13,417,180

５月

3,000,620

4,001,540

13,542,430

６月

3,191,440

3,608,050

13,535,020

７月

3,241,700

3,682,440

12,913,870
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８月

3,013,370

3,570,630

12,943,720

９月

2,940,910

3,351,600

12,149,190

下

半 期

１０月

2,958,320

3,471,140

12,259,350

１１月

2,970,220

3,376,450

12,999,640

１２月

2,758,580

3,101,930

13,954,310

１月

2,630,220

3,341,150

14,031,180

２月

2,726,860

2,950,660

14,357,610

３月

2,905,350

3,494,290

14,006,050

３．次年度への課題
（１）認知症及び中重度者ケアやターミナルケアへの体制強化
（２）サービス利用率の維持
（３）生産性向上
（４）業務委託事業所との連携強化
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令和 3 年度 ケアコールセンター鹿屋長寿園 事業報告
１．中期（令和 3 年度～5 年度）重点目標の達成状況
① サービスの質の向上について
・手順書の内容の充実や、手順の変更があった際にはその都度更新をかけて、スタッ
フ全員が同様のケアを行えるよう、計画作成責任者が中心となって実施した。
・初回訪問の際には、必ず前任者が後任者と同行訪問を行い、サービス内容の引継ぎ
や伝達、手順の統一を図るように努めた。
② 人材獲得について
・年間を通して職員紹介制度を利用し、身内や知り合い等に声かけを行ったが、人材
の獲得には至らなかった。
（異動での入職 2 名、一身上の都合での退職 4 名、他事業所へ異動 1 名）
③ 営業力の強化
・制度理解を深めた上で、営業が行えるスタッフの育成をして、営業活動を行った。
・在宅医や訪問看護事業所と連携や連絡を密に行い、新規ご利用者の情報を得られる
時もあったが、実際には利用に至らなかった。
・内外部居宅へのアプローチ方法を再考し、感染症予防対策も踏まえ、メールを活用
した営業活動、登録状況の報告を実施した。
④ ICT、IOC の活用による業務効率化
・
「スマケア」を導入することで、記録時間の短縮、それに応じた時間外勤務の減少、
毎日の活動表作成時間の短縮が図れた。
⑤ 介護報酬改定対応
・新設加算の認知症専門ケア加算については、算定要件の研修修了者がおらず、取得
できなかった。令和 3 年 9 月 30 日までの 0.1％上乗せ加算は、期間中取得した。
２．総合評価
・新型コロナウイルス等感染対策については、毎月のケア会議の中で、新型コロナウイ
ルス対策を中心に、感染症対策についての勉強会を行い、対応等についての理解を深
めた。また、感染リスクの高いスタッフについては、積極的に自宅待機やサテライト
勤務をするなどの対応を行った。
・業務の棚卸しについて、職務分担として、計画作成（上園）、アセスメント（上別
府）
、訪問活動（吉永）と各分野において責任者を配置することで、業務のスムーズ
な流れや効率化が図れた。計画作成業務については、後任を選定し、業務の引継ぎや
指導を実施している段階である。
・働き方改革について、事業所内全スタッフが、年間の 5 日以上の有給を取得すること
ができた。また労働条件や業務量については適宜、状況に応じ調整し、面談を行い、
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スタッフから聞き取りを行いながら対応した。
・地域との連携及び貢献活動について、事業所として地域との関わりがほとんどなかっ
た。
（介護医療連携推進会議は 9 月、2 月共に書面開催）コロナ渦においての地域との
関わり方を考え、今後検討し対応をしていく。
・事業所の行事計画や職員研修計画については、スケジュール通り実施することができ
た。
３．次年度への課題
〇人材獲得
〇事業所の再建
・人員体制が整い次第、新規ご利用者の受け入れを行う。
・働きやすい職場作りについても積極的に取り組む。
・ヘルパーステーション鹿屋長寿園との連携を図る。
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令和 3 年度 小規模多機能ホーム哲ちゃん家 事業報告
１． 中期（令和 3 年度~5 年度） 重点項目
① サービスの質の向上
オンライン研修を活用し外部研修や法人勉強会などへ参加を促し、パート職
員なども業務内での研修参加ができた。LIFE の活用には至っていないが、今年
度の在宅勉強会資料を基に、利用者状態の把握に努めケア内容の検討や改善へ
活かし役立てていく。
② 人材獲得
介護職以外の業務の切り分けを行い、介護助手として清掃担当者を配置、シ
ニアサポーターの活用を行い、調理担当者として配置し、人手不足の中でも働
きやすい環境つくりが出来ている。また資格取得へ向け、職場内の協力体制を
図り、実務者研修や介護福祉士国家試験へ向けての、模擬試験へも参加しやす
い体制作りができた。
③ 入居率・稼働率の向上（営業力強化）
他法人内から、当事業所サービス移行された利用者も数件あり、営業強化の
必要性を感じた年度であった。
④ 生産性向上（ＩＣＴ，ＩＯＴの活用による業務効率化）
他システムの変更は行わず、現システムのバージョンアップを依頼している
状況である。年度末になり、デイルーム内でのパソコン入力や、感染症対策の
テレワーク用として、ノートパソコンを準備し現在活用している。眠りスキャ
ンの機器設置に関しては、次年度移転時に実施予定。今後、感染流行状況を見
ながら、必要時は早期に設置を行い、介護職の負担軽減と業務効率化を図る。
⑤ 介護報酬改定対応
感染症や災害への委員会の開催、指針の整備を行うことが出来た。また科学
的介護推進体制加算も取得し、現在も継続中である。
⑥ 新型コロナウイルス感染症対策（新しい生活様式での運営）
新規受け入れ時の事前情報収集を電話やメールで行い、感染リスクを考慮し
玄関先での聞き取りを行った。検温や消毒、常時マスク着用の継続や、飛沫感
染を防ぐ対策として常時換気を徹底した。時間短縮や訪問介護への切り替えな
ど、事前に訪問体制表作成を行い、利用者状況に合わせて更新を行うことが出
来た。
⑦ 業務の棚卸し
洗い出しに時間がかり、改善点等の確認までは至らなかった。記録での重複
作業や押印欄など不要な作業は改善できた。
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⑧ 働き方改革
有給休暇について、年 10 日以上の有給付与職員の把握を行い、計画的に全職
員が有給取得することが出来た。また適正な労務管理については、各委員会議
事録作成など、二人担当制とし、勤務表作成時に、事務日として勤務体制を作
り、介護現場から外し、効率的に作業が出来る体制を作った。
⑨ 地域との連携及び貢献活動
祓川地区のサロンや祓川八月踊り等、地域行事は、新型コロナウイルス感染
症対策として、参加出来なかった。
２． 総合評価
感染症対策を重点課題としながらの運営も 2 年となったが、ZOOM を活用した研
修会及び会議等、携帯テレビ電話での担当者会議実施など、現場も様変わりしてき
た。移動時間の短縮や、パート職員でも ZOOM 研修に業務時間内に参加出来る体
制となり、感染対策への緊張感はあるが ICT 活用にて動きやすい環境となった。
感染対策として、突発的に職員が自宅待機となり、人員配置に苦慮し現場に負担
をかけてしまったが、現在のところ感染者の発生も無かったことが救いであり、感
染対策が利用者職員へ浸透し、実施している証ともいえる。運営に関して、登録数
の増減が続き、収支目標未達となった年度であった。
３．次年度への課題
引き続き感染対策を継続しながら、いかにして LIFE 活用した介護を行うかという
課題がある。フィードバックされたデータをどの様に現場に落とし込むか、評価方
法や様式の検討などを行っていきたい。
令和 3 年度は、システムを活用した記録等、環境作りが出来なかったが、令和 4
年度には、記録システムデモを実施し、現場職員もシステム入力に慣れてもらい、
令和 5 年度中には、システムバージョンアップを行っていく事が課題である。
また運営に関しても、新規利用者の獲得に時間がかかり、収支目標に大きな差額
が発生した。登録取り消し後の空床時期を、出来るだけ短縮する事が、次年度の課
題と言える。令和 4 年度 6 月に事業所移転を控えているが、移転後の施設環境を活
かし、新転地である上祓川の地域に、早期に溶け込むことが、好機ととらえ営業や
事業所アピールにつなげていきたい。
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令和 3 年度 小規模多機能ホーム花海家長寿園 事業報告
1． 中期（令和 3 年度～5 年度）重点項目の達成状況
①

サービスの質の向上
オンライン研修を中心とした研修受講体制を整え、職員自身が得意とする分野や、
今後に学びを深めたい分野の研修を受講できた。
7 月を除いて登録者数 29 様名以上を維持し、また、登録終了となる利用者様につ
いても入院後にも関わりを継続することで、法人内の他のサービスに繋げ、結果とし
て恵仁会全体による循環型サービス提供体制の構築の足掛かりとなって、サービス
の質の向上が実現できた。

②

人材獲得及び人材育成
オンライン研修や、感染症が比較的落ち着いた時期に参加した地域見守り活動の
際には事業所の存在や活動を PR して花海家長寿園を知っていただく機会としたが、
現在までに実際の人材獲得には至っていない。
職員自身が毎月の行動目標を設定して職員全員がその目標に向かって能動的に取
り組む「アクション花海家」によって、
「働きがい」や「生きがい」を持って就業で
きる体制つくりを行った。加えて、管理者及び中心となる職員については人材育成コ
ンサルト事業における相談支援を活用し、今後に職員全員の成長を促す環境を構築
するための土台を作ることができた。

③

収益増のための取り組み
利用者様やご家族の状況やニーズを的確に捉え、柔軟な支援体制を構築すること
で在宅生活の延長を実現し、結果として登録利用者様の安定化、収益増を実現できた。
但し、中重度者の受け入れ態勢の構築について、平均要介護の変遷からは道半ばで
あり、今後にさらに環境を整えていく必要がある。

④

生産性向上（ICT、IOT の活用による業務効率化）
「眠りスキャン」を秋に導入し、格段に生産性は向上した。見守りや声掛けのタイ
ミングが適切になったことで利用者様の安眠支援に繋がり、結果として職員の業務
効率化が図られて、宿泊サービスの利用者様数の増加が実現できた。1 日平均宿泊サ
ービス利用人数は、年間平均 5.0 人から 6.6 人に増加した。
各事業所との連携については ICT を活用することで円滑化が図られて、必要な情
報共有が即座に実行でき、利用者様への支援に繋げることができた。

⑤

介護報酬改定対応
サービス提供体制強化加算の新設上位加算と、LIFE に基づく科学的介護推進体制
加算につき、確実に取得した。特に科学的介護推進体制加算については、毎月のデー
タ提出を実施する体制を整えて LIFE の運用を行うことができている。
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2． 総合評価
① 感染症対策の取り組みとして、継続して利用者様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、事業所内における新型コロナウィルス感染症の
発生はない。感染症対策訓練を令和 3 年 5 月に実施し、感染症対策委員会による協
議を毎月実施した。毎日の消毒や有事のための備蓄等を確実に行っている。
② 業務の棚卸しにつき、ICT のさらなる活用に基づき、業務改善を図ることができた。
特に、法人内外各事業所との連携における ICT の活用によって、不必要な移動や資
料の作成を除外し、省力化を実現している。
③ 働き方改革及び労務管理については、令和 3 年度から利用契約書にハラスメント対
策について明記し、有給休暇については時間単位での取得を可能にするなど、さら
に一歩前進して、職員が安心して働くことができる職場を構築できた。なお、有給
休暇については年間計画に沿い各職員が確実に取得できた。
④ 地域との連携や地域貢献活動については、今年度は町内会の班内伍長の役割を担い、
感染症対策において活動が限られるとはいえ、日ごろからの声掛けや意見交換を継
続することで、地域の皆様との信頼関係の醸成を図った。具体的には、地域の方か
ら花海家長寿園の利用者様についての相談を受けたりして、協働して課題解決に向
けた取り組みを行っている。
3． 次年度への課題
① 事業所の移設に伴い、業務の効率化やプライエボーリ優花里との連携強化を最大の
目標として掲げ、それを中重度者の方の受け入れ態勢の構築と平均要介護度の上昇
に繋げて、安定的な運営や収益増を実現する。
② また、法人内で唯一の鹿屋市西部地区に居を構える居宅介護支援事業所としての役
割を自覚し、新規利用者様の獲得や適切な時期でのサービス変更（例えば、入所型
施設へのサービス移行。あるいは、通所型サービスへ移行して、その後にニーズが
変化する際にはあらためて花海家長寿園をご利用いただくなど。）を形あるものと
して、花海家長寿園の運営を考えるのみならず、池田グループ、恵仁会全体の安定
的な運営に繋げる。
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令和 3 年度 グループホームふれあい 事業報告

１．令和 3 年度目標の達成状況
①

サービスの質の向上
在宅勉強会、各研修を通し学習する機会、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、主
治医、訪問看護ステーションとの連携のもと、ご利用者も安心して生活を送り、看
取り時、ご家族様にも満足して頂けたことで職員のスキルアップに繋がった。

②

人材獲得・人材育成
職員紹介の入職はなかった。SNS は利用者、職員共に楽しめる事業所であることを
発信したが、更新回数が少なかった。オンラインによる研修や、法人内勉強会、ミ
ーティング時に学習する事で職員の資質向上となった。

③ 入居率、稼働率の向上
入院、入退所時の空床があり、年間稼働率目標９９％に対し、９８．９％と未達成
となった。入所の意向は確認出来ていたが、在宅からの入居日合意に時間を要した。
入所申し込み状況も減少しており、事業所からの発信が重要と感じている。
④ 生産性向上（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を活用し、身体的負担を軽減できるようになっ
た。また、介護記録システムを活用、ペーパーレス化を進めているが、職員が慣れ
るまでに時間を要している。システムに慣れる事で今後も効率化が期待できる。
⑤ 介護報酬改定対応
感染症対策について委員会の開催、指針の整備、研修、訓練を行った。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、研修の開催・参加、担当者を定め
た。感染症や災害発生を想定して BCP の策定、見直し、研修、訓練を行った。災害
発生時の BCP に関しては検討中の箇所もある。栄養管理体制加算は管理栄養士体制
により取得できず。

２．総合評価
①

働き方改革

有給休暇の取得は計画を立て行うことができた。業務について職員間で意見を出し改
善・協力する事で定時退社を行い、職員の心身負担の軽減に努めた。
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② 地域との連携及び貢献活動
地域清掃活動への参加、地域の方を交えた火災避難訓練等感染症予防対策のため実施
できない事が多かった。運営推進会議においては集合形式での開催は 1 回のみだった
が、事業所の運営報告を行い、毎回意見を頂き、運営推進会議を活用した外部評価に
協力頂くことが出来た。
③ 防災対策
・年に２回（１２月・３月）の火災避難誘導・消火訓練を実施した。
・災害発生時における BCP については見直し、訓練を行った。
④ 行事計画
外出行事を行うことが出来なかったが、室内で四季を感じていただけるよう工夫を行
った。運営推進会議は対面での会議開催は 1 度のみだったが、書面開催時は運営報告
に対してご意見を頂く様にした。オンラインによる研修や、在宅勉強会、事業所内で
の学習の機会を通じ個々のスキル向上を行った。

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 SNS 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、認知症介護
職員としての資質向上を目的とした研修への参加。
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。入所申し込み者に合った法
人内事業所の提案を行う。
④生産性向上（ICT、IOT の活用、業務の棚卸しによる業務効率化）
記録システムを職員自身が使いやすいものとなる様にして活用を進める。眠りスキ
ャンの活用。
⑤地域との連携及び貢献活動
感染症状況を確認しながら、サロンへ出向く、地域行事への参加を行なう等地域の
一員として出来ることを見つけ行動する。
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令和 3 年度 グループホームあいら 事業報告
１．中期（令和３年度～５年度）重点項目
① 利用者処遇・サービスの質の向上
地理的に不利な状況にあるが、地域との交流を図り、IT を活用することで恵仁会の
中でつながりを深め、サービスの質の向上を目指した。
② 人財獲得・人財育成
人材不足の状況においても、事業所の継続を図る為に職員の心身の健康管理に努
め、明るく・楽しい職場環境を作り、職員の紹介により、2 名の新人職員の獲得に
繋げることが出来た。
③ 利用者確保の維持
・年間稼働率 98.7％を目標に掲げ、急な体調変化に伴う入院者が 2 名あったが、年間
18 床の登録を確保し目標達成できた。
・日常生活の中での利用者様の体調管理に努め、観察力を養うことでの早期受診を行
った。
・職員の連携で事故防止に努め、骨折等の入院はなかった。
・退所者発生後の空床を少なくするために、待機者リストを作成し、次の候補の方と
の連絡を密に行った。
④ ICT・IOT の活用
・介護リフトや記録システムを活用することで、職員の業務効率化につなげた。
・利用者様の利用料金の支払いにリコーリースの活用を行った。
⑤ 介護報酬改定対応
・介護報酬改定に向けた加算について、積極的に取得した。
２．総合評価
①新型コロナウイルス感染症対策（新しい生活様式での運営）
・コロナ禍の中でも職員の研修の参加を促し、オンライン研修に積極的に参加した。
・事業所間のやり取りも可能な限り電話やメールで行った。
・コロナ対策の基本的な行動を行い、感染症の予防に取り組んだ。
・毎月ミーティングで安全管理・感染症対策・身体拘束について学んだ。
・オンライン環境により、多くの研修に参加できた。その結果、職員の仕事への意欲
が高まり、職場の活気が出てきた。特に実践者研修に参加した職員は大きく力を伸
ばしている。
②業務の棚卸し
・現在の業務を確認し、職員の能力が発揮できる環境を整えた。
・職員不足解消のための食事作りや掃除等、あいらをサポートしてくれる人の活用を
積極的に行った結果、職員不足は解消した。
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③働き方改革
・有給休暇については本人の希望を考慮し、5 日以上取得できるように年間計画を立て
取得できた。リコーリースを利用することで、業務の効率化につながった。
④適切な労務管理
・高い生産性と働きやすさを確立するためのチームワークを大切に、お互いに挨拶や
労いの言葉を交わしながら、連携の取れた業務を行うことができた。
⑤地域との連携及び貢献活動
・日頃から近隣住民への声掛けや挨拶をすることで地域とつながり、関係を保つこと
で運営にも協力を頂きたかったが、コロナ感染症のために思うような貢献は出来な
かった。
・地域とのつながりの重要なことから町内会へ加入した。
・防災対策として鹿屋市防災無線を設置した。
３．次年度への課題
・インターネット環境改善に向けて調整を行う。
・待機者確保による早急な入所により空床を少なくしていく。
・新型コロナウイルス感染症対策を行ったうえでの推進会議の実施。
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令和 3 年度 プライエボーリ優花里 事業報告
１． 令和 3 年度目標の達成状況
① サービスの質の向上
介護福祉士７０％以上を維持し、且つ介護福祉士をもっていない 2 名が本年度の、介護
福祉士試験に合格したため、介護職における介護福祉士率が１００%になった。面会制限時
の対応についてはオンライン面会や窓越し面会を積極的に受け入れ、体調不良時だけでは
なく、本人様にとっていい変化があった際も、こまめに電話連絡を行う事で安心に繋げら
れた。
② 人材獲得
人材獲得に関して、2 名を目標にしていたが、1 名のみの紹介となった。ただ、朝礼や職
員会議職員紹介制度のさらなる周知を行った。新しくインスタグラムも行い情報の発信を
行えた。
③ 入居率、稼働率の向上（営業力強化）
常に入居希望の入居者を 2 人以上確保しておくことを目標にしていたが、入居者の確保
が出来ず下半期（10 月以降）は空床を作ってしまい、定員 29 名を定員 21 名に変更するこ
とになってしまった。しかし、営業は電話・訪問の両方ともに行え、大隅鹿屋病院など福
祉施設を持たない病院と関係作りが行え、パイプを作ることが出来た。
④ （生産性の向上）ＩＣＴ・ＩＯＴの活用による業務効率化
見守りセンサー等を含め、新しい情報を活用し見守りセンサーと介護ソフト「寿」を導
入した。見守りセンサーは職員及び入居者家族の安心感につながり、記録システムについ
ては作業の効率化に繋がった。見直しなどに関しても在宅ワークでも可能にしたことで今
後在宅ワークもスムーズに行える。
⑤ 介護報酬改定対応
介護福祉士 70％以上でサービス提供体制強化加算の取得をすることが出来た。LIFE にも
対応し、科学的介護推進体制加算の取得もできた。
２． 総合評価
共通取り組み事項
① 新型コロナウイルス等感染症対策
事業所で完結し「事業を止めない」を目標にした。職員が 2 件発生したが、前もって休み
を取らせていたことにより、特に大きな影響なく事業継続をすることが出来た。
② 業務の棚卸
各職種からの聞き取りを行いながら、職種同士のバランスを取り、業務の振り分けができ
た。それぞれの職種の専門性でしなければならないことは行いながら、職種間を飛び越え
て協力できることは協力してもらいながら業務に当たってもらった。
働き方改革
① 有給休暇
年５日以上の取得を確実に行えた。
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② 適正な労務管理
・ICT,IOT 導入で無駄を省き効率化でき業務負担は減った。退職者に関しては、日頃から
職員に積極的に声をかけることにより人間関係メンタル面での退職は無かった。
・コロナウイルス感染症で職員に不安がないよう、体調確認はしっかりと行えた。
地域との連携及び貢献活動
① コロナウイルス感染症につき実施出来ず。花岡学園での認知症サポーター養成講座の依
頼がありオンラインを使用しての講座を提案したが断られた。今後もオンラインででき
るものはオンラインで実施できるよう促していく。
② 年間平均の稼働率に関して上半期は達成していたが下半期は大きく下回ってしまっ

た。要因として、退居が多くそこの空床に関して、営業は行っていたが、新規の獲得が
難しかった。
③ 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。
④ コロナ禍での研修はオンラインを活用し研修参加できた。
⑤ 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が、職員の感染症発生が 2 例あった。しかし、リスクを考え前もっ
て休ませたことにより、優花里内での影響を抑えることが出来た。
⑥ 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。
⑦ 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
構築に努めた。
３.次年度への課題
・定員減により 21 床へと変更になる。花海家と合併したことにより、業務改善等必要になるが
協力することによりさらに効率化が図れるようにしていく。
・さらに営業活動を行い、外部からの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。
・対面だけではなくオンラインを活用しての地域交流を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。
・技能実習生受け入れがスムーズに行える様にしていく。
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令和 3 年度 住宅型有料老人ホーム笠之原長寿園 事業報告
1.

中期（令和 3 年度～5 年度）重点項目の達成状況
① サービスの質の向上
・年度初めにアンケートを実施し、ニーズや満足度調査を実施。現状満足している
との回答を全入居者様、ご家族より承っている。
・リモート勉強会等、積極的に参加することが出来ずにスキルアップに繋げられず、
質の向上に向けた取り組みはできていない現状であった。
・コロナ禍において、外出等は控える状況であったが、天気が良い日の散歩やコス
モス見学等、出来る範囲での活動は出来た。
② 人材獲得
・職員の紹介制度での入職は１件あり。
・職員が働きやすい環境として、定時出社、退社の徹底。有給消化、声を掛けやす
い挨拶や人間関係の構築等、事業所の売りにできる様に整えた。
③ 入居率、稼働率の向上（営業力強化）
・入居率 98％の予算は未達成。長期の入院、入院中の急変等あり、また、複数入院
が重なる月もあった。退居になった入居者様は、今年度の特養入居は０名。老健
入所が４名、介護付き有料入所が１名。
・退居から３日以内の新入居は７件中３件。１件は長期で空所を作ってしまった。
④ 生産性の向上（ICT、IOT の活用による業務効率化）
・３有料（げんき、新川長寿園）で介護記録アプリを導入し、入居者様の２４時間
の現状を入力、確認できる仕組みを作り、紙ベースの手書き記録、書類綴りの業
務削減に繋げることが出来た。
・介護記録アプリ以外のセンサー等のデモや導入は出来なかった。FAX の廃止や ZOOM
の使用にて業務効率化が図れ、入居者様に携わる時間は出来た。
２．総合評価
①新型コロナウイルス等感染対策
・毎月の感染対策委員会にて入居者様、職員の身体状況の確認や国内、県内の感染
状況を基に対策等、実施できた。
・毎日の健康チェック、施設内の消毒、体調不良者の早期発見や報告等、滞りなく
実施でき感染者、濃厚接触者は出なかった。
②業務の棚卸し
・毎月のミーティング内で業務状況での話し合いを実施。無駄な業務を省く為に職
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
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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。
④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。
⑤ 収支報告
（目標達成状況）
・入居率目標では 6 月・9 月・12 月・1 月・2 月・3 月が未達成であった。
・目標未達成の月は入院者が出ており、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 月、3 月に入居者が決まらず空所を長期間作ってしまった。
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必要がある。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。また来年度は外部への営業や顔なじみの
関係作りが肝になってくるので徹底して実施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努める。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３年度 住宅型有料老人ホームげんき 事業報告
１． 中期(令和３年度～５年度)重点項目の達成状況
① サービスの質の向上
・
「社会福祉法人恵仁会職員 10 の心得」を毎月のミーティングや面接で共通認識し、恵
仁会の職員であることに誇りを持ち、日々のケアに努めることができた。
・記録システムの導入に伴い、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、日々の健康管理により早めの体調変化に気づき、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。
② 人材獲得
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
の企画を情報公開し、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ことができた。
③ 入居率・稼働率の向上（営業力強化）
・目標に掲げていた入居率９５％以上、退居後新規入居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。
・満床時においても、法人内外と連絡を取り合い、待機者の更新を行うことで、空床日
数の減少に努めることが出来た。しかし、法人内入所事業所（４有料、２グループホー
ム）との事業所の待機者状況や空床の情報共有については、各事業所でバラツキがあっ
た。
・入居者の状態や介護量の変化を見極め、次の方向性を入居者、家族、担当介護支援専
門員と適宜協議することで、ＧＨや特養への住み替えを行い、入居しながら特養へ
の申込みを行うこともできた。今後も継続して行っていく。
④ 生産性向上（ ICT・IOT の活用による業務の効率化）
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、入
居者とのレクリエーションや口腔体操、散歩等の時間にあて、サービスの質を高める。
また、モニタリングや病院受診、ご家族へ状況説明を行う際に、記録システムのグラフ
や写真を活用し、文章は簡潔に記載するなど内容が充実し見やすくなるよう工夫でき
た。
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・日数の減少に努めた為、空床日数を抑える
ことができた。
⑤ 介護報酬改定対応
ミーティングにて、感染委員会の開催、指針の整備、研修、訓練（シミュレーション）
を全職員実施し、感染症対策の強化に努めた。
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２．総合評価
・入居者様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、ご本
人やケアマネジャー、デイ相談員と連携を図り、デイ利用日の調整を行えた。
・事業所内外の企画の年間行事計画を立てていたが、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）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、窓越し面会やオンライン電話での対応等、状況にあわせた対応を行った。
３．次年度への課題
①満床時においても、法人内入所事業所（４有料、２グループホーム）との待機者状
況や空床の情報共有をはかる為、緊急時や定期的な待機者更新や住み替え等の情
報共有を目的とした会議を行い、全管理者が内外部営業に行き、それぞれの事業所
の強みを伝えられる仕組み作りを行う。
②新規入居者及び待機者を確保する為に営業の取り組みとして恵仁会 SNS を活用し、
入居に興味をもつような事業所の生活状況（できる限り、ご自宅と変わりない環境
で生活していただける内容や、個々の趣味活動などが継続して行える内容）のＰＲ
を実施し待機者確保に努める
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 。
④BCP に沿って感染症や災害時発生時を想定し、定期的シミュレーションすること
で、事業所内で感染症や災害が発生した時に業務が継続できるようにする。
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令和 3 年度 住宅型有料老人ホーム新川長寿園 事業報告
1. 中期（令和 3 年度～5 年度）重点項目の達成状況
① サービスの質の向上
介護に必要な知識・技術を補うために、本年度は職員に研修を受ける機会を多数設
けることができた。
介護技術の相談を管理者が受け、スタッフミーティングで話し合い、ケアの共通認
識をすることができた。
ヒヤリハットの提出を促し、アクシデントの再発防止に努めた。
② 人材獲得
職員紹介制度を促し、入職に至ることができた。新入職はいなかった為、新人研修
の指導を行うことはなかった。
③ 入居率・稼働率の向上（営業力強化）
入所系事業所間での情報共有については継続して行うことができなかった。待機
者、申込者がいない状況があり更新する材料がなかった。営業については当初定
期的な活動を計画していたが、上記の通り申込者がいない状況において管理者間
で連絡を取り、随時営業に行くこともあり定期的な計画は達成できなかった。
④ 生産性向上（ICT・IOT の活用による業務の効率化）
記録システムを活用する 1 年であった。モニタリングやアセスメント作成におい
てデータを読み取ることを行っている。記録システムのデータを必要時に応じて
病院へ提供することも取り組み、効率化に繋がっている。
2.

総合評価
① 新型コロナウイルス感染等対策（新しい生活様式での運営）
感染症対策を継続して行うことができた。
利用者と家族を結ぶリモート電話につい
ては促しをしたが申し込みはなかった。新聞を発行し家族へ報告をすることができ
た。
② 業務の棚卸し
・職務分掌を再考し業務の分担及び効率化を図る。
主にミーティングで業務改善の話し合いを行った。管理者と職員で日頃から話し
合いを行いながら業務の効率化を図った。
・緊急時及び管理者不在時に管理者の業務ができるようにする。
管理者業務の一部は職員へ引き継ぐことができたが、計画していた全てを伝える
ことができなかった。
③ 有給休暇
計画的有給休暇については該当する職員については取得することができた。リフ
レッシュ休暇については取得する職員はいなかった。
④ 適正な労務管理
急変時等の緊急時を除いて、定時退社することができた。管理者業務ついても不
要不急の時間外勤務をすることがないよう努めた。定期的な職員との面談を実施
し、聞き取りを行った。職員間でコミュニケーションを取り、業務改善につなげ
ることができた。
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④

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
る際は感染対策を行い、玄関先で施設の概要等の説明を行った。

3．次年度への課題
⚫ 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新川の強みを活かした営業活動を行い、
入居申し込みの確保に努める。
⚫ 住宅型有料において、今後重度化への入所が見込まれるため、介護技術の向上や
アクシデント防止策などを協議して業務の効率化が必要である。
⚫ 在宅介護は今後も増え続けていく分野である。法人内に定期巡回サービスがある
ことは強みであり、在宅介護をされている家族にとっては頼りになる事業である。
職員が在宅の定期巡回利用者宅へ活動･支援できるように適正化を図る。
⚫ 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 3 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
11,535,586

５

11,427,340

１０月
11,258,927

月

６

７

11,388,808

１１月
11,316,247

月

８

11,122,380

１２月

１

11,701,772

月

９ 月

11,361,632

月

２

11,394,154

総

月

月

３ 月

11,468,510

計

11,307,062

12,512,316

137,794,734

②法人内介護サービス利用実績
４ 月

５

5,571,710

5,720,280

１０月

１１月

5,132,530

月

６

月

７

5,385,100

5880,260

月

８

5,579,940

１２月

１

6265,750

月

6,134,240
総

月

９ 月

5,362,260

5,465,750

２

３ 月

月

5,766,150
計

6,362,960

68,627,930

・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り、法人のリモートでの研修に計画的に参
加することができた。
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。
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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
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 3 年度の定期巡回及び訪問介護の利用者は月平均 13 名、年間貢献額：28,101,850
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。
・緊急時の対応に備えて、在宅での業務ができるよう計画的なテレワークを導入し、緊
急時の対応を図ることができた。
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、入院による損益を減少できるよう、引き続き入所者の日々の
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、過去最高の実績を残すことができた。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く。
・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」を徹底していく。
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令和 3 年度 相談支援事業所長寿園あかり 事業報告
1， 中期（令和 3 年度～5 年度）重点項目の達成状況
① サービスの質の向上
児童から成人、高齢者の方まで幅広く新規対応を行うことで、経験を重ねることが
できており、地域における関係機関等との関係性も構築できている。
各種研修への参加も積極的に行っており、児童発達支援管理責任者も取得した。
② 人材獲得
法人内外共に、常時アンテナを張り巡らせながら、リサーチを行っているが、人材
獲得に至ることはできなかった。
③ 稼動率の向上（営業力強化）
令和 3 年 3 月末日時点における担当件数は、池田が 130 件、下田が 110 件となって
いる。法人内事業所の依頼について全て受け入れている。
実際利用されているお子さんの保護者からの紹介であったり、保健相談センター、
医療機関、幼稚園、保育園、学校などからの相談も日々絶えることなく頂くことが
できている。
④ ICT,IOT の活用による業務効率化
テレワークに必要な環境を万全に整えることができた。
担当者会議、モニタリング面談等、オンラインでの開催が定着できている。保護者
の方々においても、以前は不安が強い様子が見られたが、最近は、定着されている
様子。ライン機能を取り入れることはできなかったが、無料のメッセージアプリを
活用し、有効な連絡手段として定着できている。
関係機関とは、メールでのやりとりが中心となっており、効率よく業務を遂行する
ことができている。
２．総合評価
今後、見えてきた課題としては、やはり相談支援専門員の増員と考える。発達支援事業
所家の卒園児について、就学後も相談支援としては継続していくため担当件数が増加し
ている現状がある。
３．次年度課題
相談支援専門員を増員し主任相談支援専門員取得後、最終的には、機能強化型Ⅰを目指
していきたい。新規相談が絶え間なく続く現状をこれからも維持していくことは、今後の、
法人の方向性を考えても、大切にしていくべきと考える。
医療的ケア児支援法が施行され、現在、管理者にて受け入れを行っているが、今後、当
事業所に所属する全ての相談支援専門員が医療的ケア児コーディネーターを取得するこ
とで、いつでもだれでも対応ができる体制を整えていきたい。
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障害児から障害者、高齢者の方々まで、相談支援専門員が対応する範囲はかなり広く、
障害種別も多いため、今後も資質向上を図り続けることは、必須と考える。
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令和３年度 児童発達支援事業所あかり 事業報告
１．中期（令和 3 年度～5 年度）重点項目
①サービスの質の向上
・保護者向け就学説明会を 7 月に 2 回実施。今年度就学したお子様を持つ保護者の方に
もお話いただく時間を作ることで、就学へのイメージがつきやすかったと好評であっ
た。保護者のための研修会は、コロナ禍であり実施できなかった。
・保護者に向けて各担当者が成長の記録を作成し毎月 1 回はお渡しするようになり、子
どもの特性の理解とその支援について具体的に考える様になった。
②人財獲得・人財育成
・今年度は退職者を一人も出すことなく、1 年間を過ごすことができた。
③利用率・稼働率の向上（営業力強化）
・稼働日数 308 日、延べ利用者数 3,234 人（目標数 2352 人 目標比 121％）、１日平均
10.5 人（目標数 8.59 人）という結果であり、目標を大幅に達成することができた。
・達成の要因として、グループ内に相談支援事業所があることに加え、6 月から３～４
人小集団の４クール制へとサービス提供体制を変更し、利用率の増加につながった。
新規利用の相談も受けることができた。
・SNS による活動内容の発信や、関係機関に毎月のあかり便りの配布や、活動内容が分
かる冊子の配布、新たなパンフレット配布なども実施。関係する園にも折に触れてあ
かり便りを配布することで、あかりの支援の見える化を図った。
・今年度は新規 40 人受け入れることができた。途中は年齢によってはお断りすること
もあったが、見学体験は 55 人受け入れており、体験した結果の利用獲得率は 74％で
あった。
④生産性の向上
・手書きの記録から、PC 入力へ切り替えることができた。非常勤の職員以外は、PC で
の入力を行っており、それにより各職員の PC スキルも向上し、一人ひとりができる
ことが増え、活動準備などもスムーズにかつスピードアップし、業務の効率化にもつ
ながり、その分成長の記録の作成など家族支援につながる新たな業務につながった。
2.総合評価
・感染対策は、小集団４クール制の開始により、感染リスクの軽減。また、活動中の常
時換気及びクール入れ替えの度のアルコール消毒を行うことで感染防止に努めること
ができた。また、現場職員への在宅ワークの推進、また感染リスクがある場合には随
時在宅ワークへ切り替えるなど対応した。
・BCP を作成し、ミーティングの際に発生した場合の対応方法などについて、職員間で
共有を図った。
・事業所での防災訓練なども療育活動の時間に実施した。
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・報酬改定に伴う委員会設置や研修の実施など、正規職員が役割分担をして取り組む体
制を作り、少しずつ動かすことができた。
・有給休暇は、全員が計画有給は取得できているが、有給取得日数にバラツキがあるた
め、有給日数が多くある者には、有給取得を促進する。
・地域貢献活動はコロナ禍のためできなかったが、コロナとの付き合いも３年になるの
で、工夫をして、様々な取り組みを行っていく。
３．次年度への課題
・関係機関への広報の継続や、見学や体験に来られた方が利用につながった場合、つな
がらなかった場合の要因を分析することで、利用児獲得率をあげ、今年度相当の稼働
率を目指す。
・送迎がない事業所であることの強みは保護者支援につながるということを再認識し、
保護者が学べる機会をつくることで、特性のあるお子様への理解を共に深められるよ
うな支援をおこなっていく。（家族勉強会等）
・直接支援業務だけではなく、事業所として必要な業務については、職員が役割分担を
して責任を持って取り組める体制を確実に作ることで、人の入れ替わりがあっても、
対応していける事業所運営を目指す。
・広い敷地を利用した、芝生での青空カフェ（絵本・紙芝居・カフェ）を利用児やその
家族を対象に実施することで、小さな地域活動につなげる。
（敷地内他事業所やサポ
ートワーカーと連携）

65

令和３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３年度目標達成状況
・交通安全について 安全運転委員会メンバーを中心とした安全運転啓発活動、横断
歩道手前での減速の徹底、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、異物混入防止について 大量調理マニュアルに則り衛生管理・温度管理に
努めた。異物混入についても職員が意識を持ち二重チェックに取り組み異物混入を
防いだ。
・利用者満足度向上への取り組み 毎年楽しみにして頂いている行事食については滞
りなく提供し喜びと感謝の手紙を頂いた。行事食のない月に重箱でお楽しみ弁当を
計画していたが感染症対策のため使い捨て容器使用期間と重なり実施できなかった。
２．総合評価
・新規が少なく入所や入院が多かったことから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。
・利用者様の安否確認を行う中で法人内事業所やケアマネジャーと利用者様の状況共
有し、訪問対応して頂くケースも多かった。こうした連携が心強く、利用者様の見
守り強化に繋がった。
・配達、調理員から業務改善のアイデアが多く出された。試行から本採用へと繋がり
業務が軽減された。
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い、未収金ゼロに努める。
・交通法規の遵守、安全運転、無事故無違反に努める。
・食の安心（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）を守る。
旬の食材を使ったメニュー、調理方法も改良を重ね、より満足頂ける弁当作りに取
り組む。
・安否確認の徹底。安心して生活して頂けるようご家族・ケアマネジャー・ご利用中
の事業所との連携を図る。
・職員が長く働くことの出来る職場つくりに努める
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う。
職員の状況（体調、体力、家庭状況）に応じて希望を聞き取り、勤務形態や職種変
更検討等行い働きやすく、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 3 年度 ウィズ下祓川・桜ヶ丘市営住宅（高齢者世話付住宅）事業報告
1. 令和 3 年度目標の達成状況
新型コロナウイルスによる感染者の発生に歯止めがきかず

交流会等の開催は厳し

い状態であった為、積極的な参加は促せなかった。しかし、中には自発的に行動されて
いる入居者もいた。
日々の生活の中で、住民との交流や閉じこもりになっていないかなどの状況を把握し、
入居者の自立継続と要介護状態への移行を防ぐ支援を行った。
基本の感染症予防(手洗い・うがい・マスク着用・換気)を徹底することで予防に努めた。
2.総合評価
・

視覚障碍者の入居にあたり関係機関と情報共有することで関係機関の役割の明確化を
図ることができ、本人・家族等を含め入念な話合いが重要であることを福祉政策課へ
伝達できた。
2 名の方が、被害妄想的な話や幻覚があり、近隣住民とのトラブルが発生し今後の課題
であるが、状況を把握し関連機関と連携を密に取り支援を図った。 (2 号棟)
2 名の入居者が、介護保険サ－ビスを利用しながら自立した生活を送っているが殆どの
入居者が介護予防(ウオーキング・ストレッチなど)に努めている。(ウィズ下祓川)

3、次年度への課題
入居者との過度な依存関係とならないように、生活相談援護技術について学ぶ。
住宅情報監視盤(通報システム)の老朽化により、突発的な誤作動が発生し対応に追わ
れる状況である。
建築住宅課より、通報システムを緊急呼出ボタンのみ作動する案を検討中との事であ
ったが、その後の連絡もなし。

(ウィズ下祓川)

67

令和 3 年度 池田保育園事 業報告
１．令和３年度目標達状況
➀

重大事故の防止
０歳児の新規入園児が５名いたため、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特に徹底した。月齢も低いため、小さなケガやト
ラブル、転倒が多い。同じ事が起こらないように、毎月平均して１０件ほどのヒ
ヤリハットを職員会議で話し合うことで、大きな事故を防止することができ子ど
もの安全を守ることができた。

②

感染対策の徹底
新型コロナウイルスだけではなく、ほかの感染症が立て続けに流行した。空気
清浄機の清掃や定期的な換気、手指消毒・朝夕の検温、職員はマスク・手袋着用
する。汚物の処理時には、使い捨てエプロン・二重マスク・手袋を着用した。
コロナ対策の行動制限に関する本部長通達は、朝礼で発表し職員全員が遵守し、
感染対策が徹底できた。

③

食育・アレルギー対応
今年度は入園当初より牛乳アレルギーのある園児がいた。保護者・医師と連携
を取りながら乳製品の摂取量を 100ｇ以内に収め、園児の負担にならない程度に少
しずつ解除できるようにした。朝礼にて職員全員で確認をし、配膳時には一目で
わかるようにお皿の色を変えるなどして対応し、事故に繋がらないよう連携を密
にした。現在は牛乳アレルギーも解除されている。
保護者よりお米や果物を頂くことがあり、調理する前の状態で子ども達に触れ
させ楽しむことができた。

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多かったが、内容も充実した研修
が多く、保育に携わる全職員が適切な研修を受講することができた。

⑤

園児の確保
定員１２名に対し、園児１１名からスタートした。満３歳を迎えた２歳児に対
しては、保育無償化の対象となる幼稚園への転園を積極的に勧めた。５名の２歳
児のうち２名が年度途中で幼稚園に行き、０歳児の新規入園児を受け入れること
で、少ない定員ながらもより高い収益を上げることができた。

２．総合評価
一般的に２歳児で一日を通してパンツで過ごせる子どもの平均は５０％近くである。
今年度３名の２歳児に根気強くトレーニングを行い、３名の２歳児全員が自分で排泄
の有無を知らせ、登降園・午睡時も含めパンツで過ごすことができるようになった。
活動では指先を使った遊びを取り入れ、子どもの脳や体の発達を促し思考力や言語力
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を育てた。給食時には矯正箸を使って完食することで、大人と同じようにお箸で食べ
たという喜びも感じ取れた。
新型コロナウイルスの影響で、園児・保護者の検査結果待ちで休園する日や、消毒
のためのお迎え要請が２回あった。突然の状況にも関わらず、協力的な保護者が多く、
様々な面で助けられた。
市中の感染状況を見ながら行事日程を柔軟に変更することで、年３回の行事のうち
２回は保護者参加で行うことができた。
新型コロナウイルスもあり、恵仁会との関わりや情報交換など連携が取りづらく、
池田保育園の取り組みなどを伝えることができなかった。
今年度恵仁会の利用者は２名だったが、年間を通すと実質１名という状況であった。
（12 月退園し 1 月に新規入園）
３．次年度の課題と取り組み
近年、食べ物に欧米食や食品添加物が増えたことにより、子どものアレルギーも増加
傾向にある。アレルギー反応が一番多く出やすい時期が離乳食時であるため、離乳食が
完了するまでは毎月月初めに保護者と食物アレルギーチェックを行い、連携を密にする
ことで個々に合わせた給食を提供する。
子どもの成長発達段階で必要な食欲・睡眠・遊びを満たした保育を取り入れ、子ども
達の笑顔を少しでも多く引き出せるようにしたい。
次年度は兄弟での園児が多く、定員１２名のうち３組が兄弟になっている。その兄弟
組の長子が２歳児のため、３月末で退園し認可保育園に入園すると、末子も同じ認可保
育園に入園するのが自然な流れであるため、６名が退園する可能性がある。そのため、
再来年度に向けた園児確保が最も重要となってくる。保護者はもちろんのこと、地域へ
の情報を広げながらも、池田保育園全体の質の向上に努めたい。
保育ＩＣＴを完全導入するため、保育者と保護者の連絡が今年度よりも更に取りやす
くなるので、より多くの情報発信をしたい。
令和５年度より、恵仁会専用の枠が２名となり 2 名以上の確保が安定的な事業継続の
絶対条件となる。今年度以上に恵仁会職員の利用者に向けた情報や保育園見学がいつで
も出来る環境作りに努力し、池田保育園を一人でも多くの職員に知ってもらう努力をし
たい。
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