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2019年度（令和元年度） 社会福祉法人恵仁会 事業報告 

１ 法人経営理念と法人経営の基本方針に沿った運営に努めた。総体的に事業計画に沿っ

た運営が行えた。人材確保にも様々な方法で取り組み、離職率も全体の１割を切り、

安定的な事業運営につながった。令和１年の重点事項として掲げた以下の点について

達成することができた。 

人材育成 

ＩＣＴ元年として、介護ロボットや見守り支援システムの導入に向けて多種多様

にデモンストレーションを行い、法人にあった機器の選定を行った。重度化が進む

中で、利用者と職員双方に快適で安全な持ち上げない介護の推進が図れた。 

ライフサポートチーム鹿屋長寿園

専門職による法人内の事業所への早期介入で、利用者の状態の悪化や疾病の早期

改善が図られた。看護、介護、栄養、機能訓練の専門性を、利用者の状態に合わせ

て予測されるリスクに早めに対応することにより、現状の維持や改善につながるこ

とが明らかとなった。 

地域貢献活動 

ドライブサロンの継続と各エリアにおけるカフェなどは予定通り実施できた。し

かし、１月頃よりコロナウイルス感染の拡大を受けてほぼすべての取り組みの中断

を余儀なくされている。今後の状況をみながら、参加人数の制限や回数増などによ

る工夫で再開を目指していきたい。 

コーポレートガバナンス体制

  社会福祉法人のミッションである地域に根差した公共資源として、その組織の透

明性と経営安定を積極的に進めてきた。収支状況は広報紙やホームページ等で開示

し、Facebookでも活動の発信を続けている。 

  制度化された働き方改革についても、職場環境改善に努め定時出勤・定時退社を

目指し業務改善を図った。また、管理者クラスが法の趣旨を理解した運営を進める

業務調整を行った。 

２ 総合評価 

  平成から令和に変わった年であり、社会福祉法人のあり方もこれまでと同様では

なく、地域課題をアクティブに改善する取り組みが求められている。事業所数が増

え職員数も増加する中で、統合リスク管理室の創設で法人運営に必須なガバナンス

を強化できた面でも実り多き一年と言える。 

また、各行政監査においても大きな指摘がなく良好な評価をいただき業務遂行を

行えたことで運営の透明化を示せたものと考える。 
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2019 年度（令和元年度） 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】2019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1年5月29日（水） 

平成 30年度事業実績報告 

平成 30年度決算報告 

平成 30年度監事監査報告 

役員選任（理事・監事）、 

企業主導型保育事業について 

定時評議員会の招集について 

ミニデイサービス舷揮くん家定員変更について

管理者変更について 

経理規程変更について 

報告事項（理事長職務執行状況、通信環境整備に係る

入札結果、技能実習生受入について、指導監査結果） 

第 2回 令和1年6月25日（火） 

理事長互選について、役員報酬について 

評議員会決議の省略について 

報告事項（令和 1年 5月 22日付送付訴状について） 

第 3回 令和1年8月13日（火） 
児童発達支援事業所あかり移転に伴う新築工事につ

いて、報告事項（理事長職務執行状況、指導監査結果） 

第 4回 令和1年12月9日（月） 

定款変更について 

役員報酬・旅費規程変更について 

臨時評議員会の招集について 

運営規程・管理規程変更について 

管理者変更について 

報告事項（理事長職務執行状況、入札結果、指導監査

結果、介護福祉士養成奨学金貸与について） 

第 5回 令和 2年 3月 9日（月） 

令和 1年度第一次補正予算について 

令和 2年度当初予算について 

令和 2年度事業計画について 

評議員会の招集について 

入所定員及び運営規程変更について 

移転に伴う運営規程変更について 

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（児童発達支援事業所あかり新築工事借入金

について、理事長職務執行状況、指導監査結果） 
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【評議員会】2019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 1年 6月 25日（火） 

平成 30年度事業報告 

平成 30年度決算報告 

平成 30年度監事監査報告 

役員選任（理事・監事）について 

企業主導型保育事業について 

報告事項（ミニデイサービス舷揮くん家定員変更、

技能実習生受入、指導監査結果、令和 1 年 5 月 22

日付送付訴状について） 

第 1回

臨時 

令和 1年 7月 8日（月） 

※決議の省略

常勤理事の報酬額設定（理事長互選の結果、理事長

重任にあたり、役員報酬規程に基づき常勤理事の報

酬額設定の見直し） 

第 2回

臨時 
令和1年12月20日（金） 

定款変更について 

役員報酬規程・旅費規程変更について 

報告事項（運営規程・管理規程変更について、管理

者変更について、入札結果、指導監査結果） 

第 3回 

臨時 
令和 2年 3月 25日（水） 

平成 30年度第一次補正予算について 

平成 31年度当初予算について 

平成 31年度事業計画について 

定款変更について 

報告事項（第三者委員選任、総合施設長任期更新、

笠之原エリア新築工事進捗状況、外国人技能実習生

受入） 

【監事監査】 2019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1年5月21日（火） 1. 未収金等の残高については、サービス区分ごとに様式を定め

作成しているが、今後は法人合算の金額を把握するために、

法人全体の一覧表を作成すること。

改善：法人全体の未収金一覧表を作成し、法人合算の金額を把 

握するようにしている。 

2. 次年度以降、事業未払金について各業者の締日を確認し、発

生主義に基づく支払い処理を行うこと。

改善：各業者の締日を確認し、発生主義に基づく支払い処理を 

実施している。 

3. 小口現金処理について、小口現金出納帳に不足額を充当する

際の入金処理を行うこと。

改善：小口現金処理時は、小口現金出納帳に不足額を充当する 

際の入金処理を行うようにしている。 

3



2019 年度（令和元年度） 統合リスク管理室 事業報告 

１．2019 年度年間目標の達成状況 

1）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

 一元的にリスクを管理する体制として、統合リスク管理室を創設。新しい部署の

初年度として、事業運営におけるリスク管理や業務効率化の為に、各事業所の内部

監査の実施、指定申請などの各種申請関係の牽制体制、記録システム導入を皮切り

に ICT 化を推進してきた。また、ICT 化に伴い情報管理に関する規程の整備及び周

知を図り、情報セキュリティに関する職員の意識を高めることができた。 

その他の規程整備については、施行はしていないが必要と思われる規程の新規作

成や既存規程の整備を実施。既存規程に関しては作成者が複数いる為、最新データ

の所在が不明なものもある状況で、規程管理に関して一元化する為のシステム化に

は至っていない。 

2）事業所内部監査

 業務やスケジュールの都合により一部の事業所を除き、事業所内部監査を実施。

内容的には、前年度同様に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 グループホームあいら、グループホームふれあい 

5 月 ミニデイサービス舷揮くん家、ケアコールセンター

6 月 住宅型有料老人ホーム笠之原長寿園、ヘルパーステーション鹿屋長寿園 

7 月 小規模多機能ホーム花海家長寿園、プライエボーリ優花里 

8 月 住宅型有料老人ホーム新川長寿園・げんき 

9 月 特別養護老人ホーム鹿屋長寿園（ショートステイ含む） 

10 月 養護老人ホーム寿光園 

11 月 ミニデイサービス瑠璃ちゃん家

12 月 居宅長寿園、相談センターかのや、小規模多機能ホーム哲ちゃん家 

1 月 児童発達支援事業所あかり、相談支援事業所長寿園あかり 

2 月 なし 

3 月 高齢者等訪問給食サービスセンター 

内部監査に伴う整備 

各事業所の契約書等の整備について文言案などの助言を行い、整備を進めている。 
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特に民法改正に伴う変更について内容を確認し、適正な内容で契約が行えるよう 

に対応している。全体的な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については是正されてきている。 

２. 総合評価

  前年度の課題から、内部統制システム、コンプライアンス体制、リスク管理体制

の構築、適正な理事会・評議員会の開催・運営の為に一元的にリスクを管理する体

制を作る為に内部監査部門から統合リスク管理室となり、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。大きな問

題もなく業務を実施することができたが、体制構築の推進としては、スピード感に

かけていた。 

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、今年度も実地

指導に準じる形で実施していた為、改善には至っていないが、今年度のデータをも

とに次年度は内部監査が必要な事業所を絞ることが出来たので、効率化達成に向け

た動きは行えていた。 

３．次年度への課題 

  整備が必要な項目が多岐に渡っており、部署内職員の負担が大きいことや一つ一

つの項目に時間がかかることが課題となっている。その為、業務の棚卸しを行い、

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。記録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 ICT を整備して業務効率化及びリスク

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。 

前年度の課題であった事業所内部監査の効率化については、今年度も実地指導に

準じる形で実施していた為、改善には至っていないが、今年度のデータをもとに次

年度は内部監査が必要な事業所を絞ることが出来たので、効率化達成に向けた動き

は行えていた。今後は、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を検討・実施していく。 
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2019 年度（令和元年度） 事務局総務課 事業報告 

1． 令和元年度目標の達成状況 

目標：人材獲得・人材育成 

  （達成状況） 

総務課から人材確保プロジェクトメンバーを２名配置し、人材確保プロジェクト活

動から入職まで採用者の情報がスムーズに入るようになった。また、人事関係の起案

書や給与情報など、関係する担当が検印することで情報共有や牽制が以前よりもとれ

るようになった。職員採用時の説明職員も２名体制とし、柔軟に対応ができるように

なった。 

  目標：ICTの活用 

  （達成状況） 

勤怠管理システムについては、導入する計画の打ち合わせが進まず、今年度の導入

に至らなかった。 

  目標：ドライブサロンへの参加 

  （達成状況） 

 ドライブサロンへの参加は、感染症の影響を除いて計画通り達成できた。 

  目標：有給休暇 

  （達成状況） 

 総務課での取得及び恵仁会全体の計画取得達成している。 

  目標：定時退社 

  （達成状況） 

業務遂行の計画や業務分担を進めていたが、職員の担当替え等もあり、一部職員

で定時退社ができないことがあった。昨年に比べると時間外は減少した。 

2． 総合評価 

 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、業者との導入手順の打

ち合わせが進まず、１２月以降は業務との同時進行ができないこともあり、導入に至ら

なかった。人材獲得については、人材確保プロジェクトを立ち上げ、各職種の職員を構

成メンバーに入れたことにより、多角的な意見やアプローチが可能になり、柔軟な活動

や人材の確保に繋げられたと思う。 
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3． 次年度への課題 

 今年度の目標として今年度から、給与、社会保険それぞれに業務体制が整うので、し

っかり軌道に乗せ、総務課の業務体制を確立したい。また、この業務体制が盤石になる

ことによって業務の質を落とさず、定時退社の実現及び未達成であった勤怠管理システ

ムの導入を進めていきたい。
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2019 年度（令和元年度）事務局経理課 事業報告 

  経理課 

1. 令和元年度目標達成状況

□利用者の確保

達成状況

 利用者の確保については、毎月の部門連絡会議（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。下半期からは、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 

ない為に、事務局職員が 1人当り月平均 3回の送迎時の添乗を行った。 

□人財獲得・人材育成

達成状況

 会計処理のスキルアップとして、公認会計士による年 2回「会計処理の基礎」 

「補正予算・決算処理」の研修を行い、補正予算作成や決算処理が初めての職員 

に対し、事前に備えることができた。 

 その他、今年度については、新任管理者研修を開催し、管理者に着任した職員 

に対し、法人全体の経営状況や事業所の数字管理及び考え方について研修を行い 

管理者として行う、数字管理方法について伝える事ができた。 

□定期巡回の事業規模拡大に貢献するための方法

達成状況

  法人の窓口である事務局として、定期巡回がある程度どのようなサービスか説 

明できるように、パンフレットを活用しながら課の職員に説明を行った。 

今年度に関しては、実際に窓口で対応する機会がなかったが、継続して概要が説 

明できるように、課の職員に確認を行う。 

□在宅系事業所との連携

達成状況

 事業計画時には、各会計担当者が四半期ごとに各事業所へ足を運び、収支報告 

や事業所見学も含め計画を立てたが、上半期は 1 回の報告になってしまった。 

下期からは、毎月担当事業所へ足を運び、月々及び累計の予算実績対比の報告や 

事業所内での課題、購入物の検討等を管理者と会計担当者で行い連携を図ること 

ができた。 

□ＩＣＴ活用について

  決裁システムが導入できる環境にはなり、システム導入の為の具体的な動きに 

については、文書担当者に現在の決裁ルートの確認及び修正を行っている状況で 

次年度も継続して検討していく。 
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□業務の効率化

 日常業務での効率化については、会計担当者同士の意見や提案を都度収集し、 

効率的になった業務も増えた。具体的には、インターネットバンキングの処理に 

ついて、1台の端末を 8名で使用していたが、統合リスク管理室の職員の協力のもと、

各会計担当者の端末で使用できるようにしたことで、業務の効率化が図れた。  

2. 総合評価

 業務については、今まで、会計担当者と管理者との連携は電話でのやりとりが 

大半であったが、下期より、毎月 1 回担当事業所へ足を運び、管理者と直接協議 

を行うことで、より事業所の状況や修繕箇所の確認、現場のケア等も確認すること 

ができるようになった。 

 経理課としての会計処理のスキルアップについては、全体研修を開催し学ぶ場 

は提供できたが、会計業務に着任して 1～2 年目の職員に対しての実務に直結する 

内容の個別指導の時間を設けることができなかったので、次年度の課題として取 

り組む。 

3. 次年度への課題

 会計担当者ごとのスキルの差を埋めていくために、個別での研修の場を設けて、 

日常業務の処理に滞りがないようにする。 

また、次年度については予算実績管理の中で、収入をメインに管理を行っていた 

が、経費削減への取り組みとして各事業所での水道光熱費や印刷製本費等の削減を 

行う目標科目を設定し、前年度比較表等を作成しつつ、毎月の事業所報告の際に、 

情報提供を行う。また、情報提供だけではなく具体的な取り組みについても、一緒

に検討する。 
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2019 年度（令和元年度）介護部門 事業報告 

１．令和元年度目標の達成状況 

目標① 利用者処遇・ケアの質の向上 

１）利用者の安全安心、職員の腰痛予防のためのノーリフトケアの推進

（達成状況） 

・天井式走行リフト導入一年経ち、年配職員でもしっかりとリフトを扱うことができて

おり負担軽減には繋がっている。他にもシート、ボードの活用もできている。

しかし、時間が経過し、慣れが生じているのか、リフト移乗後の動作で腰を痛めてし

まった職員もいる。基本的なボディメカニクスの活用については今後も勉強会等を通

して周知していく。

２）看取り加算取得９０％を目指す。看取り支援の為の環境作り。

（達成状況） 

・看取り支援に関して、退所者数４５名と前年度と大差はなく、その内、看取り支援に

移行された方は３９名であった。（取得率 ９０．7％）

全職員に対して看取り支援における基本や死生観等を、勉強会を通して学んでもらい、 

看取り支援の在り方を共有することができた。

・件数が増えたことで、終末期が重なる時もあり、家族控室が不足する部分もみられた。

令和２年度において、家族が安心して過ごせる空間を作っていく。

目標② 利用者の確保 

・入所稼働率９９．５％、ショートステイ稼働率９５％を目指す。

（達成状況） 

・令和元年度における入所稼働率を９９．５％、新規入所者３日以内に受け入れを行う、

と目標に掲げ、実績として９９．６％となり目標達成している。しかし、例年通りで

はあるが、11 月、2 月と退所者が多く、入院も 3 名（検査入院、胃ろう増設等）おら

れ、稼働率にも影響が出た為、令和 2 年度においても事前調査等協力していき、待機

者確保について他部門と連携していく。

・ショートステイにおいても稼働率９５％を目標にしていたが、ほほえみユニットでの

重度の方の受け入れや、緊急受け入れを実施する事で９５％の実績を上げる事ができ

た。見守り生体センサー等のＩＣＴ機器導入に関しては、元年度中に導入できなかっ

たが、令和 2年度初頭より導入し、アセスメント機能をもったショートステイの運営

を実施していく。
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目標③ 人材育成・人材確保 

（達成状況） 

・新卒者研修に関してはそれぞれの科目をユニットリーダーに担当してもらい、資料作

成を通して項目に関する知識習得、指導力を養う機会をつくることが出来た。エルダ

ーによるＯＪＴを通して新人指導にあたり、定期的及び気になる点がある時などに、

統括、介護主任、教育主任と連携し面談等行い、新人職員の不安除去に努めた。

・キャリア段位制度においては、評価者との日程が合わず、レベル認定者輩出まではい

たらなかった。しかし、恵仁会版キャリア段位制度においては、他事業所も含めた新

人職員を評価し、初級認定を行うことが出来た。

・元年度も県老施協主催の介護技能コンテストへ参加し、日々の研鑽を積み重ねたこと

で入賞者を輩出することができた。

・就職、人材セミナーへ現場の介護職員が参加し、恵仁会及び介護の魅力を来場者へ伝

えることで、新卒使用、中途採用に繋がった。

・ゴールデンウイークの 10連休において、子供を育てている職員の負担軽減、職員確保

を目的とし、お預かり保育・学童を実施した。わずか 2 日間ではあったが、多くの職

員から「とても助かった」との声がきかれた。今後も状況によっては保育・学童を実

施し、働く親世代の手助けを検討していく。

２．総合評価 

・定期巡回事業拡大に向け、介護職員の異動を行った。今後もタイミングや長寿園の介

護職員の状況をみながら、異動の検討を行っていく。

・チーム長寿園での活動を通しながら、各事業所の利用者の状態や環境を考慮し、入所

申し込みの検討等行い、実際に申し込みや入所に至った方もおられた。今後も継続し、

これまでの知識や経験を、恵仁会を利用される利用者へ還元していく。

・ＩＣＴ化へ向け、記録システムの導入、見守り生体センサーの導入等実施できた。部

門において記録システムに関しては、まだ業務の効率化へは直結していないものの、

他部門に関しては様々な点において効率化がみられている。今後、端末の増加や、使

用方法の均一化を実施していくことで部門内での効率化を図る。

３．次年度の課題 

・次年度においては記録システム使用の均一化、効率化を図っていく。リーダー会議に

て、疑問点や運用の仕方等、協議を行っているが、今後も継続し、その内容をシステ

ム業者へ打診し、改善できる点は改善を図り、職員による運用がしやすい様にしてい

く。 

・記録システムや見守り生体センサー等、様々なＩＣＴ、ＩＯＴ機器が導入されており、

次年度においても、ナースコールシステム等の導入を予定している。今後の長寿園の

在り方を示していく年度となる為、様々な機器に対しての知識やノウハウを取得し、

新しい介護の形を形成していく。
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2019年度（令和元年度）看護部門 事業報告 

１．令和元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％）

令和元年度実績 死亡者 43名 看取り実施者 39名 加算取得率 90.7%となり、目

標達成となった。4名については急変で亡くなられた利用者であった。

② 褥瘡マネジメント加算

算定月に家族へ書類を送付することが多かった為、もう少し早く書類作成を行う

ということが課題として挙げられるが、加算取得はできた。

多職種との連携はできているが、今後の改善として、早めの作成・送付と送付後

の確認を実施していく。褥瘡は 8名の利用者に発生がみられ、1名の利用者が治療

中、他の利用者は完治となっている。

③ 看護体制加算（ショート）

要介護 3以上の利用者が 71.5％及びショート稼働率 95.0％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

様々な医療的ケアの必要な利用者が増えてきている。3月 31日現在、胃瘻 23名

経鼻経管 11名となっている。また人工肛門造設や食道瘻など、看介護医療連携に

より、多くの利用者の受け入れができている。

２．総合評価 

・本入所稼働率は 99.5%の目標であったが、実績は 99.6％で目標達成している。これ

は、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で、退所後から新入

所までの期間が平均 2.7日となり、3日以内の入所という目標も達成している。長

期入院者による稼働率低下が課題である。

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

の受け入れも行えている。

・看取り加算取得についても、各職種、嘱託医と連携が図られ早期に看取りへ移行す

ることができている。

・看護師をユニット受け持ちとしており、介護職と連携することにより、利用者の異

常への気づきができ早期加療へと結ぶことができている。

・人材獲得・育成においては、１名の確保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ほぼ達成できており個々の学びとなり他スタッフへの伝達

研修も実施できている。しかし年度末においては、新型コロナウイルスの発生に

より、研修会参加できないスタッフも見られた。 

・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 81.4％）
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・感染対策研修は年 2回実施できた。また新型コロナウイルス発生における取り組み

も衛生材料等の備蓄に取り組んだ。

日本での新型コロナウイルス発生に伴い、施設での発生時のマニュアルも作成さ

れ、マニュアルに沿い行動することができている。

面会制限に伴い、看取り利用者への家族への利用者の健康状態報告も実施すること

ができている。

施設内発生に伴うスタンダードプリコーションについてもガウンテクニックの正し

いやり方について実技を行い、個々の意識づけを行った。

３．次年度への課題 

１）各種加算の継続取得

看取り加算、ショート配置加算、褥瘡マネジメント加算が円滑に取得できるよう

に多職種と連携を図る。

２）業務改善

業務の棚卸を行い、無理、無駄がないか検討し改善を図っていく。

遅出業務の週日の実施ができるように医務室会議等を通して検討していく。

ユニット担当看護師業務の充実

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

（入院者含む）ができるように取り組む。 

寿システムの活用がしっかりでき、利用者情報へ反映できるようにする。 

３）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看護師として助言ができる。

４）地域との交流

各種イベントやドライブサロンへの参加

５）働き方改革

計画的な有給取得の実施

業務改善を実施し、残業の削減の実施

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。

６）感染症対策

各種感染症に対して対応できるように、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感染の流行状況などを把握し、対策検討及びスタッフへ周知

していく。

次期感染症発生に対して、衛生材料の不足がないように、早期より多職種と話し

合い準備・備蓄を進めていく。

衛生材料の定数管理ができるように、委員会や介護主任と連携し取り組む。

感染症情報を取り、情報の共有ができるようにする。

13



2019年度（令和元年度）機能訓練部門 事業報告 

１．令和元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 97.5%に対して、ほぼ予算通りの 100%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、145名/月とな

り、やや目標未達となった。

・生活機能向上連携加算においては、目標の入所平均 98 名/月、ショート平均 40 名/月

に対して、入所平均 94 名/月、ショート平均 43 名/月となり、入所が看取り導入や状

態変化による再評価の必要性により目標未達となった。

・現状保有する移乗リフトの 100%稼働においては、入退所や状態変化等による早期移設

設置を行い、ほぼ 100%稼働が行えた。

・労働環境改善のための環境整備においては、車椅子の導入、助成金活用による電動ベ

ットの導入、手動ベットの電動ベット化等を実施する事ができた。、また管理も行えた。 

・ケアリハスタッフ養成講座の 2 回/年開催においては、予定通り開催し、4 名修了する

事ができた。次年度は、恵仁会認定制度として協働していく。

・1～2 回/週・ユニットへケア介入においては、遅出勤務を主体に、17:00～19:30 の時

間帯に、1回/週レベル(2名体制)の介入が行えた。

・フィットネス(輝北・長寿園)への積極的な参加においては、1 回/月の定期的な開催が

行えた。

・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、機能訓練としては

実績はなかった。

・人材獲得活動に積極的に参加する事においては、プロジェクトチームの一員として、

求人活動・学校訪問・就職説明会等に計画的に参加する事ができた。

・現場力を高めるために、改善提案制度を確立していく事においては、本入所のみとし

て制度化できた。その他強化月間の掲示、上半期の表彰・奨金の授与、事例集の配布

を計画通り行えた。

2.総合評価

・135名の機能訓練体制加算実績は、予算達成できている。ショートステイの個別機能訓

練加算は、長期利用と利用限度額の関係でやや未達となった。生活機能向上連携加算

は、入所にてやや未達となったが、ショートステイの稼働率が高かった事もあり、全

体的にはほぼ予算通りとなった。その他ミニデイサービス舷輝くん家、あかり事業所

への介入も計画通り行えた。

・労働環境改善のための必要福祉機器・用具類は、計画通り導入し、効果的に活用でき

ている。また本年度は、上位決定により、移乗リフトが 15台導入された。100%の稼働

が行えている。また、移設などの管理・施工も実施できた。

・地域交流においては、輝北地区フィットネス・長寿園フィットネスを計画通り実施で
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きた。また、各地区からの出張出前講座(介護予防体操や音楽療法)、祓川地区行事参

加など積極的に参加できた。 

・人材育成のための介護職向けライフケアリハビリスタッフ養成講座を開催し、4名の修

了者を出す事ができた。

・ユニット介入を 2名体制にて毎月 6～8回介入し、利用者処遇・ケアの質の向上に努め

る事ができた。

・チーム長寿園(ライフサポート)として、毎月他事業所へのラウンドや個別対応を継続

する事ができた。

・人材獲得プロジェクトチームの一員として、求人活動・学校訪問・就職説明会等に積

極的に参加できた。

・業務改善プロジェクトチームの一員として、改善提案制度の制度化(本入所のみ)を行

えた。人材育成を目的として、次年度も継続していく。

・現状の寿システムは、たいへん煩雑な為、業務悪化を招く恐れがある。そのため、部

門としては使用実績がない。寿システムの文書管理ツールを活用する方法しかないが、 

活用できていない。

・計画していた年間行事は、月度変更はあったが予定通り全て実施できた。

・働き方改革における計画有給取得は、積極的に実施できた。また、定時退社に努める

事ができた。

3.次年度への課題

・フルリクライニング車椅子の老朽化が進んでいるため、計画的に導入を進めていく。

・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、可能な限り老健ひだまりと調

整して事前再評価を実施して、取得に努める。

・利用者処遇・ケアの質向上のためのケアリハ養成講座を開催したが、令和 2 年度より

恵仁会認定資格制度が創設されたため、本制度へシフトする。

・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。

・寿システムの文書管理ツールを活用し、現場に最も直結している「生活リハビリ実施

表」のシステム化およびペーパーレス化を行っていく。
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2019年度（令和元年度） 栄養部門 事業報告 

1． 令和元年度目標の達成状況 

1）利用者の確保

・入所がスムーズに行われるように、他職種と連携した。

2）利用者処遇・ケアの質の向上

・栄養相談、栄養管理、喫食調査、嗜好調査等行い、食べやすい形態、食べたいもの

を提供出来た。

・行事食の他にステーキを焼く等の実演も行い生活に潤いをもたらすことが出来た。

・クリスマスバイキング、居酒屋、デザートを楽しむ会を実施した。

・利用者の低栄養を防ぎ、より良い生活を送っていただくための栄養ケアプランを作

成するよう努めた。

・１１０名全ての利用者様に定期的にモニタリングを実施した。

・毎食ごとの喫食率、水分摂取量の記録の充実に努めた。

・毎月、食事量、水分量の過不足を確認し過剰時は食事指導を、不足時は補助食品の

提供を行うなど、栄養状態の向上に努めた。

・看取り支援についてはご家族要望の食事会も行った。

3）経口移行加算・経口維持加算・療養食加算

・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とり、

役割、記録の精度を高め、口腔内の清潔保持、義歯の調整をはじめ口腔状態を適切

に保てるように努めた。肺炎も予防できた。

・経口摂取や療養食の加算算定の検討は、入所時又は状態変化時、認定切れの担当者

会議等で行い、ケアプランに反映させ加算取得に努めた。しかし、加算取得金額は

10,365,860円/年となり、昨年と比較し 23万円減少した。

4）業務の効率化

・システムを有効に活用し情報共有を簡素化して行えるようになった。

業務改善につながった。

総合評価 

システムを有効に活用することで多職種と効率よく連携でき、加算取得を継続すること

が出来た。具体的には、次にあげる項目を当初予定していた通り実施した。 

1）人材育成

・肝属地域給食連絡協議会・老施協等の研修会に参加した。（2月）

・地域向け栄養勉強会を池田ホールにて開催、参加した。（10月）

・管理栄養士を目指す大学生 1名を実習施設として受け入れた。（9月）

・職員同士互いに密接なコミュニケーションを図りながら業務運営した。
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2) 地域との連携

出前講座（料理や栄養）等の地域貢献活動を開催し、地域交流を行った。

・西祓川地区 出前講座 （4 月） ・打馬地区 出前講座（7 月）

・弥生地区 出前講座 （１月）

3）感染症対策

・各ユニットで衛生チェックを行った。（毎日）

・食事介助などを行う職員や料理活動を行う利用者様に検便を実施。（7月・11月）

・水質検査、害虫駆除を業者に依頼した。（毎月）

・新型コロナウイルス感染症発生時の準備を行った。備蓄食品、物品の購入（2月）

・新型コロナウイルス感染症が発生したと仮定して模擬訓練を行った。（3月）

4）防災対策

・災害時の備蓄食品や食器等の準備、保管状況の確認をし、賞味期限の食品の交換を行

った。給食委員会で確認を行った。（6月・7月）

5）在宅系事業所との連携

・協力医回診時（池田病院理事長）に同行し利用者状況の確認、必要に応じて対応を

行った。（毎月）

・食事状況や体重変化は担当ケアマネと情報共有行った。

・各事業所の栄養・食事相談を行い、在宅生活の継続が出来るようケアコールセンタ

ー・デイサービス・給食センター等と情報共有し支援の調整に取り組んだ。

3. 次年度への課題

・各種加算の取得の継続及びサービスの質の向上を目指す。さらにチーム長寿園の活

動を通して専門職としての助言を行い自宅での生活を継続出来るように取り組む。

・ケアの統一が出来るように多職種との連携を図る。

・システムを有効に活用し通常業務の効率を図ることで負担を軽減し良い環境の中で

人材育成行う。

以上、年間目標に定め取り組む。
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2019 年度（令和元年度） 相談員部門・ケアマネ部門 事業報告 

1. 令和元年度目標の達成状況

1）本入所：年間の入所稼働率 99.5%、新規入所までの期間を 3日以内 

2019年度の入退所者数や平均日数等は上図の通りで、入所までの期間に関しては昨年と

比べ短縮している。特に 8月は退所が 7件続いたが、ほぼ中 2日で受け入れを行えた。入所

受け入れに関しては多職種の協力をもらいながら待機者確保を行えたが、2019年度は中 4

日での受け入れが 10件あり、改善の余地はまだあるように感じる。適切な入所受け入れを

行う中でこの部分は来年度の検討課題といえる。また、入所稼働率は 99.6%となり、こちら

も目標達成となる。入院者に関しても昨年より減少しているが、胃瘻造設等の手術を伴う入

院があり、1人当たりの入院日数は 13.5日と増加している。来年度はショートステイのキ

ャンセル待ちなどを把握しながら、空床を適切に利用していきたい。 

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特に看取り介護加算は昨年より取得率が上がり、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。寿システムが導入され、介護現場の記録が閲覧

できるようになった。ケアマネジャーの方でも随時確認し、入力漏れの指摘や入力方法を確

認し合い、記録システムを通しての連携の下地を作れたのではないかと考えている。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。食事量やバイタルをデータでグラ

フ化して確認できるため、家族への情報提供の根拠資料としても活用している。

平成 30年度 2019年度 

入退所者数 退所 44名、入所 44名 退所 45名、入所 44名 

累計空床日数（入院除く） 127日 121日 

平均日数 2.89日 2.69日 

入所申込者総数 326名 

（H31.2.14検討分まで） 

367名 

（Ｒ2.2.17検討分まで） 

当該年度申込者数 167名 209名 

当該年度調査者 51名 50名 

当該年度取り下げ数 115名 168名 

入院者 13名 6名 

入院日数 82日 81日 
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2. 総合評価

入所管理に関して、多職種と連携をしながら適切に受け入れが行えたと考えている。入

院に関しては、件数は少ないが手術を伴う入院があり、入院日数の増加に繋がった。ショ

ートステイと連動して空床管理が必要である。システム導入に関しては、情報共有に有効

な部分は積極的に活用し、必要な情報を速やかに確認し、利用者及び家族意見調整を行え

たのではないかと考える。来年度は現状の取り組みをより高めていく。その他の業務に関

しては、年間行事計画に基づき、おおむね計画通り進められたと考えている。なお、３月

の家族会に関しては新型コロナウイルスに伴い中止となった。急な中止などの場合、電話

での連絡や書類発送を行っているが、時間がかかり非効率に感じる場面があった。必要な

情報を速やかに家族へ連絡する方法は今後の検討課題である。

3. 次年度への課題

入所管理に関しては適切な受け入れを行う中で、中 4日での受け入れを減少させるよう

に、入所待機者を確保していく。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、入院時等による空床を適切に利用していきたい。また、よ

り専門性を活かせるように生活相談員と生活相談員補助の業務内容の見直しを行いより専

門的な業務に専念できるようにする。記録システムに関しては有効な部分は積極的に利用

できている。ケアマネジャーに関しては音声入力支援システムの導入を検討していく。業

務バランスを見直しながら、効率的に目標達成ができるように検討していく。ＩＣＴやＩ

ＯＴの活用をさらに検討し業務効率化を図る中で、ご家族連絡に関しても効率化へ繋がる

取り組みを考えていきたい。 

19



2019年度（令和元年度） ショートステイ事業報告 

1.令和元年度目標の達成状況

年間平均稼働率 95％ 

 年間稼働率目標 95％に対して平均稼働率 95%と目標達成できた。昨年同様春季は稼働率

が下がったが、冬季は大きく稼働率が下がることはなかった。2月は初めて稼働率 100％を

達成した。 

2.総合評価

①稼働率について

年間稼働率は 95％（目標 95％）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ＦＡＸ、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目標を達成

できたこと、緊急受入れが増えたこと、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居宅ケアマネへ連絡した事等が目標達成要因と考える。 

②人材獲得・育成、職員・利用者処遇について

人材獲得については求人状況を把握し、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。本年度より機能訓練指

導員も同じ事務所で業務を行うようになり、より連携を図れるようになった。 

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。申し送りファ

イルを作成し情報共有を図っている。

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積極的

に参加する。 

利用者処遇については、介護記録システムが導入され利用者の毎日の様子をパソコンで

も把握できるようになった。利用毎にご家族へ利用時のご様子を書面（長寿園便り）にて報

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1年度 90.3% 93.4% 95.2% 96.4% 95.7% 97.20% 94.1% 95.1% 93.4% 94.6% 100% 95.2% 95.0%

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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告している。これまで手書きで作成していたが、介護記録システム導入以降はパソコン入力

で作成している。バイタルサインや食事摂取状況等をグラフや表で表示できるようになり、

手書きではないので文字が見やすくなった。 

③地域との連携について

ドライブサロンに参加した。「1 人では買い物に行けないので助かる」、「定期的に連れて

行ってくれるのでありがたい。」など意見が聞かれ、地域には必要不可欠なサービスである

ことを再確認した。今後も地域に出向き地域の声を聞いて、サービス向上及びサービス構築

に取り組んでいく。 

④感染症対策

職員～検温・手洗い・うがい・手指消毒に努めている。体調不良時には自己判断で出勤せ

ず上司に指示を仰いでいる。大隅地域感染症情報から情報収集を行っている。 

利用者～送迎時に本人・家族に体調について伺い、送迎時に検温を行っている。体調が優

れない時には利用を控えて頂いている。利用中は感染対応マニュアルに基づき対応してい

る。 

⑤防災対策

年 2回防災訓練を実施している。

⑥行事計画

職員研修、事例発表等に参加した。9 月に家族会を開催し 10 月からの料金改定について

説明を行った。3月はコロナウイルス流行に伴い開催しなかった。 

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ており、月初めの予約が少ない状況にある。継続して利

用者の体調管理、状態変化の早期発見・早期対応を行っていく。また、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、待機者作り、池田病院や老健と

の連携、キャンセル待ちや空きが出た時に利用追加したいという利用者の獲得を行ってい

く。今年度は緊急利用で多床室を利用できたことも目標達成の要因だが、来年度からは多床

室を利用できないため上記に記載した内容をしっかりと行っていくことが重要である。 

現在 3つの計画書（サービス計画書、個別機能訓練計画書、生活機能計画書）を使用して

いるが、業務の効率化・計画書有効期間の統一・より分かりやすい計画書とすること・ケア

の質の向上を目的に令和 2年度より計画書を１枚に集約する。その他においても、業務効率

化を図れるよう取り組んでいく。 
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2019年度（令和元年度）教育部門事業報告 

１．令和元年度目標の達成状況 

目標① 利用者処遇・ケアの質の向上について 

（達成状況） 

・職員のケアの質の向上の為の教育については、勉強会の年間予定表通り実施出来た。

また、参加出来なかった職員に対しては資料を基に所見提出を求め情報共有すること

を徹底した。

・看取り支援を行っていく中で、食事や生活面また利用者や家族との関わり方について

看取りプロジェクトチームと連携し勉強会を行い職員の知識とレベルアップの向上に

繋げた。

・経鼻経管栄養と喀痰吸引の 50時間研修に鹿児島社協老人福祉協議会へ 2名参加して

いる。また権利擁護推進員養成研修や、虐待防止研修・介護職のための接遇マナー研

修等必要とされる外部研修へも計画的に参加を促し、知識とスキルアップに繋げるこ

とができた。

・職員の言葉使い等不適切な部分はその場で指導を行い、職員会議等を活用し事例を交

え全体的に注意喚起を行った。

目標② 利用者の確保について 

（達成状況） 

・主にショートステイの利用者が快適に過ごせリピーターになって頂けるように、職員

の言葉かけや態度等に重点を置き指導を行った。

・今年度の退所者数 45名であったが、事前調査で待機者を確保し平均空床 2.7日に抑

えることにより、本入所の年間稼働率 99.6％で目標達成出来た。

・地域住民の方々の事業所見学は、要請があれば受け入れる体制で自ら発信することが

出来なかった。

目標③ 人材獲得・人材育成について 

・人材獲得プロジェクトチームと共同し、就職面談会やハローワークに手分けし出向い

た。また、学校訪問も初めての受け入れであった出水高校は卒業生を同行しＰＲをお

こなった。専門学校や鹿屋市内や志布志方面の高校へも出向き 7名を入職に繋げるこ

とが出来た。学校訪問時ボランティア活動の呼びかけ等も実施した。

・特養や在宅事業所の交換研修は段取りが付かず実施出来なかった。

・新入職者や中途採用者に対しては、実技指導等は各事業所の教育担当や管理者が中心

に行い、メンタル面では必要時面談を行い助言とフォローを行い離職防止に努めた。
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２．総合評価 

本入所の年間稼働率と看取り加算率も目標を達成し、利用者処遇に繫がる勉強会も 

計画的に開催し質の向上に繋げた。また、3月は新型コロナウイルス感染の影響で集合

研修の実施は出来なかったが、全職種に資料配布し自宅学習することで所見提出にて情

報共有している。今年度は新入職者の育成がスムーズに進まない部分もあった。人材確

保はプロジェクトと年間計画通り進め新入職者 7名を確保することができた。シニアサ

ポーターとして働かれる地域住民の方々と密にコミュニケーションを図り身体面等の確

認を行いサポートしてきた。 

３．次年度への課題 

 昨年度の新入職者の育成状況を考慮し、今年度は人材育成計画書に沿って目標設定し各

事業所の管理者や教育担当と情報共有を行う。また介護の専門学校卒業の人材確保は年々

厳しい状況下にある為、高校卒業者に目を向け確実に育成した方が良いと考える。多くの

高校卒業者を確保するためには、インターンシップの受け入れや昨年度末に実施出来なか

った高校生向け見学ツアー等、感染の状況をみながら再開し多くの学生に福祉に興味を持

ってもらう仕組み作りを考えていく。 
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2019 年度（令和元年度）施設管理部門事業報告 

１．令和元年度目標の達成状況 

１）積極的に業務を実施することにより、利用者処遇、ケアの質を向上することがで

きた。

２）安全、確実な送迎を実施することにより、交通事故防止に取り組むとともに利用

者ご家族との信頼関係を築くことができた。

３）ニーズの把握に努め、迅速良質なサービス提供へとつなげることができた。

２．総合評価 

１）サービス内容

ａ 安心安全な送迎を実施、提供することによって、継続的な利用及びグループ全 

体の評価向上に寄与することができた。 

ｂ 積極的に、施設等の維持管理に努め、必要な都度問題点等を確認しあうことに 

より上質な環境を提供することができた。 

ｃ 他事業所の送迎や外出支援を積極的に協力することにより、利用者の喜びにつ 

なげることができた。 

ｄ 門松やイルミネーション等を通じて季節を感じていただくことができた。 

２）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 安全運転を周知徹底させたことにより、スムーズな運転操作を実施することが 

できた。 

３）職員・利用者処遇

ａ 有給休暇を計画的に取ることができた。 

ｂ 業務を効率的に実施することにより定時退社をすることができた。 

ｃ 効率的な計画、行動により余裕をもって利用者に接することができた。 

ｄ 事前の情報等を入手することにより、安全に送迎を実施できた。 

４）地域との連携

ａ 送迎時における地域との関係構築を徹底することにより、近隣住民との良好な 

関係を築くことができた。 

ｂ 多職種の地域交流を支援することにより、良好な関係を深めることができた。 

ｃ ドライブサロンを通じて地域に貢献することができた。 

４）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 送迎車両の嘔吐処理セットの点検を実施して、常に最新の状態にした。 

ｃ 送迎車両の定期的な車内清掃を実施して、良好な環境保持に努めた。 
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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。 

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。 

25



2019 年度（令和元年度）居宅支援事業所鹿屋長寿園 事業報告 

１．令和元年度目標の達成状況 

⚫ 新規受け入れを行い、ほぼ予算達成できた。7月・8月は体調変化により入院入所さ

れる方が多く、その後在宅復帰される方が少なく、又新規相談も少なくなった為、

目標達成できなかった。

⚫ ケアマネージャー6人体制になり、関係事業所との連携も図れ、主任ケアマネを中心

にケアマネ間で必要な助言を行い滞りなく業務を行えた。

⚫ 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、15件～20件は担当継続

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に取り組み、今

年度も集中減算の適応を維持できた。

⚫ 毎月の入院や退院・退所時の加算等、より単位の高い方の加算取得条件を満たすこ

とができるように、早い段階での介入を行った。

⚫ 重度の方やターミナル期の新規相談があった時は、相談センターかのやと連携を行

い、法人各サービス事業所への紹介を行い利用が望ましいと思われる利用者・家族

に説明、関係事業所の利用につなげる事ができた。

２．総合評価 

⚫ 新規受け入れや利用者・家族の状況変化時は、法人内のサービス事業所への変更や

利用増加に繫がるように法人内事業所を意識した運営を図った。

⚫ 人材育成として、毎月決まった研修には可能な限り出席するようにし、その他の研

修は同じケアマネが研修に参加せずすべてのケアマネが偏りなく参加できた。「ＩＣ

Ｆ思考によるアセスメント手法」の学習はできなかった。鹿屋市が実施するケアプ

ラン点検にも参加し、助言をもらい、ケアマネ間で情報共有を行った。

⚫ 他法人との研修会開催を実施。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、研修会を開催できた。

⚫ 利用者・家族、関係事業所との関わりは、個別性を考慮しながら接遇を行い、良い

関係性を築けるように取り組んだ。

⚫ 職員処遇について、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。有給取得も業務の状況を確認しな

がら、ケアマネ間で偏りなく取得できるように取り組んだ。
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３．次年度への課題 

⚫ 居宅の稼働件数増加と法人内サービスの稼働増加に向けて取り組み、予算達成状

況を見ながら要支援者の計画作成も担う。

⚫ 令和 2年度の収入目標の 195件を目標に、加算取得にも取り組み、居宅支援での

予算達成を目指す。

⚫ 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

業所の継続と職員のスキルアップを図る。

⚫ 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、ケアプラン点検にも備えていく。

4月 5月 6月 7月 8月 9月 

目標利用者数 175 180 185 190 195 195 

実績 190 191 190 184 187 195 

結果 達成 達成 達成 未達成 未達成 達成 

10月 11月 12月 1月 2月 3月 

目標利用者数 195 195 195 195 195 195 

実績 198 201 200 198 199 203 

結果 達成 達成 達成 達成 達成 達成 
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2019 年度（令和元年度）介護保険相談センターかのや事業報告 

１. 令和元年度目標達成状況

① 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 

210 210 215 215 210 210 

実績 実績 実績 実績 実績 実績 

213 214 217 220 219 214 

達成 達成 達成 達成 達成 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 

210 215 215 210 210 210 

実績 実績 実績 実績 実績 実績 

217 211 214 210 208 204 

達成 未達成 未達成 達成 未達成 未達成 

年間目標件数 2,540 件に対して、実績件数 2,561 件で予算達成。 

② 稼働率、サービス内容

年間目標は達成できた。特定事業所 1 の要件となる要介護 3～5 の中重度者の割

合が 50％を下回ったが、立て直すことが出来た。利用者・家族への接遇では、親切

丁寧迅速を心がけて細かなサービスの提供ができ苦情の発生もなかった。

③ 地域との連携について

年間３回の事例研修会を実施し事例を通して居宅介護支援のサービスについても学

びを得た。他は法人各事業所が開催する、地域連携の催し等に参加を図った。

④ 人材獲得・育成について

獲得については、求人を出しても応募がない、職員の口コミ等においても成果はな

かった。

育成においては、ケアマネの法廷研修、毎月の事業所研修、毎週の特定事業所研 

修会、法人内外の医療・介護・障害福祉等の研修会で、職員に隔たりがない様に参

加を図り、マネジメントのスキル向上に向けた。職員個別での指導も、主任ケアマ

ネを指導者として常時の指導を実施し新規のケアプラン点検を実施し目標は達成し

た。 

⑤ 感染対策・防災対策について

感染対策は法人主催の予防や汚物処理の研修への参加や、保健所から伝達されるお

おすみ地域感染症発生状況等を職員で把握し、発生時期には訪問で利用者・御家族に

予防への啓蒙活動を実施した。 

28



防災に関しては、事業所が特養と隣接している為、特養が実施する火災訓練に参

加、梅雨時期には水害・土砂災害の防災状況を把握し利用者やご家族に避難体制を伝

達と、ショートステイを活用し避難を実施した。また保健所主催で開催する研修にも

参加し地域の現状理解に努めた。 

⑥ 行事計画について

４月 入社式・新人歓迎会・在宅法人 

会議・事業所研修 

10 月 在宅法人会議・事業所研修 

５月 苦情相談・安全管理委員会・在

宅法人会議・事業所研修 

11 月 苦情相談・安全対策所研修・

在宅法人会議・事業所研修・

居宅間連携研修 

6 月 在宅法人会議・事業所研修 12 月 在宅法人会議・事業所研修・

忘年会 

7 月 在宅法人会議・事業所研修・ボ

ーリング大会 

1 月 在宅法人会議・事業所研修・ 

8 月 苦情相談・安全管理委員会・在

宅法人会議・事業所研修・ビア

ガーデン・夏祭り 

2 月 在宅法人会議・事業所研修 

居宅間連携研修コロナ対策で

中止 

9 月 在宅法人会議・事業所研修 3 月 全てコロナ対策で中止 

上半期は計画通りにすべて参加できたが、下半期は新型コロナ対応に伴い研修への不

参加や企画中止となってしまった。 

２. 総合評価

令和元年度は収入に関しては予算を達成でき、次年度の特定事業所加算Ⅳの継続算

定も達成できた。職員研修や行事等は 3 月に入り新型コロナ感染予防で企画が中止と

なったが、事業所内での研修は計画に沿い実施できた。新型コロナ感染症の発生で利

用者処遇も直接確認できない所が出てきたが、利用者・家族、関係事業所と連携を図

り支援が円滑に遂行できる様に取り組み、年度計画の概ね目標を達成する事ができ

た。 

３. 次年度への課題

⚫ 収入に関しては、職員の入院加療が決定している。その期間は残りの職員でフォロ

ーする為稼働を上げていく事は難しいが、復職後は予算達成に向けて新規を受け入

れ稼働件数の増加を図り、法人各サービス事業所の収益に貢献していきたい。本年

度から法人の内部監査がないので、職員間で記録の確認体制を整え書類の不備が発

生しない様にしていきたい。

⚫ 国内における新型コロナ感染で、居宅介護支援・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、関係事業所と連携し
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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支援を行って

いく。 

⚫ 世情から職員を含めて、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ながら、笑顔で就労できる職場にしていきたい。
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2019 年度（令和元年度）デイサービスセンター鹿屋長寿園 事業報告 

1． 令和元年度年間目標 

1）利用者処遇・ケアの質の向上

加算・サービス内容についてその効果を利用者又はご家族へ伝える方法として、「便

り」にて訓練状況を紹介することや、3カ月に一度の家屋評価及びサービス担当者会議

にて在宅生活の維持に対する評価や助言を行った。その反響は利用者満足度アンケー

ト結果にも表れ、生活機能向上連携加算の要件を継続することで外部セラピストから

機能訓練指導員へ訓練に関する助言が定着され、より在宅生活継続の為のプログラム

ないしサービスの利用開始が行われた。 

2）利用者の確保

令和元年度新規登録者 57 名（ひと月平均 4.8 人）登録取り消し者 47 名（ひと月平

均 3.9 人）登録人数ひと月平均 137 人と年間を通して利用者確保は安定していた。一

日平均利用者人数は昨年度42.6人のところ今年度42.9人で昨年同様休まないデイサー

ビス作りと欠席者の利用日振り替え等の工夫を行った。 

相談窓口については管理者だけではなく管理者不在時にも生活相談員が迅速に対応

できるよう利用相談が受けられるようになり独自の新規相談連絡票を用いて統一した

情報を聞き取れるようにしている。 

今年度相談があったが利用に繋がらなかった件数は 29件であり、繋がらなかった理

由と件数を集計したところ小規模多機能やミニデイサービス等法人内サービスへ繋げ

たことが伺える。またそのうち 19件については、現在入院中や当時はデイサービスの

必要性がなかったことが理由として挙げられておりその方たちが再度相談に挙がって

くることも想定しつつ新たな利用相談に対応できた。 

3）人材確保・人材育成

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化しチー

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

作りが行えた。また事業所の職員体制にも変化がありリーダー職を追加することで悩

み事などへより早期に対応できること、多職種協働の為の協議や調整、職員に対する

指導や助言もスムーズ行える体制になっている。そのため他計画作成、生活相談員、

事務・介護職、看護訓練が個々に自らの役割の業務に専念出来ている。入職 1～2年目

の職員 2名についても現在の職種に責任を持ち次の目標に前向きである。 

2． 総合評価 

上半期はショートステイ等の欠席が多い曜日は 50人以上の登録を行った結果 87％の利

用率、下半期は 50人までの登録管理を行い稼働率 85.3％、年間を通して収入予算・人数

共に達成することができた。利用者のサービス利用満足度は年間通して高く、特に職員

の利用者様・ご家族へ対しての声掛け・気配りに対する意見が多く送迎中等の職員の対
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応場面でのクレームは 0件になった。また訓練が在宅生活の継続の効果という具体的な

場面も知ることができ家屋評価を踏まえた個別機能訓練の提供が行えた結果ではと考え

る。アンケートのご意見で修繕等の必要がある場所についても清掃を実施し改善を示す

ことができた。前年度のまとめから施設内で季節感をもたらす工夫を介護職員が中心と

なり壁画や学習療法の題材、手芸活動の中で様々な取り組みが継続して行われた。 

3. 次年度に向けて

⚫ 利用人数が増えたことでの直接処遇以外の業務負担を軽減するために、業務整理・

改善に ICTを取り入れながら進めていく必要がある。

⚫ 職員体制ではそれぞれの役割が明確になったこところでその役割を強化していくた

めに一人一人が自分自身の強み・弱みを整理し目標の設定が行えるよう取り組みた

い。

⚫ 平成 30年度から算定を開始している認知症加算について現在一日の利用者のうち 4

割の方がその算定者とまで増えおり、認知症予プログラム・設え等のハード面と認

知症の理解・接し方・BPSDへの対応等のソフト面を見直し、認知症があっても安

心して利用できる通所介護を作っていきたい。

⚫ 毎月の予算収入を管理しマイナス要因に対しては早急に対応が行えるよう日頃から

居宅支援事業所とのつながりを維持と利用希望者を確保しておくこと意識し、その

他小規模多機能・定期巡回を視野に入れご利用者の生活の質を向上にむけたサービ

ス内容の提案を強化する。
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2019 年度（令和元年度）ミニデイサービス瑠璃ちゃん家 事業報告 

1. 令和元年度目標の達成状況

年間目標 

・事業所の基本方針である「ご利用者の趣味や特技を大切にし、それらを活かした役割・活動

を通じて、楽しみや喜びを感じて頂けるような事業所を目指します」に即して、季節に応じ

た壁画作りや俳句、裁縫、洗濯等の活動を継続して実施し在宅でのＡＤＬの維持をする事が

出来た。またライフサポートチームとの連携を行い利用者様に関するアドバイスをもらう事

で、プランへの反映に心がける事が出来た。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、新規利用には加算の提案を行い収入増を意識する事が出来

た。

収入 

上期収入目標（予算）￥24,126,000→（実績）￥26,295,600 

下期収入目標（予算）￥24,083,000→（実績）￥26,773,560 

 年間（予算）￥48,209,000→（実績）￥53,069,160 

1日平均（利用人数） 

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 
15.4 15.4 15.4 15.4 15.1 15.4 15.4 15.3 15.2 15.1 15.3 15.4 

実

績 
16.5 16.6 16.4 16.6 16.2 16.7 16.8 16.7 16.3 15.5 16.5 16.3 

2. 総合評価

地域との連携や貢献活動

・事業計画通り実施。（オレンジカフェ・サロン心和・笠野原小学校交流学習・立哨活動行

事に参加することができた）

・サロン心和に参加されている方の当事業所の利用あり（R1.9 月より利用開始をされた）

人材獲得・育成 

・事業計画に沿って、エリア勉強会や外部研修への参加、安全管理委員会にて感染症に関す

る勉強会、身体拘束廃止委員会にて身体拘束廃止に関する勉強会等を実施し、内容の把握

に努めた。また、外部研修では自ら行きたいテーマに参加が出来、各自、事業所に持ち帰

って伝達し実践する事が出来た。

・中途採用者（R1.6月入職：堀添氏）についても、事業計画通り、研修を実施した。（1～

3 ヶ月目：オリエンテーション、アクティビティー活動・入浴・食事についての現場実

習実施、4 ヶ月目：モニタリング・アセスメント等の必要書類作成に関する研修実施）

現在は生活相談業務として、居宅や家族との連絡・計画作成ができている。

感染症対策 

・事業計画通り、毎月安全管理委員会を実施。その中で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、感染症、風疹、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月に実施した。
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・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が流行した時期では、瑠璃ちゃん家で

の手洗い・うがいの徹底、アルコールでの消毒、必要に応じマスクの着用、お迎え時の検

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。

防災対策 

・6 月 24 日・12 月 16 日避難訓練の自主訓練を実施。令和 2 年 3 月 17 日立ち合い訓練を予

定していたが、新型コロナ感染予防の為中止となる。

3. 次年度への課題

・令和 2 年度目標の達成に向け、

① 登録取り消しから次の新規登録までの空き利用期間の短縮に関しては、多職種において

日頃より居宅ケアマネへの情報発信、利用者の状態報告を行う。

② 通所事業ではニーズが合わない場合や、ご利用者の状態変化に合わせ、その都度サービ

スの見直しの提案ができるように管理者、生活相談員を中心に意識の統一を図れるよう

にする。また恵仁会サービスの事業所を知り、各事業所と連携を図る。

・内部研修・外部研修が引き続き参加ができるように面談にて聞き取りをし計画を立てる。予算

通りの職員確保に努め、働きやすい環境にあるか業務の洗い出しを行う。
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2019 年度（令和元年度）ミニデイサービス舷揮くん家 事業報告 

１．令和元年度目標の達成状況 

① 利用者処遇・ケアの質の向上を図る為、朝礼・終礼を実施し、その日の利用者様の状況

や状態を話し合い、記録に残した。また送りノートを活用し休みだった職員にも周知し、

健康状態の把握やケアの統一が図れた。

② 利用者の確保については、内部・外部の居宅介護支援事業所を周り空き状況を伝え、利

用者の獲得や確保を行った。

隣接の小規模多機能哲ちゃん家の管理者と情報交換を行い、空き状況や利用者の状態に

合わせ登録へ向けて動くことが出来た。

③ 人材獲得では、知人等へ広報を行ったが獲得できなかった。

人材育成については、職員 1人 1人に業務担当をもって貰うことで、責任感や意欲向上

が図れ、話し合いを行うと意見を言い合い、業務改善にも繋がった。

④ 通所・小規模多機能の安定経営と地域連携では、昨年は個別機能訓練Ⅱの算定者が少な

く、各居宅介護支援事業所の担当ケアマネと連携を図り、登録利用者の９割の方の算定

を行える事が出来た。

・空き状況については各、介護支援事業所への情報提供を行いまた、メールやリンクイッ

ト等を活用し発信を行った。

・事業所の強みとして、リンパマッサージの資格を持つ職員がおり、入浴後にリンパマッ

サージを行うことで、下肢の浮腫が軽減でき、利用者様、ご家族より大変、喜んで頂い

た。

・相談ケースの内容により、各居宅介護支援事業所の担当ケアマネと法人内の各サービス

内容の説明を行い隣接の小規模多機能への移行を行った。

・地域連携では、地域に出向き交流等は行えなかったが、運営推進会議にて地域代表の

委員より地域の状況や情報の聞き取りを行った。

２．総合評価 

・上半期は、定員１０名から１５名へ変更し利用者確保に苦慮した。下半期には利用者確

保され予算を達成する事が出来たが、１２月は利用者の入院が相次ぎ見込み違いが生じ

た。

・地域活動への参加が中々出来なかったが、来年度は職員全員交代で参加が出来る様にし

ていきたい。

・人材育成に関して、小さい子供を持つ親が多い為、研修への参加率が低かった。出来る

だけ法人内や法人外の研修へ参加できるようにしていきたい。

・計画的有給取得は、行えたが、人材獲得が中々出来ず業務が職員の負担となる事もあっ

た。

・感染症対策では今年、新型コロナウイルスにより、換気、手洗いうがい、消毒、毎朝の

体温また、休日の自宅待機など職員の意識も高くなり、確実に行えていた。引き続き次

年度の課題とし感染症予防に努めていきたい。

３．次年度への課題 

・業務改善や質の高いケアを行っていく上で、「気づきの心」を大切に、もっと「気づき」

が出来る様、職員 1人 1人の意識を高めていきたい。

・新型コロナウイルスの影響により法人内や外部の研修の自粛により、事業所内での研修

企画実施を図る。

・人材獲得も引き続き行い職員の負担が少しでも軽減できるようにしていきたい。
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2019年度（令和元年度）ホームヘルパーステーション鹿屋長寿園事業報告 

１．令和元年度目標の達成状況 

① 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業の事業規模拡大

・目標に掲げた毎月の請求件数 80件を維持できた。今年度末（3月実績）における利

用件数は 89件（在宅 47件、施設 42件）で、在宅 47件の内 25件が外部居宅利用者

である。（外部居宅率 53％）事業開始から 4年、定期巡回事業の定着化、訪問介護事

業との一体的運営での柔軟且つ効率なサービスの見直しも図れている。

② 収入目標

※ 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 121 994 18 704 90 6,350 45 

５月 121 1,004 17 720 91 6,382 47 

６月 122 985 19 713 87 6,229 45 

７月 122 1,036 19 716 85 6,199 58 

８月 121 986 19 719 87 6,460 53 

９月 116 939 19 709 94 6,557 49 

下 半 期 

１０月 117 1,021 19 724 97 6,997 66 

１１月 120 988 21 695 91 6,476 44 

１２月 117 953 19 702 87 6,506 48 

１月 113 877 18 688 86 6,133 67 

２月 115 877 16 636 87 6,075 65 

３月 112 954 17 677 89 6,854 51 

※ 給付費の推移

訪問介護 居宅介護 定期巡回 

上 半 期 

４月 3,559,490 4,022,900 12,837,390 

５月 3,528,760 4,019,390 12,894,946 

６月 3,496,420 3,912,430 12,248,514 

７月 3,593,390 3,958,860 12,554,750 

８月 3,488,240 3,970,280 12,529,690 

９月 3,321,680 3,879,780 13,681,684 

下 半 期 

１０月 3,812,264 4,231,430 14,846,440 
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１１月 3,816,720 4,072,580 13,989,352 

１２月 3,617,780 4,108,510 13,635,310 

１月 3,402,754 4,012,940 13,524,210 

２月 3,244,690 3,927,510 13,895,945 

３月 3,458,936 4,213,678 14,049,099 

※ 研修（月例会）の実施

③人材獲得・育成

マンパワー不足やヘルパーの高齢化等の課題はあるが、個々の能力に合った業務量・ 

業務配分等を把握した離職者対策を目指す。事業所内のアセッサーによる新人・中途 

採用者への指導及び評価が機能していない状況。次年度は、アセッサーを中心とした 

指導・育成を目指す。また、新型コロナウイルスの影響が懸念されるが、外部研修へ 

の積極的参加や施設との交換研修も実施していく。 

④感染症対策

  安全管理委員会への参加や研修会を通じて、感染予防に対するスタッフへの周知徹

底が行えた。また、新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた取り組みを来年度も継

続し、福祉に携わる職種である事を意識し、気を緩めず、気持ちを合わせて乗り切っ

ていく。 

２．総合評価 

 予算を上回る事業収入が得られている。給付費の推移から前年度同様、定期巡回事

業が運営の中枢を担っている。また、在宅でのターミナルケアや中重度者へのケアを

実践しながら、スタッフ個々のケアの質が着実に向上していると感じる。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、ＩＣ

Ｔ・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

実施月 研修内容 

4月 ・職業倫理・法令順守（個人情報保護）

5月 ・食中毒の予防及び蔓延防止

6月 ・接遇研修

7月 ・認知症ケア

8月 ・特定処遇改善加算について、在宅における福祉用具の理解

9月 ・感染症

10月 ・リスクマネジメント

11月 ・介護技術（排泄）

12月 ・交通安全講習会

1月 ・介護技術（排泄）

2月 ・自宅学習（コロナウイルス対策）

3月 ・自宅学習（コロナウイルス対策）
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働きやすさの両立を目指す。 

３．次年度への課題 

１）人財獲得・人財育成

① 恵仁会キャリア段位制度のアセッサーによる新人・中途採用者の指導及び評価を

実施（アセッサーが毎月１回の面談と３ヶ月後に評価を行う。）

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

※ 介護システム導入による業務の効率化

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

① 訪問介護事業と定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業の一体的運営により、利

用者ニーズに沿ったサービス提供に努め、柔軟且つ効率なサービスの見直しを図

る。

38



2019 年度（令和元年度）ケアコールセンター鹿屋長寿園 事業報告 

1.令和元年度 目標予算状況

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 66件 68件 68件 69件 70件 71件 72件 

実績 73件 74件 76件 72件 72件 73件 77件 73件 70件 

月 １月 ２月 ３月 

予算 73件 74件 75件 

実績 67件 67件 66件 

・予算に対しては１１月までは順調に新規獲得が行えていたが、１２月より実績が伴わな

くなってきた。合わせて職員の退職なども重なり、新規獲得に消極的になっていた部分

もあった。次年度に向けてはその傾向をしっかりと考え対策を取りたい。また新たなシ

ステムを検討し、よりスムーズな流れを築きたい。

2.総合評価

・令和元年度を振り返ると、人材確保、配置が難しいと感じた。職員の出入りが多く、

定着するまでに時間がかかった。

・アセスメントの強化に関しては、アセスメントナースと連携を図り、訪問時間、内容

の調整を行い、スムーズなルートを組むことも可能になってきた。インテークの段階

でアセスメント機能を発揮し、利用者様のニーズを踏まえながら訪問タイミングを考

慮した。

・職員勉強会は前年度同様に輪番で行ったが、なかなか一同に会することが難しく途中

から在宅勉強会に参加させてもらった。

・サテライト事業所については、毎日振り分けを行い、サテライト側のルート調整も行

えた。

3.次年度への課題

〇人財獲得・人材育成

〇利用者の確保

〇ＩＣＴ、ＩＯＴの活用による業務効率化

〇定期巡回事業規模拡大

キャリアを積んだスタッフには役割を持たせ、その役割の中で自主性や責任感を養ってい

く。 
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2019 年度（令和元年度）小規模多機能ホーム哲ちゃん家 事業報告 

１．目標の達成状況 

（1） 登録目標上半期 29 名達成したが、下半期登録目標は 2 月より体調不良等入院者が続

き 28床へ目標達成できなかった。

（2） 利用者処遇・ケアの質の向上へ向けて、栄養スクリーニングなどのデータ状況から

法人内管理栄養士への相談助言を受けながら利用者の健康状態の改善に努めた。

各地域で開催されるオレンジカフェやサロンでの栄養改善に向けての講習会などは

地域サロンへ出向く職員人員にゆとりがなく参加開催は出来なかった。

（3） 利用者確保については、居宅介護支援事業所等への早めの空き情報等を伝え、連携し

て登録確保に努めた。また通所介護事業所との連携は、隣接ミニデイサービス舷揮く

ん家管理者との情報交換を頻繁に行い、空き状況や利用者の状態変化に合わせて

登録へ向けて動くことが出来た。

（4） 人財獲得及び人材育成については、法人総務担当者とともにハローワークへ出向き

また職員の知人友人への声掛けなどを行い、安定した人員確保が出来たが。また人財

育成として資格の重要性を話し合いまた、研修参加の意義など、単に参加するだけで

なく実践に活かせる様に意識付けて取り組んだ。本人の努力もさることながら、法人

一丸となり資格取得へ向けた研修制度等ともに、事業所としても優秀な人財育成に向

け今後も継続していく。

（5） 通所及び小規模多機能の安定経営と地域連携（行方不明者や支援困難者への対応）に

関しては、運営推進会議の中で地域代表の委員からの情報を聞き取る様に工夫したが、

幸い本年度は地域からの行方不明者等の事案が発生しなかった。また法人内の各サー

ビスへの事業規模拡大に向けて、相談ケース内容等により通所サービスや定期巡回サ

ービスの内容を交えて説明を行った。

（6） 地域貢献活動としては、今年度カフェ開催は、人員に余力がなく開催できなかったが

恒例行事の祓川八月踊りや地域敬老会への参加は出来た。来期も必要とされる地域行

事への参加を利用者及び職員と一緒になり参加していく予定である。またカフェ開催

の在り方など、少人数の職員でも開催できる形式など来期は検討していく事とする。 

（7） 働き方改革については、事前に職員へ有給希望日の把握を行い、全職員計画的な有給

取得ができた。また毎週ノー残業デイとして定時退社を心掛ける様に声かけをしあい、

必要な残業時は申請を行う事とする流れが周知されてきた。

（8） 年間行事計画については、計画的に達成できたが、職員研修に関して、年度末近くに

なり新型コロナウイルス感染拡大により、外部研修や法人内研修参加が難しくなって

きたが、参考資料の配布や短時間の説明会などを工夫し研修の機会とした。

2、総合評価 

登録定員数の目標である 29名登録を上半期は達成する事ができた。下半期入院や死亡等が

続き目標達成には及ばなかったが、来期へ向けてすでに登録予定者を獲得できた。これも単

体の事業所だけでは達成することは難しく、今後も法人内居宅介護支援事業所や通所介護事

業所との連携を継続していく予定である。確実に登録が出来る体制として事前予約等の申込

書も作成したが、数件のみの予約であり確実な登録者として活かせるように、今後は現状の

様子や今後の事業所の空き状況等を、居宅支援事業所だけでなくご家族利用者へもアプロー

チが必要であった。

また地域貢献活動へは十分に参加出来なかったが、地域からの行事参加や、地域サロンへ

の参加への要望も高いことから、来年度も参加が出来る様に計画的に体制作りを行っていく

予定である。働き方改革の一つである有給取得も計画的に確実に実行、休暇を取ることで職
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員もリフレッシュする時間とゆとりが出来た。日々の業務も効率的に時間を活かすために、

送迎や訪問、連絡帳など業務改善に職員一人一人意見を出し合い、取り組む事も出来た。 

3、 次年度への課題 

年度末に入り、重度利用者の体調不良や入院等が続き、登録目標の達成に至らなかっ

たが、総合評価でも述べたように、登録事前予約の件数を増やすことが、今後の安定し

た運営に繋がると考えている。重度介護者の受け入れには、新人職員や経験が浅い職員

へは心理的負担が大きいとみられ、職員のメンタル面のサポートと併せて、重度介護者

への介護に必要なある程度の知識や、観察や介助ポイントなど教育や指導など、来年度

の重点項目として挙げていく必要がある。 

また年度末に入り、新型コロナウイルス感染症対策として、様々に対策を立てていっ

たが、平常時の備品管理や感染症対策備品の備蓄など、不十分であった。 

これまでに無い備蓄品項目も増えてきたが、毎月少しずつ備蓄品を増やしつつ、ＢＣＰ 

訓練も非常災害（水害や地震）だけではなく、感染症発生時の職員一人一人の行動指針、 

見直しや追加が必要であり、来年度の課題としたい。 
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2019 年度（令和元年度）小規模多機能ホーム花海家長寿園 事業報告 

1． 令和元年度 目標の達成状況 

 登録利用者様の入れ替わりが生じる場合、新規利用の方のサービス導入がスムーズに 

実現できるように、日頃から法人内外の居宅介護支援事業所や介護老人保健施設等との 

連絡連携を密に行い、情報共有を図った。そのことが、年間を通して安定的な利用者様 

の確保に繋がった。 

 また、地域の方との交流場面に積極的に赴くことで地域の方から信頼を得ることが 

叶い、実際に鶴羽町内から 2名の新規利用者様を獲得することができた。 

2． 総合評価 

① 年間を通して、概ね登録者数 29名での運営が維持できた。

また、1ヶ月間を超える入院等にて一旦登録を終了する方についても退院後、

ご本人とご家族の意思にて花海家長寿園に登録復帰いただける利用者様があるが、

これは、花海家長寿園が在宅生活の継続という希望を叶えるためには必要不可欠で

あると思っていただける関わりの賜物であると考える。

② 地域との連携においては、新たに消防団としての活動を通して、地域の実情を知る

機会を得て、鶴羽町内のみならず、花岡町内全体からの信頼を得る足掛かりと

なった。運営推進会議においても、オレンジドライブの在り方について活発な意見

交換があり、会議の後には委員の皆様が利用者様と交流を図って下さるなどの発展

が見られている。

③ 「よいやんせ、はなみち」と銘打った畑での花や野菜の栽培は、現利用者様の生活

の活力の向上に寄与するのみならず、見学に来られる方が「自分も畑仕事が

続けたいから、花海家を利用したい」という、新規利用者様の呼び水にもなって

いる。

④ 感染症対策の取り組みとして、利用者様の体調変化に早期に気付いて、ご家族様や

主治医等との連携に基づいて早期に対応することで、事業所内における感染症の

拡大例はない。毎日の浴槽水の残留塩素濃度測定及び管理を継続して実施し、擦式

手指消毒の習慣化等により、予防的対策の充実にも取り組んでいる。

⑤ 設備運用面においては費用対効果について職員全体での考察を行い、実際に必要と

思われるトイレの改修（令和元年 10月施行）やガス式衣類乾燥機の導入（令和

2年 2月施行）を行う。それにより、利用者様の生活環境の改善や職員の業務の

効率化が実現できる。

⑥ 令和元年 10月の利用料改定について、9月 8日に家族会を開催し、その席にて

説明を行うなどして、スムーズな同意を頂戴することができた。
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⑦ 職員育成について。

・事業所内での役割や、有するスキルや知識に鑑みた研修参加を実践する。

・令和元年 10月 6日、薩摩川内市国際交流センターにて開催された全国小規模

多機能型居宅介護事業者連絡協議会主催の事例検討会において、事例発表の機会

を頂戴し、花海家長寿園の取り組みについて多くの方に知っていただくことが

叶い、また、職員個人のみならず、事業所全体のレベルアップに繋がったものと

考える。

3． 次年度への課題 

① 令和元年度外部評価より抽出される課題として、地域の中での役割という観点で、 

さらに多様性が求められている。昨今の社会情勢からして、地域の集会などへ赴く

よりも、個別の対応が重視されるべき時期にあると考えられることから、例えば

チーム長寿園との連携のもとに在宅生活の継続の上での困りごとの相談に応える

などの役割を担っていきたいと考える。 

そのための職員のスキル向上や相談対応の技術の向上を図ることとする。 

② 中重度の要援助者にとっても安心して利用できる事業所となるため、職員全体の

知識、技術、倫理の向上を図る。また、利用者様の要介護度が重度化したとしても、

安易に通いサービスや宿泊サービスの増量を行うのみならず、ご家族や地域の皆様

との連携や協働のもとに、適切なサービス供給体制でもって運営を行うこととする。 
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2019 年度（令和元年度）グループホームふれあい事業報告

 １．令和元年度目標の達成状況 

１）利用者処遇・ケアの質の向上

ミーティング、在宅勉強会、外部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。ご利用者との会話が増え、ご利用者が笑顔になる時間が増えている。

主治医、訪問看護ステーションとの連携のもと、入院を防ぐことができ、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。 

２）利用者の確保

年間を通し、1日のみ空床があり、目標達成はできた。退所、入所時にスムーズに

対応できたことが良かった。・日常の健康管理を怠らず、入院を防ぐことができた。 

３）人財獲得・人財育成

各職員へ紹介制度を伝えてはいるが、職員からの紹介の入職はなかった。・ブログ

は継続し、事業所の楽しさを伝えるようにしている。職員個々にあった研修に参加

してもらい、事業所で共有していくことで個々のスキルアップにつなげている。ま

た、職員間での技術の伝達も行い、技術の習得もできてきている。 

２．総合評価 

① （稼働率）目標達成は出来た。入院を防げるようご利用者の状態変化に早めに対応

することが出来た。今後も入所申し込み者と待機者の把握を継続していく。

② （サービス内容）ふれあいの理念に基づき、一人一人の思いを大切に、サービス提

供を行った。「いそがない・せかされない・ゆったりと」ご利用者と関わり、ご利

用者は笑顔が多く、ご家族から「ゆったりとした家庭的な雰囲気」の評価だった。 

③ （地域との連携）運営推進会議、高齢者クラブとの交流として忘年会開催時には地

域の方々からの応援を頂き、入居者ともに参加した。避難訓練にも地域の方に参加

していただくなど、顔の見える関係を築く事が出来た。

④ （人材獲得・育成）獲得については知人へ声をかけたが入職には至らなかった。異

動職員 1名、新規採用者 1名の獲得が図れ今後も引き続き研修を行う。

⑤ （感染症対策）研修は積極的に参加し、ミーティングの時間を利用して全職員への

周知を図った。

⑥ （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。

ふれあい版 BCPの見直しを行なった。
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⑦ （行事計画）紫陽花見学が出来なかったが、代わりにバラ園へでかけ、ご家族にも

参加して頂けた。昨年度から始めたバーベキュー、居酒屋を継続できた。

２．次年度への課題 

①年間稼働率９９％を目標。ご利用者の日常生活の健康管理、ヒヤリハットを活かし事

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。

入所申し込み時には自事業所だけにとどめず、その方に合った事業所の提案を行う。

②利用者処遇・ケアの質の向上の為、接遇、権利擁護の学習の継続と徹底。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。

職員で意見を出し合い業務を効率化し、ご利用者との関わりの時間を増やし、楽しみ

ある生活を援助する。

③人材獲得・育成の為、各職員に紹介制度を伝える。職員自身が働きやすい職場にする。

ご家族へブログを更新していることをお知らせする。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。

④サポートワーカー不在の事業所だが、地域へ出向き交流を続けていく。

⑤有給希望を毎月の勤務表作成時に確認し、希望に添える工夫を行う。

職員間で業務内容について自由に意見を出し合い業務の見直しをその都度行っていく

事で休憩時間の確保を継続する。

45



2019 年度（令和元年度） グループホーム あいら事業報告 

1. 令和元年度目標達成状況

1） 利用者処遇・ケアの質の向上

・介護福祉士取得に関しては、取得できなかった。今後それぞれが自己を振り返り、次

回の資格取得に向けて促し協力を図る。

・それぞれの意見などを聴き互いに協力できるようにケアができていた。

・ケアプランやフェイスシートなどを使って、利用者様を理解しご家族にも近況を伝え

ることができていた。 

・新人職員に認知症リーダーがよりよいケアの仕方などを教えることができた。

2） 利用者の確保

・空床ができてから 3 日以内に入所確保が出来ていない月があった。日頃から入所申

し込み者に連絡をいれて、申し込みの有無の確認をしていきたい。

3） 人材獲得・人材育成

・個別研修は参加しており、職場での共有も出来ていた。

・off-JT 等の機会は昨年の参加率は良かったが新型コロナウイルス感染予防の為現在

はミーティング等で認知症リーダーより色々なケアの技術などを教わっている。 

2. 総合評価

① 稼働率

目標達成できなかった月があった。空床が 3 日以内で埋めるように日ごろから入所

申し込み者との連絡をとり入所の有無の確認等をしていく。

② サービス内容

介護事故はなかった。アクシデントレポートの振り返りを生かしミーティング等で

共有し介護技術など強化し安心出来る生活を提供していくよう努力する。

③ 地域との連携

地区の春祭りや奉仕作業のお茶出しや作業に参加し交流が図れた。地域推進会議に

てサービス内容や研修報告を行い、情報共有に努めた。またホームの周辺は人の流

れが少ないので日頃から地域の方々を見かけると挨拶をかわしコミュニケーショ

ンを図った。積極的にブログを活用し生活の様子等の報告を意識した。

④ 人材獲得・育成

計画通り実施。中途採用者の研修を次年度実施していく。

⑤ 感染床対策

研修やミーティング等で全職員への周知を図った。

⑥ 防災対策

年に 2 回（9 月・3 月）の火災避難訓練・消火訓練を実施した。
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⑦ 行事計画

桜見学・エアメモ、ロケット基地見学等ドライブの実施。天気の良い日はテーブル

を外にだし昼食をとることができ利用者への気分転換を図ることが出来た。

3. 次年度への課題

①年間稼働率 99.0％を目標とする。その為には利用者の健康管理、ヒヤリハットを活か

しアクシデントにならないように努める。入所申し込み者への確認や地域包括支援セ

ンター・老健へ情報提供を行っていく。

②利用者処遇・ケアの質の向上の為、介護福祉士を受験できる人は全員が取得を目指す。

職員個別面談の場を設け、利用者が日々の生活をより楽しく、工夫を凝らした食事提供

を行う。

③笑顔のある職場作りをしていく。ブログ配信を通じて事業所の取り組みの情報発信に

努める。

④ 働き方改革については、職員の休暇は毎月の勤務表作成時に希望を募る中、有給休暇

取得を促す。特別休暇を除き全員が年間 5 日有給取得を図る。定時退社の徹底を図る。

47



2019年度（令和元年度）プライエボーリ優花里 事業報告 

１．令和元年度目標の達成状況 

１）各種加算の手順を順守し、書面整備、実際のサービスで算定を行う。

医療連携加算、個別機能訓練加算、夜間看護体制加算、看取り介護加算、サービス提供体

制加算強化に関して算定を行った。体制が整ったことで認知症専門ケア加算に関しても 4

月から算定できた。

２）安定した稼働率の確保

年間での平均稼働率が 98.4％で目標を未達成。要因として重介護の方の受け入れを中心に

行ったことで平均介護度は上がったが、入退去が多かった。そして、10月に管理費を 6000

円上げたことで支払いが大変になる入居者様がさらに増えたことが考えられる。

【退去 18件（内 転所 6件 死亡 10件 長期入院 1件 自宅復帰 1件）】

①利用者処遇・ケアの質の向上

・二つのユニットは残したものの勤務表上で両方のユニットにて仕事を振り分けることで

全職員が 29人すべての方のケア及び業務ができるようになった。

②利用者の確保

・電話や訪問にて、営業をかけ自法人の居宅以外からの紹介が半数以上であった。

③人材育成及び人事確保

・喀痰吸引研修、ファーストステップ研修へ 1 名ずつ参加できた。他事業所交流に関して

受け入れは行ったが、他事業所へ研修に出すことができなかった。

・人材獲得に関しては各職員に常に意識するように促し、優花里職員の紹介で 3 名の職員

を恵仁会で働いていただけるようになった。

３）共通取り組み事項

・入居申し込みの際、小規模及び定期巡回の説明をしたが、実際サービス利用にはつながら

なかった。 

・日頃から職員間のコミュニケーションは大事にしていたが、計 3名の退職があった。

４）地域との連携及び貢献活動

・見回り隊の活動（2 カ月に 1 回）に関しては、サロンに参加することで、自宅での生活状

況の把握などができた。オレンジカフェ、オレンジドライブの実施は毎月開催できた。認

知症サポーター養成講座の開催に関しては花岡学園 3 年生に開催した。お茶飲み会（サロ

ン）に関しては 2 月、3 月を除き参加することができた。その他、鶴羽町内会評議員、花

岡消防団への加入など行った。 

５）働き方改革

・有給休暇は別紙にて管理を行い計画的に取得することで、全職員５日以上の取得ができた。 

・時間外に関しては、お互いに声をかけるよう促すことで、不必要な残業はない。

48



２．総合評価 

・年間での平均稼働率が 98.4％で目標未達成。重介護の方の受け入れを中心に行ったことで

平均介護度は上がったが、入退去が多かった。そして、10 月に管理費を 6000 円上げたこ

とで支払いが大変になる入居者様がさらに増えたことが考えられる。

・サービス内容に関して毎月の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。

・喀痰吸引研修、ファーストステップ研修には参加できたが、外部研修への参加が 70％程で

あったため、調整が必要である。異動職員・新入職の職員に関しては初日にオリエンテー

ションを実施し、受け入れ態勢を整えた。

・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。

・地域交流としてバーベキューを行い、また、地域のお茶飲み会や清掃等にも参加、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。

・行事計画として梅ちぎり、ソーメン流し、敬老会、クリスマス・忘年会、節分、花見等、

全職員で協力し行った。家族参加の行事もあり、家族との交流にもつながっている。

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。

そして、高齢者だけではなく子供たちとの交流もしていく。

・他事業所への受け入れはもちろん、他事業所に研修を依頼し職員の知識スキル向上を行う。

・感染対策を行い新型コロナウイルス等の感染症予防に努める。

・すぐに入居したい待機者が減っていることは、少なからず介護医療院の影響もあると考えら

れる。介護付き有料老人ホームとして生活の場として、どういった差別化を図っていくかを

職員全体で考えていく。
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2019 年度（令和元年度）住宅型有料老人ホーム笠之原長寿園 事業報告 

1. 令和元年度目標の達成状況

○ 収入目標について

  収入目標 ￥21,007,000  収入実績 ￥21,544,360 差額 プラス￥537,360 

○ 入居者状況について

○ 空床による影響

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 

入院 0 24 日 35 日 2 日 0 13 日 

外泊 3 日 2 日 4 日 1 日 4 日 6 日 

空床 1 日 1 日 

入居 1 名 

退居 1 名 

10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

入院 25 日 0 8 日 13 日 11 日 11 日 

外泊 2 日 1 日 8 日 8 日 2 日 0 

空床 1 日 3 日 4 日 

入居 1 名 1 名 1 名 

退居 1 名 1 名 1 名 

（目標達成状況） 

・入居率目標では 5 月・6 月・10 月・12 月・1 月・2 月・3 月が未達成であった。

・入院者が出た月が９つあり、収支に影響している。

・収入目標は達成できた。

2. 総合評価

１）利用者処遇・ケアの質の向上

・行事、企画等について、大きな企画実施や家族会等実施することができた。外食や園外散

歩、ピクニック等日常生活での余暇活動、食事企画等も充実させることができた。

・毎月のミーティングの中で、ケア手法の確認、状態変化のある入居者様の情報共有、職員

への技術指導等ケアの質の向上を図ることができ、実践・評価をすることができた。

・食事に関して、ご家族様と協力し、嗜好品等、施設側で用意できない品物は、持ってき

ていただき、提供することができた。

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で動

き等、特養、老健の相談員と確認し、入居に繋げることができた。

・退居発生後は、空所平均 2.25 日間で早期の入居調整が図れた。

・入居率９９％は未達成であったが、収入予算は達成できた。

３）人材獲得・人材育成

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 18.2 17.9 18.9 18.9 18.9 

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 17.9 18.9 18.6 18.6 18.7 18.5 
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  ・毎月のエリア勉強会での研修やワンコイン研修、外部研修への参加を実施でき、欠席なく、 

報告書を職員周知することができた。 

・人材獲得のための動きが今一つであったが、職員を紹介制度で入職に繋げられたケース

があった。

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。

５）地域との連携及び貢献活動

・エリア内で実施している認知症カフェやサロンへの参加が疎かになってしまっていた。

６）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、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。介護医療院の影響で待機者減が懸念されるが、

積極的に広報活動を行い、待機者への配慮を実施し入居に繋げる事。又、法人内の入居系事

業所と待機者、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が必要であ

ると考える

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、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、次年度では必要性が高いと考える。

③ 職員育成に関して、エリア勉強会や外部研修への参加をもっと増やせるのではと考える。研

修参加後の他職員への落とし込みが甘く、技術・知識の向上が疎かになっていると感じるた

め、ミーティング内だけでなく、職員への情報共有の仕組みを整え、研修だけでなく、どん

な職員が来ても、すぐ現場に適応でき、向上できる現場を作っていくこと。

④ 新型コロナウィルスの終息に向け、法人本部の指針に従い職員、入居者をはじめこまめな手

洗い･消毒･うがいの徹底と、施設内の環境（換気、消毒）を含め感染対策に努める。
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2019 年度（令和元年度）住宅型有料老人ホームげんき事業報告報告 

１.令和元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。

・事業所指針に沿って教育・指導し、知識の習得を支援することができた。

また、職務分担をしっかり理解し、責任ある仕事が行えた。

・有給取得率は前年度の実績を基準に、月に 1回以上の取得ができた。

・年間計画を立てて、ケアコールとの介護勉強会を行ったが、参加率にバラつきがあっ

た。時間帯の見直しを検討したが、下半期については計画的に行うことができなった。 

２．総合評価 

・今年度は入居者様の体調不良等や入院が少なく、安定した通所系訪問系のサービス利 

用が行えた。また、外泊・外出等でデイサービス等を休まれた場合は、法人内他事業 

所と連携を図り、通所利用日の調整を行えた。 

・ワンコイン研修、在宅勉強会、長寿園で行われる法人勉強会を年間の研修とし、介

護技術・認知症・疾病管理・権利擁護の知識を身に付けるができた。

・法人内他事業所との繋がりを大切にし、事業所の運営、サービスの充実を図る為

に、ケアコールセンター鹿屋長寿園とは、情報共有・情報交換を行い、勤務体系の

見直しを行う事で、円滑に活動を行うことが出来た。

・法人内他事業所(長寿園や優花里)と連携を図り、入居者様の情報共有を行い、スム

ーズな入退居の運びが行えた。

・事業所内外の企画については、計画した月に実施することができなかったが、入居

者の希望調査を基に外出支援を行うことができた。

・地域への活動については、職員一人一人、在宅活動を通して、地域の情報収集や地

域の方が必要とすることは何かを常に意識し業務に努めた。

３、次年度への課題 

①年間の研修計画を通して、職員一人一人の専門的知識を深める。

②入居者の生活の潤いとして、また生活の目標や生きがいとなるように四季折々の

行事企画やレクリエーションの充実を図る。併せて、過去の趣味だけにとらわれ

ることなく、入居者様の希望調査を基に新しい活動の提案を行う。

③リスクマネジメントを職員間で共有し、入院に繋がるアクシデントを防ぐ。

④特養、住宅型有料、介護付き有料、GHと連携をはかり、入退所を円滑に行う為の

会議を行い、各事業所の待機者状況や空床の情報共有をはかる。
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2019 年度（令和元年度）住宅型有料老人ホーム新川長寿園 事業報告 

1. 令和元年度目標の達成状況

① 収入目標

入院後 42 日目で退去があり 7 月の在籍が 7.6 人となる。入院後家族との連携を行

っていたが病状の進行と家族の意向において回復して新川長寿園へ戻る気持ちが

強かったが結果的に医療的ケアが必要で退去となる。退去への判断の時期が重要で

あることを確認した。入院 3 名のうち新川長寿園へ戻られたのは 1 名。入院中は利

用率目標 92％を下回っていた。入居率は 98％以上を維持し 1 年にわたりケアマネ

ージャーと連携し利用率とも維持できるよう努めた。

② ケアの向上

高齢者介護に必要な知識・技術を養うために施設内研修や外部研修へ全職員が参加

することができた。認知の進行に気づきミーティングで話し合いを行い、ケアの方

向性をケアマネージャーおよびご家族とカンファレンスを行うことができた。毎月

のミーティングでは高齢者虐待、身体拘束の勉強会を行い利用者への不適切なケア

をすることなく取り組むことができた。

③ 利用者の確保

3 有料管理者で待機者の情報を共有していくことが形作られた 1 年であった。連携

したため申込者の中で 3 有料希望の待機者が毎月 5 名以上確保できていた。下半期

では優花里やグループホームとのミーティングを始めた。隣接する居宅介護事業所

やひだまりとの情報交換も行っている。新川長寿園ではご近所からの見学や申し込

みもあるためパンフレットと職員による施設案内ができるように指導し行ってい

る。ひだまりやケアマネージャーとの連携も継続し行うことができた。10 月には

池田病院からの入所もあり、ひだまりとのシェア枠は現在一時中止となっている。 

④ 定期巡回の事業拡大

職員ひとり一人が定期巡回サービスの良さを理解し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。

⑤ エリア内協力体制

エリア内の地域との関りについては参加するよう職員へ促したが勤務等で積極的

に参加することができなかった。

⑥ 地域との連携及び貢献活動

恒例行事の七夕については町内会と連携を取り行うことができた。高齢者施設の

窓口として地域の方からの見学や相談を受付ている。

⑦ 働き方改革

5 日間の有給計画は全員取得できた。定期的な面談で職場環境についての相談や提

案をすることに努めた。結果 2 名の勤務日数の変更を行い調整した。ヘルパース

テーション鹿屋長寿園からの夜勤専属職員が退職したため、1 月以降一人当たりの

53



夜勤回数に一部の職員へ負担がかかっているため人員調整の改善が必要である。 

2. 総合評価

●7 月 8 月にかけて入退所が 2 名あり利用率が下がり次の入所へ向けての連携がうま

くできなかった。10 月以降シェア枠中止もあり利用者の入退所がなく利用者への関

りが安定している。前年に引き続き、全職員が利用者様や家族との関係性が積極的

にとれており、新聞の発行、企画や手作り料理など好評をいただいた。

●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。

●退職者の分で 1 月から夜勤回数が増えており、日勤も職員が必要なため定期巡回へ

の勤務が全体的に減っている。

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中重度化への入所が見込まれ、業務の増加によるサービス

の質の低下やアクシデント、職員のストレスを防ぎケアファーストのためにも人力以

外による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。

●人員調整を含め業務の効率化を図り職員の負担軽減を目標としケアの質の向上を図

る。

●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。また会議や勉強会、研修などが中止および

延期になるので他事業所や職員との情報共有や介護技術の振り返りを行っていく。
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2019 年度（令和元年度）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

４ 月 ５ 月 ６ 月 ７ 月 ８ 月 ９ 月 

11,015,180 11,003,374 10,914,771 10,852,778 11,027,285 11,075,238 

１０月 １１月 １２月 １ 月 ２ 月 ３ 月 

11,870,300 11,159,314 11,534,602 11,259,535 11,217,292 12,381,755 

総   計 135,311,424 

②法人内介護サービス利用状況

４ 月 ５ 月 ６ 月 ７ 月 ８ 月 ９ 月 

4,407,240 4,329,450 4,219,580 4,681,040 4,734,490 4,783,180 

１０月 １１月 １２月 １ 月 ２ 月 ３ 月 

  5,034,637 4,770,810 4,443,450 4,291,860 4,631,520 4,559,280 

総   計 54,886,537 

・収入および法人内介護サービス利用については、予算・目標達成することができた。

２．総合評価 

〇サービス内容 

・入所者ご本人のニーズやご家族の思いを汲み取り、適切な介護サービスの利用につなげ 

ることができた。また、寿光園内での支援については、支援員兼務により定期巡回のサ 

ービスをプラン･計画書通りに提供することができた。 

〇人材育成・研修について 

・事業計画に沿って、エリア勉強会や外部研修への参加、安全管理委員会にて感染症に関 

する勉強会、身体拘束廃止委員会にて身体拘束廃止に関する勉強会を実施し、内容の把 

握に努めた。また、事業所内研修の中で、介護技術講習や養護老人ホームの基準等につ 

いての勉強会もエリア勉強会と合わせて実施することができた。 

〇感染症対策について 

・事業計画通り、毎月安全管理委員会を実施。その中で感染症についての勉強会を実施し、 

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。また、日々の手洗い･うがい・ 

消毒の徹底により、インフルエンザの感染を未然に防ぐことができた。 

 年度末から流行している新型コロナへの対策についても、施設内一斉消毒、換気、手 

洗い、消毒、マスクの着用、面会･来園者の遮断など、法人の指針に沿った感染対策を 

実施することができた。 
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〇防災対策 

・事業計画に沿って、笠之原エリア事業所と連携を図り、年 2 回の避難訓練を実施する予 

定であったが、新型コロナウィルス流行の関係上、消防署立会の訓練を実施することが 

出来なかった。（平成 30 年 7 月：自主訓練、平成 31 年 2 月：消防署立会） 

〇地域交流や行事計画について 

・事業計画通り実施した。（笠野原小学校交流学習、笠之原エリア春祭り、笠之原地域各

種行事参加、運営推進会議、認知症カフェ、サロン心和等）

３．次年度への課題 

・笠之原エリアには、令和 2 年度より相談支援事業所あかり、児童発達支援事業所あかりの 

二つの事業所が新たに加わり、計 10 の事業所になりました。 

それぞれ事業内容には違いがあるが、事業所同志の相互の協力により、利用者獲得、職 

員調整、地域交流活動などを通じ、全事業所が目標達成に向け協力し合える関係性作りを 

していく必要がある。 

・法人内介護サービスの利用については、目標を達成することができた。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。 
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2019年度（令和元年度）相談支援事業所長寿園あかり事業報告 

1．令和元年度目標の達成状況 

①人材獲得・人材育成

相談支援専門員の獲得については、目標達成に至らず、現在も二人体制のままである。

研修への参加については、新型コロナウイルスの影響もあり、前年度に比較すると受講頻

度は少なくなったが、二人体制の強みを生かし、毎朝、ミーティングの形で最新情報

や対応困難事例について検討を行うことができている。

②利用者の確保

新規相談については、受け入れることができている。

保護者の方からはもちろんのこと、幼稚園や学校、事業所、保健相談センター等より、

相談を受けることが多くなっている。

③ICT、IOTの活用による業務効率化

ほのぼのシステムを利用しており、児童発達支援あかりとの情報共有も図ることができ

ている。

④障害福祉サービス運営方針

現任研修を受講したことで、特定事業所加算Ⅳを 4月実績分より算定することができる。

今後、相談支援専門員を増員する際、更に上の加算算定に繋げる基盤を作ることができた。 

2．総合評価 

 新規相談のタイミングや市町村からの支給決定については、予測することができず、実績

においては、月によりばらつきがみられたが、予算的には、マイナスの月をプラスの月で大

きくカバーすることができている。健康管理を徹底することを心がけており、市町村と連携

を図りながら、万全の支援体制を取るよう努めている（可能な限りの人との接触を避ける、

サービス担当者会議は最低限の人数で開催する等）

3．次年度への課題 

 既に、130件前後の件数を抱えているが、新規の相談はとどまることはなく、相談経緯が、

それぞれ人脈から「お願いしたい」といった内容であり、長寿園あかりとしても、この人脈

を大切にしていくことは、今後の障害分野の事業拡大を見据えても重要なことと思われる。

また、今は新型コロナウイルスの対策が優先と思われ、気を緩めることなく、日々の業務に

あたっていきたいと考える。 
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2019年度（令和元年度）児童発達支援事業所あかり 事業報告 

１．総合評価  

4月 5月 6月 7月 

目標利用者数 

又は予算 

1日平均 8名 

208名/26日 

1日平均 8名 

216名/27日 

1日平均 7.5名 

187名/25日 

1日平均 7.5名 

202名/27日 

実 績 177名(68％) 247名(91％) 216名(86％) 225名(83％) 

結 果 －31名 ＋31名 ＋29名 ＋23名 

10月 11月 8月 9月 

目標利用者数 

又は予算 

1日平均 9名 

243名/27日 

1日平均 8名 

208名/26日 

1日平均 8名 

216名/27日 

1日平均 8名 

200名/25日 

実 績 226名(83％) 248名(95％) 215名(79％) 232名(92％) 

結 果 －17名 ＋40名 －1名 ＋32名 

12月 1月 2月 3月 

目標利用者数 

又は予算 

1日平均 7.5名 

195名/26日 

1日平均 7名 

189名/27日 

1日平均 7名 

175名/25日 

1日平均 8名 

208名/26日 

実 績 220名(84％) 208名(77％) 219名(87％) 222名(85％) 

結 果 ＋25名 ＋19名 ＋44名 ＋14名 

年間利用率 84.8％ 年間利用人数 2655名／定員 3140名 

２．令和元年度予算目標達成状況 

【サービス内容】 

支援内容に年齢に合わせて母子・年少・年中・年長でグループ分け療育を行うことで

児童の特性や困り感に応じた支援の提供を行うことが出来た。土曜日は予約制であか

りの日(異年齢)を設け、クッキング活動、社会科見学、音楽療法、言語療法、作業療

法等の活動を計画・実施したことで利用人数を確保でき利用率の向上につながった。 

【地域交流】 

地域との関わりにおいては児童が登園している幼稚園や保育園との連携や情報交換、

保育現場の視察など行い、地域での生活状況の把握に努めた。地域交流活動に関して

は未実施の為、次年度には地域との交流や活動参加を計画実施していく。 

【人材獲得・育成】 

人権擁護研修やサービス管理責任者研修、療育に関する講演会・研修会への参加を行

っており、子どもの気になる行動の理解と認知・特性に応じた支援を考えながら業務

にあたり、家族支援においては保護者への振り返りや助言等を行いながら相談支援専

門員との連携を図りながら対応や指導等を行った。 

【感染症対策】 

毎日の清掃実施や消毒、来園時の児童の健康チェック、嘔吐物処理研修への参加、大

隅地域感染症情報の共有等を行い、児童が安心して療育を受けられるよう努めてきた。

来年度も感染症の流行時期や感染者発生時の予防対策を実施していく。 
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【防災対策】 

防災訓練は事業所の構造や車道が近く危険性があった為、未実施。次年度は事業所が移

転し安全に取り組める環境になる為、計画・実施を行っていく。 

３．次年度に向けての課題 

・利用者の確保 年間利用者平均稼働率 83.6％

法人内外の相談支援事業所へ利用状況の報告や空き状況の情報提供を行い、見学や体

験の受け入れを積極的に行い利用者の獲得に繋げる。

・利用者処遇・サービスの質向

利用者のニーズ把握や意向を明確にし、ニーズや意向に沿ったサービスの提供を行う。 

・人材獲得人材育成

外部事業所への研修及び各種研修会への参加を行い、児童発達支援における知識や技

術を習得し各職員のスキルアップを図る。定期的に職員間で意見交換できる機会を設

け、職員が気兼ねなく意見を言葉にできる風通しの良い職場作りを行い、サービスの

質の向上や離職防止に繋げる。

・個別療育(言語療法)の実施

・恵仁会に必要な障害福祉サービスの模索
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2019 年度（令和元年度）高齢者等訪問給食サービスセンター事業報告 

１．令和１年度目標達成状況 

・交通安全について 法人勉強会や交通安全協会からの文書回覧、ミーティング等で

交通安全意識を高め交通法規の遵守と安全運転に努めた。食数減少により配達に余

裕ができたことからか対物接触が減少している。

・食中毒予防について 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

度管理を行った。今年度は異物混入防止に重点的に取り組み、意見交換や調理帽の

変更を行った。食材搬入時点で異物発見するなど職員意識の高まりを感じた。

・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・うなぎ・敬老等）の提供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 

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、利用者負担金の未収も

なかった。

・利用者様に安心して在宅での生活を送って頂けるよう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について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事業所やケアマネージャーへの情報提供を図り連携を

とることができた。

・人材育成について 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。

・感染症対策について 次亜水による拭き取り、噴霧器の使用、職員へ文書回覧・配

布行った。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を継続していく。

・利用者の食の安全（食中毒防止・アレルギー等特別食提供時確認・異物混入防止）

を満たし、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。

・職員の働きやすい職場つくりに努め、状況に応じて有給取得出来るよう調整を行う

（介護・看護休暇、リフレッシュ休暇の取得等）
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2019 年度（令和元年度） 

ウィズ下祓川・桜ヶ丘市営住宅（高齢者世話付き住宅）事業報告

1. 令和元年度目標達成状況

地域交流会、介護予防運動など、決まった方々の参加になっているので、主催者側  

に協力を要請して、参加の声掛けをお願いしている。  

安心出来る自立支援につなげるため、日常会話の中から不安材料となる事を見出し、

専門機関への紹介や繋げたることが出来た。 

2. 総合評価

生活援助員立場と役割を認識してもらい「正しい関係」にあるように努め、業務外

の事を依頼されたら、言葉を選びながら断ることで、入居者との関係性も悪くなら

ないように「協力者」として対応した。 

シルバ－ハウジング以外の入居者からの相談もあり、適切に関連機関に繋げる事が

できた。 

3. 次年度への課題

年に 2回(3・9月)通報機器点検が行われるが、不具合があった居室も一年を通して、

修理が行われていない状態である。通報機器によっては、入居者の自己負担が発生

する場合があり、居室のインタ－ホン親機は、消耗品とみなされ交換するにも費用

が高額なため、簡単に交換するのは難しい状況である。(鹿屋市住宅課と入居者との

協議が必要)また通報機器老朽化により、数年前から誤作動等による故障が多くなっ

ており、何とか修理対応ができていたが、今後の修理には困難を要するため環境面

については鹿屋市と協議を図っていく。 
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