
（報告事項） 

１．全体総括 

  令和２年度は、コロナウイルス感染症の流行により、理事会、評議員会が書面決議にて開催 

となったため、深まった協議ができなかった。しかし令和２年度第３回理事会をオンライン会議で 

行ったが、今まで時間の都合で参加できなかった方も、会議の手段が増えたことで参加できる 

ようになり、全員参加の会議環境になったことはよかったのではないかと思う。 

そして、働き方改革が施行され、当法人も職員が多様に働くことができるように、また、中高

年・障がい者、外国人の方の働き方の充実に向け、就業規則並びに賃金規程の大幅な変更、ま

た、人事考課を導入し、職員が安心して前向きに仕事が続けていけるような、やりがいのある職

場環境の整備に努めた。 

また、経営基盤の安定に向けては、稼働率の向上を目標に掲げ、毎月の経営会議で区分ごとの

稼働率の状況確認及び報告を行った。令和２年度は前年度に比べ小石原、能古両施設ともに目

標稼働率を上回ることができたが、今年度も引き続き更なる稼働率の向上に向けて法人一丸と

なって頑張っていく所存である。 

 

 

２．法人本部報告事項 

①理事会報告 

開催年月日 議 題 議事録署名人 

令和２年 

６月１２日 

（決議の省略） 

（議 案） 

１．令和元年度事業報告（案）について 

２．令和元年度収支決算（案）について 

３．法人本部における新たな組織体制の構築に伴う 

定款細則の一部改正について 

４．法人本部における新たな組織体制の構築に伴う 

就業規則の一部改正について 

５．法人本部における新たな組織体制の構築に伴う 

賃金規程の一部改訂について 

６．法人本部における新たな組織体制の構築に伴う 

役職員人事（案）について 

７．評議員会の招集について  

（議事録作成者） 

植高 千代美 

令和２年 

１２月１日 

（決議の省略） 

（議案） 

１．令和２年度第一次補正予算（案）について 

２．育児・介護休業等に関する規則の変更について 

３．管理監督職員の雇用契約の変更について 

（議事録作成者） 

植高 千代美 



（報告事項） 

１．理事長の職務執行状況の報告 

２．特別養護老人ホーム清和園 是正改善報告 

令和３年 

３月３０日 

（各拠点及び 

自宅にてオン 

ライン） 

（議 案） 

１．令和２年度第二次補正予算（案）について 

２．令和３年度事業計画（案）について 

３．令和３年度収支予算（案）について 

４．賃金規程の変更について 

５．役職人事（案）について 

６．運営規定の変更について 

７．運転資金の借入について（能古） 

植高 千代美 

竹内 幾代 

鈴木 サカエ 

（報告事項） 

１． 理事長の職務執行状況の報告 

  
②評議員会報告 

開催年月日 議 題 議事録署名人 

令和２年 

６月２６日 

（決議の省略） 

（議 案） 

１．令和元年度収支決算（案）について （議事録作成者） 

植高 千代美 （報告事項） 

１． 平成元年度事業報告 

 

③監事監査報告 

開催年月日 監査内容 場 所 

令和２年 

６月４日 

１．令和元年度 会計監査 

２．令和元年度 業務監査 
清和園 

  

④その他の監査 

開催年月日 内 容 

書面監査 
福岡市監査 

 コロナウイルス感染症拡大防止のため書面による監査 

令和２年 

５月１６日・ 

２３日 

 １１月２日 

令和３年 

２月５日 

あゆみ監査法人  

・令和元年度 財務諸表等についての監査 

・令和２年度 財務諸表等についての監査 

 

 



⑤小石原福祉会 中期計画評価（令和２年度） 

 

1．個別ケアの充実 

重点項目 行動計画 評価 成  果 課  題 

1）グループケ

アの導入（小

石原） 

ア）グループ内での個別

ケアの実践 

Ｃ 

・個別ケアの実践として、毎月のグループ会

議にて、ご利用者様への対応について協議

し、意見を集約することができた。一部のご

利用者様に対し、各グループで掲げた目標

に対し、統一してケアを行うことができた。 

・外出制限が強まる中、感染対策（短時間・人

数制限・ご家族体調確認）を十分に行い、１

００歳を超えられたご利用者様と帰宅を強く

望まれるご利用者様の帰宅支援を行う事

ができた。今年度も状況に応じ、可能な限り

ご利用者様の手助けを行っていく。 

・ 新型コロナウイルス感染拡大で、長期間の

面会制限や外出制限の影響により、外出行

事や帰宅支援などを満足に行うことができ

なかった。次年度の課題として、全ご利用

者様に対し、しっかりとアセスメント行い、そ

れに基づいた根拠のある目標設定をしてい

く。グループ内にて目標への意思統一を図

り、目標達成に向けて計画的に行動してい

く必要がある。感染拡大が継続していること

から。施設内でのレク活動や生活面の支援

に力を入れていく。 

イ）看取りケアの充実を

図る 

Ｃ 

・新型コロナウイルス感染拡大の影響で面会

制限が続く中、一部ではあるが、看取り期

のご利用者様の一時帰宅や面会に際し、ご

利用者様家族の望みを看取り時に叶えるこ

とができた。また、身寄りのないご利用者様

を施設内で看取り、多くの職員やご利用者

様とお見送りをすることができ、簡素ではあ

るが葬儀も行うことができた。目標に掲げて

いた看取り介護指針や関係書類を整備す

ることができた。ご利用者様の看取りに関し

ての事前確認書にて看取りの意向を確認

・看取り委員会が不定期の開催となり、委員会

と多職種間での情報共有があまりできなかっ

た。また、看取り対象ご利用者様とご家族に

対し、十分な支援を行う事ができなかった。

また、看取り対応の課題として、状態が良く

なった場合にでも、ご利用者様の看取りが継

続している場合には、看取り介護を支援する

ための基本的な取り組みや全職員がご利用

者様へ統一したケアを継続して行えるように

多職種間とグループ内で協議を重ね、介護

計画をもとに実践していく必要がある。 

Ａ：計画通り実施（達成）   Ｂ：概ね実施できたが、見直す点もある  

Ｃ：計画の一部しか実施できなかった  D:未実施（未達成） 



することができた。次年度は、看取り期のご

利用者様への具体的な対応を施設の看取

り指針を基に実施していく。 

 

2）ユマニチュ

ードケアの導

入 

ア）基本的なケアの見直

しを継続し質の高いケア

を見直します 

Ｃ 

 ユニットごと利用者ごとユニット会議を利用し

利用者の ADLにあったケアを検討し質の

高いケアを提供できるように取り組みしまし

た。また排泄褥瘡委員会、感染委員会とも

協力し排泄や栄養改善にも取り組みまし

た。 

・口腔ケアは歯科衛生士の指導により口腔内

の衛生の改善を行い、誤嚥性肺炎の減少

に取り組みました。 

・水分補給と陰部の保清に取り組み尿路感染

症の予防に取り組みました。 

・日常生活リハビリを行い、下肢筋力などの維

持に努め転倒予防に努めました。 

・入院者の減少は見られず、延べ人数で 59人

となりました。そのため入院の原因を探りさら

に対策を立てることで入院者を減らすこととし

ました。また春から入院者を減らそうと看護

師と介護士で再度ケアの改善に努め現状は

月 2人ペースで入院者が減っています。再

度基本的なケアに取り組み入院者を減らし、

稼働率に貢献していきます。 

また今年度より加算の追加により栄養、口

腔、褥瘡による委員会活動による見直しを行

い、口腔ケアについては歯科衛生士と歯科

医師とさらに関係を築き誤嚥性肺炎の予防を

継続していきます。 

 イ）委員会活動、職員研

修の見直し 

Ｃ 

・職員研修は職員のコンプライアンス意識の

向上など目的に企画しましたが新型コロナ

感染症により緊急事態の発出時期の研修

会は見送りとなりました。そのためオンライ

ン研修を今年度より開始し職員のレベルア

ップに努めました。委員会活動は記録、

ICT、IOT委員会やノーリフト委員会、ユマ

ニチュード委員会など新規委員会を立ち上

げ目的に沿った活動が出来たと思います。 

・職員の対面式の研修は緊急事態時期見送り

となりました、オンライン研修による個々の研

修を行いましたが、職員により参加できない

時もある為、研修の在り方を検討する必要が

あると思います。今後も新型コロナ感染症と

の戦いになることだと思いますが対面式の研

修は感染予防に取り組みできるだけ実施し

ていくようにしていきます。 



3）一人一人の

思いがかなう

ケアの取り組

み、ADLの向

上 

ア）合同事例発表会の

開催 

Ｂ 

・令和 2年度の事例発表会は計画的に行うこ

とが出来ました。発表の集団発表は出来ま

せんでしたが、個別にビデオで発表し職員

それぞれ取り組み成果を発表できたと思い

ます。職員のグループの連携と取り組みは

今後のケアにつながる良い機会だと思いま

した。 

・取り組む途中で利用者が入院したり、退所し

たりし途中で対象者を変更せざるを得ない状

況となったグループもあります。今後は一人

に絞らず対象を増やした事例に取り組むよう

にしていきます。また個々の思いが叶えられ

るように事例の内容についても検討が必要。

小石原と能古との最優秀事例の交換発表が

終了しておらず 5月以降に検討して行きま

す。 

 イ）眠りスキャンの活用 

Ｃ 

・利用者様の状態が把握でき職員の時間配

分（特に夜勤）が必要な利用者様には時間

をかけ、見守り程度で済む利用者様には眠

りスキャンを活用し対応しました。特に夜間

は事故防止や状態の悪化時の早期発見に

繋げることができ認知症の利用者様の施設

理念にある寄り添うことが可能になりまし

た。 

・認知症の理解が出来ていない職員などは眠り

スキャンをうまく活用することが出来ず、今後

も研修会などを通じ認知症の理解や時間の

使い方などを理解してもらう必要があります。 

 

２．人材確保・育成の強化と職場環境の整備 

重点項目 行動計画 評価 成  果 課  題 

１）人材確保 ①第２期技能実習生の受

け入れ 

 
B 

・当初は現地にて面接予定であったが新型

コロナウイルス感染拡大の影響により、

6/23に WEB面接会を行った。小石原・能

古にそれぞれ２名、計４名の第二期技能

・新型コロナウイルス感染拡大により、技能実習

生の日本語教育がオンライン形式なってしま

い、実習生間においても日本語能力に関して

大きく差が出てしまう結果となった。結果的に

Ａ：計画通り実施（達成）   Ｂ：概ね実施できたが、見直す点もある  

Ｃ：計画の一部しか実施できなかった  D:未実施（未達成） 



実習生（ミャンマー）の採用が決定した。 

・実習生と定期的に現地との WEB面談を開

催し、日本語教育などの進捗状況の確認

を行うことができた。今後は、法人内で技

能実習生の研修計画策定の為、役職者

や指導員などにて、合同会議を開催して

いく。 

 

２名が日本語検定 N4相当の試験に不合格に

なってしまった事と、ミャンマー国内の情勢が

大幅に悪化したことが原因でインターネットに

よるオンライン授業も限定的なものとなった。 

・入国時期に関しても全く見通せない状況となっ

てしまった。今後も引き続き現地の状況に注

視していく。 

②求人方法の見直しと離

職防止に努める 

Ｃ 

・ 今年度は、年間行動計画を作成し、毎月

の経営会議にて報告することで、新卒求

人票の作成や学校訪問、就職フェアへの

参加などを計画的に行うことができた。 

・ 就職フェアでは初めての試みとして、オン

ライン面接会での求人票作成などを行

い、これまでと違う形での求人活動をおこ

なった。 

・ 新卒求人説明会が新型コロナウィルス感染拡

大により、中止となってしまい高卒求人者の数

や進路状況などを把握することができなった。 

・ 高校生への出前授業や施設行事の呼びか

けなどは面会制限中の為、実行することがで

きなかった。ただ、２高より 1・２年生の施設

見学に前向きな回答を頂いたので、感染状

況により実施していきたい。 

・ 昨年度中に整備できなったので、求人広告の

作成を本年の上半期までに進めていく。 

２）人材育成

計画の策定 

①eーランニング(オンライ

ン動画)による研修実施 

C 

・ 令和 2年度より両事業所においてイーラ

ーニングン動画研修にて研修を行った。コ

ロナ禍において、オンライン動画での研修

は、とても画期的であった。研修プログラ

ムはとても豊富で、施設職員への基礎研

修、ご利用者様へのレクレーション、機能

訓練から介護福祉士や介護支援専門員

の試験対策まで幅広い内容であった。 

・ 研修プログラムはとても優れていたが、職員

への研修理解度や動画研修の活用頻度など

の受講状況を正確に把握することが難しかっ

た。また、一定時間動画での説明の為、不明

な点などの解決方法があいまいで職員によっ

てはオンライン研修ではわかりにくいので、こ

れまで通りの研修を再開してほしいとの意見も

あった。 



・ 今年度では新人研修において、高齢者

権利擁護、感染対策、認知症対応、法令

順守に関して動画を活用して研修をおこ

なうことができた。 

・ 様々な階層や職種別の研修プログラムがあ

るため運営側が上手く活用することがきれば

とても効率的に研修計画を策定することがで

きる。本年度に関しては、上記の点も踏ま

え、小石原のみでイーラニングを運用し、経

営会議にて運用方法などを報告していく。 

 

②技能実習生効果検証と

目標設定（小石原新） 

 

Ｂ 

・ 両事業所にて福岡県が開催する外国人

介護職員技能向上研修（計５日間）を受講

し、修了することができた。 

・ 小石原１名、能古１名にて 12/6に日本

語能力検定 N3にて１名合格することが

できた。今年度は、7/4開催の N2・N3試

験にそれぞれ受験予定である。 

・ 施設でのご利用者様とのコミュニケーシ

ョンや介護能力に関しては、実習生の自

己評価と指導員評価を行い、経営会議

にて報告し、現状の課題について整理す

ることができた。 

・ 技能実習生の介護力は昨年に比べ、大きく成

長することができたが、ご利用者様や職員と

の日本語でのコミュニケーションでは意思疎通

ができない場面も見られたが日本での生活に

もだいぶ慣れてきた。 

・ 技能実習生は昼休みや自宅学習も継続して

おり、文章作成能力や聴解力に関しては向

上しているが、読解力に関しては指導員や職

員と協力していく必要がある。今後の日本語

検定試験に向けてしてサポートしていく必要

がある。 

３）職場環境

の整備 

 

① 勤怠管理システムの

導入、就業規則・規定

等の見直し 

B 

・ 働き方改革関連法により、年５日の有休

取得や残業時間の上限、非正規雇用労

働者への待遇改善に関し、有休の管理方

法や時間外手当支給に関してのルール決

めなどを行ってきた。 

・ 両事業所にて、勤怠管理システムを導入

し、労務管理や勤怠作成の効率化を行う

・ 勤怠管理システムに関しては、それぞれの事

業所で運用方法に問題が出てしまい、今後

の使用法に関しては再度検討していく必要が

ある。 

・ 年５日間の年休取得に関しては、全職員達

成することができたが、中には計画的に取得

できず、シフト作成において問題が発生して



ことができた。 

・ 職場環境の整備では、アクエルド社会保

険労務士法人と顧問弁護士である末安

先生にご協力していただき、就業規則や

各種規定の変更、人事考課制度の構

築、契約書の再整備などを行うことがで

きた。 

しまった。今年度は計画的な取得達成を目指

す。 

・ 就業規則や各種規定の変更では、新型コロ

ナウイルス感染拡大により、協議がオンライ

ン会議の頻度が多くなり、細かな点や修正点

が伝わっておらず、再整備までに時間がかか

ってしまった。また、協議内容が多く、計画通

りに進行することができなかった。 

 

 

 

3．経営基盤の安定化に向けた取組みの推進  

重点項目 行動計画 評価 成  果 課  題 

１）財務基盤

の強化 

①外部・内部監査を通じ

て業務の効率化、合理化

を図る 
Ｃ 

・年間 4回の監査法人による財務監査の実

施。 

・内部研修として、決算書の仕組みを知る

（ワーク）を 1回開催した。 

・財務に関する理解促進と関与の機会づくりは十

分とはいえず、状況の分析・把握の取り組み

は出来なかった。 

 

②次期報酬改定に向けた

情報収集、対応検討 

A 

・2021年度介護報酬改定に関する情報は、

資料がアップされた同時に確認を行い、

経営会議等で共有するよう情報提供を行

った。 

・新型コロナ感染症に伴う通所・短期入所生

活介護の臨時的な介護報酬の算定にも

早急に準備対応ができ、活用した。 

・新規の加算に係る情報収集はできていたもの

の、算定要件に関するＱ＆Ａの発出が遅れた

こともあって、4月算定を見送ったものもあっ

た。 

・一方、「感染症や災害への対応力強化」や「自

立支援・重度化防止の取組の推進」など求め

られることも多くあり、今後経過措置期間ある

ものも含め、実施対応の準備を着実に進めて

いかなければならない。 

Ａ：計画通り実施（達成）   Ｂ：概ね実施できたが、見直す点もある  

Ｃ：計画の一部しか実施できなかった  D:未実施（未達成） 



③組織体制の強化 

B 

・計画どおり、法人本部を中心とした、重要

課題に対応できる部署を新たに設け、組

織体制の見直し、強化を図っていく礎をつ

くることができた。 

・企画管理に対しては、人員を配置し対応できて

いるものの、総務に関しては人員を配置でき

ておらず、一元的な届け出管理、人材確保・育

成など着手できていない。 

・重要な役割を担う部門であるものの、他の職務

と兼務での配置しかできていないため対応で

きる量に限りがある。今後、実施体制について

も評価を行いながら、検討する必要がある。 

④コスト削減に向けた管

理の徹底 B 

・消耗品等の集計表を作成しなおした。 

・各部署での使用量の把握を行った。 

・コロナウイルス感染症流行のため、紙類、グロ

ーブ、アルコール等の確保が難しく価格が高

騰したことで正確な集計が出来なかった。 

２）大規模改

修の計画化 

①大規模改修等の計画

書作成 
A 

・小石原、能古ともに短期・中期で改修や更

新、新規導入が見込まれる設備機器の計

画書を策定することができ、令和 3年度

予算から活用している。 

・計画書を策定したものについて、補助金や助成

金の情報を確認しながら、活用を図っていくこ

とが重要。予定外の修繕含め、予算を考慮し、

柔軟な対応と管理を行っていく。 

②補助金、助成金等の情

報収集 

 

B 

・これまでと比べると受動的だった情報収集

もかなり自発的になり、しかもタイムリーに

収集し、全体での共有もできた。 

・新型コロナ感染症に係る内容のものも含

め、２千万を超える補助・助成を受けるこ

とができた。 

・介護事業に関する内容は比較的把握できてい

たが、その他一般的な労働に関する助成につ

いては、収集方法や活用に課題を残す結果と

なった。 

・社会保険労務士法人とも連携し、労働関係に

ついては今後活用できるものの把握に努めて

いく。 

３）入所待機

者・新規利用

者の確保 

 

① 前年度実施活動の効 

果検証 
B 

・前年度課題であった、急な入院者が出た際

の空床利用は出来ており、かなり改善さ

れた。 

・営業活動に対する情報の整理まではできた

が、実施した活動の何が有効的であったかな

どの分析を行うまでには至らなかった。 

 



② 稼働率の向上に向け

た取組み 
B 

・小石原拠点における稼働率会議に法人の

方から参画し、意見交換を行い、担当者

意識も大きく向上した。 

・新型コロナ感染症の影響もあり、営業活動にも

制限がある中、効果検証を行って、効率的で

有効的な方法を見出すことで、負担軽減も図

っていかなければならない。 

 ③ パンフレット、ポスタ

ー、ホームページ等に

よる広報活動の見直

し 

D 

・未達成 ・今年一年はホームページの更新はほとんど手

を付けることができなかった。 

・対面して紹介したり、伝えたりする場が減少して

いるからこそ、コロナ禍での施設の工夫や安

全性などを PRすることが必要。 

 

４．地域社会との連携 

重点項目 行動計画 評価 成  果 課  題 

１）地域ニー

ズに対応し

た生活支援

への取組み

（地域貢献） 

①ふくおかライフレスキュ

ー事業の連携強化に努め

る 

 

D 

・新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、

今年度の活動は未実施となった。 

・次年度について、ふくおかライフレスキュー事

業の活動・定例会議の開催について未定です

が、地域で困っている方や必要とされている方

の情報収集は継続していく。 

②定性的情報の交換会

（地域の声）の実施 

 

B 

・毎月、小石原拠点では職員会議にて情

報を集約。どうしても地域と接点が多い

居宅や通所の職員からの情報が多くな

ってしまうが、一年を通して地域の困り

ごとに対して意識をしてもらえるきっか

けにはなった。 

・法人全体としても、件数は少ないながら

経営会議のなかで報告しあい、それぞ

れの地域の生活課題の情報を共有す

ることはできた。 

・施設の職員を中心に全体として、地域のことに

はなかなか関心が向いていないのが現状であ

る。 

・福祉を学ぶ学生が法人の地域貢献への取り組

みを見て、就業先を決めることも少なくないた

め、全体での意識を高めていく働きかけが必

要。 

・ただ、情報を収集するだけでなく、この一年で聞

いた声に対して、本当に必要で、制度で対応

できないことに関してはアクションを起こし、そ



の評価を行っていく。 

２）地域の防 

災拠点として

の機能整備 

①事業継続計画（BCP）

の見直し及び策定 

B 

・小石原清和園につきましては、年度内に

ほぼ策定することができたが、能古清

和園については、完成させることができ

なかった。 

・毎月の委員会で見直しをしてきましたが

備蓄品の把握、発注、避難訓練の実施

など次年度に持ち越しとなった。 

事業継続計画（BCP）について、備蓄品の把握、

保管場所についても課題が残り、備蓄品に関し

ては３年間で計画的に最低限必要な物から準備

していき備蓄品の把握に努めていく必要がある

（能古） 

３）地域内の

他法人、関

係団体との

連携強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

①地域課題を把握、連携

強化に努める 

B 

・経営会議にて毎月地域の声として報告

し、地域課題として情報収集することが

できた。 

・新型コロナウイルス感染症拡大に伴い

関係団体との連携強化に繋がることは

できなかったが、地域課題の把握とし

て職員が関わること、情報収集として

目的、理解をしてもらうことはできた。 

・地域課題を把握することは次年度も継続してい

く必要はありますが、その課題から何ができる

のか分析をしていく必要がある。 

・新型コロナウイルス感染症が拡大していく中で

当法人として何ができるのか、他法人や各関

係団体と連携強化をしていくために何が必要

なのか課題をしっかり把握し地域の問題解決

に繋げていく必要がある。 

②連携のあり方の検証、

必要な地域資源の開発 

C 

・一年間における各拠点で上がってきた

「地域の声」の情報を整理し、買い物支

援に対するニーズが高いことが改めて

分かる結果となり、それぞれで取り組

んでいる支援の必要性を再認識でき

た。 

・今年度は実施できなかったが、地域には先進

的に独自の取り組みを実践している法人もあ

り、支援の方法など参考になる部分も多くあ

る。この状況が落ち着いたら、視察研修を通じ

て、取り組みの意義や職員の関わりを増やす

ための方法などを学ぶ機会を作ることも必要。  



⑥経営会議 

開催年月日 内  容 場 所 

令和２年 

４月１７日 

（協議事項） 

１．法人組織について 

２．監事監査・理事会について 

３．新型コロナウイルスの今後の対応に関して 

４．処遇改善・特定処遇一時金支給に関して 

５．アンケート結果について 

６．法人５か年計画について 

（報告事項） 

１．３月の稼働率について 

２．営業・実績報告 

３．就業規則について 

能古清和園 

令和２年 

５月２１日 

（協議事項） 

１．新型コロナウイルス感染症について 

２．監事監査・理事会について 

３．就業規則の変更について 

４．法人５ヶ年計画について 

（報告事項） 

１．４月の稼働率について 

２．営業・実績報告 

３．地域の声 

能古清和園 

令和２年 

６月１２日 

（協議事項） 

１．第二期技能実習生のＷＥＢ面接について 

２．夏期賞与について 

３．法人５ヶ年計画について 

（報告事項） 

１．５月の稼働率について 

２．営業・実績報告 

３．地域の声 

４．理事会の進捗状況 

５．助成金について 

能古清和園 

令和２年 

７月１０日 

（協議事項） 

１．賞与について 

２．コロナウイルス感染症に伴う面会の見直しについ 

て 

３．法人５ヶ年計画について 

（報告事項） 

１．６月の稼働率について 

能古清和園 



２．営業・実績報告 

３．地域の声 

４．令和２年７月豪雨対応報告 

令和２年 

８月２０日 

（協議事項） 

１．経営理念について 

２．コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金の活 

用に関して 

３．法人５ヶ年計画について 

（報告事項） 

１．７月の稼働率について 

２．営業・実績報告 

３．地域の声 

４．LPガス非常時用発電機の交付決定について 

５．ランサムウェア感染について 

能古清和園 

令和２年 

９月１０日 

（協議事項） 

１．業務災害保険について  

２．各事業所での備蓄確認と必要物品や機材の再検 

討について 

３．アクエルド社労士法人との契約確認、就業規則、 

人事考課、同一労働同一賃金等について 

４．今後のセキュリティ対策について 

５．法人５ヶ年計画について 

（報告事項） 

１．８月の稼働率について 

２．営業・実績報告 

３．地域の声 

４．特別養護老人ホーム清和園監査報告 

５．契約書・重要事項説明書についての報告 

６．預り金に関する契約書についての報告 

７．新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（介 

護分）について 

能古清和園 

令和２年 

１０月９日 

（協議事項） 

１．理事会について 

２．新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（介 

護分）について 

３．預り金契約書、重要事項説明書の変更について 

４．就業規則の変更について 

５．業務災害保険について 

６．身元保証契約の損害賠償額の設定に関して 

能古清和園 



７．法人５ヶ年計画について 

（報告事項） 

１．９月の稼働率について 

２．営業・実績報告 

３．地域の声 

４．新型コロナウイルス感染発生に関する報告につ 

いて 

５．技能実習生オンライン面接について 

令和２年 

１１月１３日 

（協議事項） 

１．冬期賞与について 

２．預り金等契約書、重要事項説明書等の変更につ 

いて 

３．就業規則等の変更について 

４．厨房運営の見直しについて 

５．法人５ヶ年計画について 

（報告事項） 

１．１０月の稼働率について 

２．営業・実績報告 

３．理事会内容について 

４．新型コロナウイルス感染症講習会報告 

能古清和園 

令和２年 

１２月１８日 

（協議事項） 

１．外国人留学生の雇用について 

２．備え付け書類と保存年限について 

３．アクエルドとの協議に係る事前確認について 

４．車両マイクロバスの維持について 

５．法人５ヶ年計画に関して 

（報告事項） 

１．１１月の稼働率について 

２．営業・実績報告 

３．改修等計画書の策定 

４．令和３年度介護報酬改定について 

能古清和園 

令和３年 

１月１５日 

（協議事項） 

１．アクエルド社労士法人からの確認依頼事項 

２．備え付け書類と保存年限について 

３．第２期技能実習生について 

４．法人５ヶ年計画について 

（報告事項） 

１．１２月の稼働率について 

２．営業・実績報告 

能古清和園 



３．地域の声 

４．デイサービスセンターのこ清和園 新型コロナウ

イルス感染症の感染経緯と報告 

令和３年 

２月１２日 

（協議事項） 

１．新型コロナウイルス感染症における出勤判断に 

ついて 

２．非常用自家発電補助金について 

３．奨学会 外国人留学生の受け入れについて 

４．人事考課説明会について、就業規則、賃金規程、 

役職任期制度規定について 

５．法人５ヶ年計画について 

（報告事項） 

１．１月の稼働率について 

２．営業・実績報告 

３．地域の声 

４．能古清和園 1月分の電気代報告 

能古清和園 

令和３年 

３月１１日 

（協議事項） 

１．３月理事会について 

２．通勤手当の単価設定に関して（交通費シミュレー 

ション結果） 

３．役職等級の確認・整理 

４．面会制限や外出制限の緩和について 

５．多床室個室化補助金事業に関して 

６．次年度の新電力契約に関して 

７．令和３年度オンライン研修に関して 

８．法人５ヶ年計画について 

（報告事項） 

１．２月の稼働率について 

２．営業・実績報告 

３．地域の声 

４．第２期技能実習生の近況報告 

能古清和園 

 

 

 

 

 

 

 

 



３．小石原拠点事業報告 

①特別養護老人ホーム清和園 

【稼働率】 

 
  

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10

月 

11

月 

12

月 

1月 2月 3月 平

均 

稼働率

（％） 
92 86.2 92.4 95.8 93.2 90.8 95.2 96.4 95.2 93.6 92.9 93.1 93.1 

 

 目 標 実 績 達成率 

稼働率 ９５％ ９３．１％ ９８％ 

 

 令和１年度 令和２年度 差 異 

平均要介護度 ３．８ ３．８ ０ 

入 所 １３名 １５名 ２ 

退 所 １２名 １６名 ４ 

 

【施設目標】 

目 標 成 果・反  省 

１．個別ケア促進に向け

た取組 

（成果） 

・ 新型コロナウイルスの影響で施設での家族懇談会や自宅に

訪問して家族の意向を確認することができなかったが、電話

連絡にてご家族の生活上の要望やご利用者様への思いなど

を確認することができた。また、施設にて面会制限も長期化し

たことから家族への近況報告に細かい内容まで記載した。 

１サービス担当者会議の

充実を目指す。ご利用

者様の以降、家族の意

向を確認しながら、日

80.0%

85.0%

90.0%

95.0%

100.0%

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

特養稼働率（前年比）

R1年度 Ｒ2年度 目標



常生活の変化と相良し

合わせ、担当者会議を

行っていく。 

②アセスメントを基に利用

者一人一人のミニプラ

ンを作成し、個別の取

り組みを考え実行して

いく。 

③排泄、入浴、食事、ＡＤ

Ｌ、その他生活全般を

主体に考え、3 か月か

ら 6 か月の範囲での達

成を目標とする。 

・ ご家族様より身体機能を維持してほしとの要望が多くあったの

で、今年度は作業療法士と情報を共有し、プランの作成を行っ

ていく。ご利用者様のアセスメントを行い、目標に沿って実施

することができた。基本活動する機会を多く取れるように行事

やクラブ活動を行った。 

・ 外出することが出来なかった為、園庭を利用しピザパーティー

等行い、季節を感じて頂けるように施設内でのあしらえを増や

した。天気の良い日は出来るだけ外でおやつを食べるなど工

夫した。その結果、笑顔やすっきりとした表情がみられ喜びの

声も聞くことが出来た。 

（反省） 

・  多職種間との情報共有や連携が十分に行えず、サービス担

当者会などに十分に反映することができなかった。個別ケアに

関しては当初の行動目標、計画にそって行っていくことがあま

りできていなかった。外出が出来ないこともあり、前向きな計

画も立てることができなかった。 

・  全国的な新型コロナの感染拡大に伴い、施設内でも特別な取

り組み（イベント）なども計画しにくかったこともあり生活面の支

援に終始していた。本年度は上記の反省を踏まえ、しっかりと

アセスメント行い、それに基づいた根拠のある目標設定を行

い、目標の周知を徹底する。（グループ内での意識統一）計画

性のあるケアを行っていく。 

２．看取りケアの充実 （成果）  

・ 新型コロナウイルス感染拡大により、面会制限が続く中、ご家

族様の要望を感染委員会に伝達し、一部ではあったが看取り

時に望みをかなえることができた。また、身寄りのないご利用

者様の看取り対応では、施設内で安置を行い、多くの職員や

ご利用者様とお見送りをすることができ、簡素ではあるが葬儀

も行うことができた。 

・ 看取り介護指針や関係書類の再整備を行い、看取りに関して

の事前確認をすることができた。次年度は、看取り期のご利用

者様への具体的な対応を施設の看取り指針を基に実施してい

く。多くの反省はあるが、全体的な感想として昨年に比べ、少

し前に進むことができた。 

（反省） 

・ 新型コロナウイルス感染拡大の影響で家族懇談会や面会が中

止になり、ご家族様に関しての聞き取り調査や現況報告などが

きちんとできなかった。委員会が不定期の開催となり、委員会と

多職種間での情報共有があまりできなかった。昨年度は新型コ

①ご利用者様とのコミュニ

ケーションを積極的に

行い、日々の個別的な

ケアを充実させる。ご利

用者様、ご家族様の望

みを叶え、安らかな最

期を迎えられるように

一人一人の職員が支

援していく。 

②多職種にて看取前、看

取り後に、ご家族様か

ら要望や感想を聞き取

り、充実した看取りケア

を実践する。 



ロナウイルス感染拡大の影響で外部研修の参加や施設での勉

強会を行うことができなかった。 

３．新人・中途職員・技能

実習生への研修システ

ム構築 

（成果） 

・ 新型コロナの影響もあり、上半期は３密を避けるため、オンラ

インにて研修を行うことができた。新人職員や技能実習生に

対しての新人教育マニュアルを再整備し、役職者への周知と

マニュアルを活用して、新人研修を行うことができた。 

・ 新人職員や実習生と指導員が研修日誌での意見交換や実習

生の自宅訪問を定期的に行い、フォローアップをすることがで

きた。 

（反省） 

・ コロナ禍の中、オンライン研修はとても有効的なシステムでは

あったが、疑問や不明点などの解決に課題があった。初めて

のシステム運用であったため、勉強会を各委員会主体で運用

することができなかった。 

・ 新人職員・技能実習生マニュアルに関しては、介護職員のみ

で、看護職員や相談員、機能訓練指導員などでの対応ができ

なかった。役職員への階層別研修や人事考課制度の構築が

遅れ、考課者訓練も行うことができず、次年度へと持ち越しに

なってしまった。 

 

①R2 年度より、e-ランニ

ング研修システムを活

用し、新人職員・中途

職員・技能実習生が効

率的に必要な専門的知

識習得を出来るように

新たな教育システムの

構築を行う。 

②就業後、半年以上経過

した職員へ業務上の問

題点や疑問点、不満や

意見に対し、指導員が

フォローアップをする。

役職員へ階層別研修を

実施し、業務の指導方

法等の改善を行う。 

４．食の改善に向けての

取り組みに力を入れる 

（成果）   

・ 前期ではコロナウイルスへの感染予防のため、調理クラブ活

動が実施出来なかった。年度中に、コロナウイルスに関して状

況改善が見込めない為、10月より密にならない様な工夫を行

い、クラブ活動を行った。季節に伴った調理クラブを実施。回

数的には月に１～２回程度の実施しか出来なかったが、小人

数で利用者様、職員ともに楽しみながら実施出来たと思う。事

例発表の余暇活動としてもメンバー職員に協力をしてもらった

為、余裕をもって付き添いながら実施出来てよかった。次年度

もおやつ作りや調理クラブの活動が実施出来るよう努めてい

きたい。 

（反省）   

・ 当初は、現状より良い食事を目指し給食プロジェクトを進めて

いたが、現委託業者より撤退の意向が出た為、新規委託業者

の選定へ向けて数社の試食会を実施し検討を行った。プロジ

ェクトメンバーでのアンケートや委託業務内容などを取り上

げ、業者を選定、令和３年度より日清医療食品との委託業務

結託をすることとなった。新規業者との業務開始するにあたっ

①食事提供の内容を見直

す為、業者との関係を

強化し、試食会等の日

程調整や内容の把握、

意見等をまとめる。給

食プロジェクトにて出た

意見を参考に、今後の

施設提供の食事につい

て、プロジェクトを円滑

に進め、現状より良い

食事を目指し実行でき

るようにする。 

②外食支援、イベント開

催、アンケートに基づい

た献立作成など、食事

に関するクラブ活動や



少人数での参加イベン

トを企画し、食事を通し

て、施設生活の充実を

図り、ご利用者様の生

活満足度向上を目指

す。 

て、問題点も多く、４グループ化にも対応できるよう委託側との

意見交換を密にし、より良い食事の提供を目指したい。 

 

５．コンプライアンスの遵

守   

（成果） 

・ 11/5に顧問弁護士である末安先生に高齢者虐待防止、職業

倫理、権利擁護、プライバシー保護に関して全職員を対象に

勉強会をおこなった。グループワークにて介護施設で起こりう

る課題を協議し、高齢者施設におけるコンプライアンスの理解

を深めることができた。また、契約書や重要事項説明書、預り

金関係書類などを末安先生に確認してもらい、法律に基づき

修正を行った。 

（反省） 

・ 重点目標としてご利用者様への接遇の向上を挙げていたが、

職員への接遇マニュアルの周知や評価などが予定よりも遅れ

てしまった。次年度は虐待・身体拘束廃止委員会を中心に勉

強会などを利用して定期的に接遇状況を報告するようにす

る。 

・ 施設での重点目標を全職員にきちんと共有できていなかった

ので、施設理念や事業目標を明確にし、職員会議などで進捗

状況を確認する。 

①全職員が施設・事業所

の社会的役割や自分

の職責を理解し，専門

性を伸ばす努力をす

る。契約書や重要事項

の内容を全職員が理解

して、行動できるように

勉強会や職員指導を実

施する。 

②施設の方針、方向性を

明確にし，行動の理由

を職員一人一人が説明

できるようにする。話し

合いや考えられる時間

を作り，責任をもって仕

事をする。職員が達成

感を持って仕事に取り

組めるようにする。 

 

【職員状況】 

 R1 年度 Ｒ２年度 差 異 

職員（正規） １９名 ２０名 ＋1 

職員（非正規） ８名 ８名 ０ 

職員（非常勤） ３名 ３名 ０ 

入 職 ４名 ３名 －１ 

退 職 ５名 １名 －４ 

＊職員数はＲ３年３月３１日現在の人数。 

 

【行事実施状況】 

開催月  

４月 花祭り、誕生会（各グループ）、玉ヶ枝もち作り 



５月 母の日（デザートレク）、誕生会（各グループ） 

６月 誕生会（各グループ）、地域合同避難訓練 

７月 開園記念日、七夕、誕生会（各グループ）、ピザ釜開き 

８月 誕生会（各グループ） 

９月 誕生会（各グループ）、ご利用者様葬儀（施設内） 

10月 
誕生会（各グループ）、秋のパイ祭り、秋祭り（内部） 

帰宅支援（看取り対象ご利用者様） 

11月 誕生会（各グループ）、火災避難訓練 

12月 
誕生会（各グループ）、帰宅支援（法事）、 

クリスマス会（各グループ）、帰宅支援（リハビリ） 

1月 元旦祝賀会、とそ風呂、お茶会、誕生会（各グループ） 

2月 節分、バレンタインデー(デザートレク) 

3月 
花見ドライブ、防犯訓練、夜間火災避難訓練 

地震風水害防災訓練、ミニドライブ（英彦山） 

 

②清和園短期入所事業 

【稼働率】 
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 目 標 実 績 達成率 

稼働率 ９５％ １０６．４％ １１２％ 

 

③デイサービスセンター清和園 

【稼働率】 

 
  

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10

月 

11

月 

12

月 

1月 2月 3月 平

均 

稼働率

（％） 
47.9 48.2 46.4 48.1 52 55.7 51.3 52.8 51.2 46 49.1 53.3 50.2 

 

 目 標 実 績 達成率 

稼働率 ６５％ ５０．２％ ７７．２％ 

 

【事業所目標】 

目 標 成  果・反  省 

1）ご利用者様の身体機能、認知機能の維

持、向上を目指し、在宅での生活がその

人らしく長く続けられるよう支援する 

・ ケアプランやアセスメントを基に、ご利用者

様の個々の能力にあったプログラムの提供

を実施する。 

・ おやつ作りや絵手紙教室などのクラブ活

動を通して、達成感や存在意義を再確認

できるような働きかけを行う。 

（成果） 

・  ご利用者様の身体機能、認知機能の維

持向上に向け、レクリエーションでの運

動、簡単な計算、朝の挨拶で何個かの言

葉を伝え、帰りの挨拶で思い出して頂くこ

と（回想法）や脳トレ・しりとり等に取り組ん

だ。複数人で脳トレを行い、簡単な計算を

声に出して答えて頂くことで、ご利用者様

同士のいい刺激となった。 
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・ 家庭での生活状況を踏まえた、個別機能

訓練を実施することで長く在宅生活が送

れるように手助けをする。 

 

・  担当ケアマネジャーやご家族と情報共有

を行う事で医師の指示を正確に把握する

ことが出来た。今後も正確な情報収集の

ため、ご家族や担当ケアマネジャーと情報

共有を行っていく。 

（反省） 

・  上半期では、新型コロナウイルス感染予

防のため、調理クラブ活動が実施出来な

かった。昨年度は、新型コロナウイルスに

関しての状況改善が見込めなかった為、

10月より密にならない様な工夫を行い、お

やつ作りのクラブ活動を再開した。 

・  季節に伴った調理クラブを実施することが

できた。回数的には月に１～２回程度の実

施しか出来なかったが、小人数でご利用

者様、職員ともに楽しみながら実施出来た

と思う。 

2）ご利用者様、ご家族と地域をつなぐ役割

を担う 

・ 事業所の活動状況の報告、ご利用者様、

ご家族の要望をお聞きし、地域に開かれた

事業運営の確保とサービスの質の向上を

図ることを目的として、家族懇談会の実施

を行う。 

・ 地域移住民の方が参加できる施設行事の

提案と実施を行い、交流を図る。 

（成果） 

・ ご家族様には、デイ新聞の定期発行やデ

イサービス手帳の活用を継続して行うこと

ができた。また、送迎時などにご利用者様

の状況等をお伝えし、ご家族様の思いを

聞かせて頂くなど、現在できる可能な範囲

にてご利用者様とご家族様を「つなぐ」とい

う役割を実践することができた。 

（反省） 

・ 新型コロナウイルス感染拡大により、緊急

事態宣言が発令され、ご家族相談会を開

催できなかった。同じ理由にて、施設見学

会や地域参加型行事も実施できなかっ

た。     

・ 東峰村での買い物支援サービスを行って

いる拠点にデイサービスのパンフレット設

置の許可がでたので施設でのサービス内

容や食事など興味を持っていただけるよう

なものを制作していく。また、感染拡大が

落ち着けば、デイルームを活用し地域住

民との交流を再開する。 



3）個人に対する情報やケアの統一をし、安

心して過ごして頂けるよう支援する。 

・ ご利用者様が意見や要望を気軽に話せる

環境を作り、ご利用者様の変化をいち早く

察知し、柔軟に対応できるようにする。 

・ ご利用者様の要介護状態の軽減若しくは

悪化の防止に資するよう、その目標を設

定し、計画的に行う。 

・ ご利用者の状態に変化が見られた場合時

はカンファレンスを行い、正確な情報を共

有する。 

（成果） 

・  ご利用者様が意見や要望を気軽に言え

るように普段からの声かけやなじみの関

係を築くことができた。また、コロナ禍であ

っても、必要な担当者会議やデイ会議を

提示開催し、ご利用者様一人ひとりの身

体機能、認知機能、家庭状況、食事状

況、入浴状況など状況確認を細かく行うこ

とができた。 

（反省）  

・  会議等では多くの意見を集約することが

できたが、職種間や職員間でも共通の認

識をもって取り組めていないことも多くあっ

た。今後は、一人一人が責任感を持ち、細

かいことであっても、正確な情報を共有す

ることでサービスの質の向上を目指す。 

4）利用者の心身状態の把握に努め、個人に

あわせた看護・介護の提供と早期発見・

早期治療につなげる援助を行う 

・ 流行性の疾患、手洗い、うがい、口腔体

操、転倒予防などについて指導する。 

・ 家族との連携・各サービス機関との連携を

密にし、介護に反映させる。 

・ご利用者様の意思及び人格を尊重し、常

に利用者の立場に立ったサービスの提

供に努めるものとする。 

（成果） 

・  新型コロナ感染拡大の影響で例年に比

べ、感染委員会の開催や感染対策にこれ

まで以上に取り組むことができた。ご利用

者様への感染対策を徹底指導すること

で、一人暮らしのご利用者様に対して、ご

家庭での感染対策を習慣づけることがで

きた。                          

・  ご家族様・ご利用者様にお願いし、お薬

手帳や処方箋等持参して頂き、お薬情報

をまとめることができ、服薬状況を正しく把

握することができた。また、ご利用者様と

のコミュニケーションを通してご本人様の

意思確認や送迎時に家族へ聞き取りを行

い、異常の早期発見に努めることができ

た。  

（反省） 

・  受診後医師からの指示のもと創傷処置を

実施する機会も多かったが、ご利用者様

より医師の指示を正確に伝達していただ

けないことも多かった。日常でおこりうる創

傷処置は何例も実施でき、勉強になる事

も多かった。お薬情報を更新できていない



方もおられるため、次年度の課題となっ

た。 

５）目標月間利用者数延べ２５３名（定員１５

名 稼働率６５％） 

・ 稼働率目標達成を最優先課題に取り組

み、月間稼働率 65％を達成する。欠席者に

対しては振替利用を提案する。 

・ ケアマネ、民生委員、集落支援員に定期

的な営業と広報活動を行い、個別機能訓

練やクラブ活動などを通じて、体験利用等

の声かけをしていく。 

・ 各職員一人一人が稼働率達成に向け、共

通認識を持ち、全職員、全職種で広報活

動、施設見学対応を行う。 

 

（反省） 

・ 目標に対し、年間平均稼働率が５０．２％

月間平均延べ利用者数 191名と目標に対

し、大きく下回る結果となってしまった。 

デイ新聞の定期発行やケアマネ、集落支

援員への連絡、民生委員会での広報活

動、小石原地区での高齢者宅訪問など行

ってきたが成果が出なかった。コロナ禍に

おいて、外出行事ができない中、施設内

行事を充実させるなどご利用者様への対

応力は向上しているので、施設見学をして

いただける機会を増やしていく。 

・ 次年度に向けて、加算取得や運営方法の

再検討を行い、収益確保を行う。 

 

【職員状況】 

 Ｒ１年度 Ｒ２年度 差 異 

職員（正規） ４名 ４名 ０ 

職員（非正規） ０名 ０名 ０ 

職員（非常勤） ２名 ２名 ０ 

入 職 ３名 ２名 －１ 

退 職 ３名 １名 －２ 

 

【行事実施状況】 

開催月  

４月 花見（園内）、誕生会、おやつレク（おやき） 

５月 子供の日おやつレク（ちまき作り）、母の日、誕生会、 

６月 誕生会、あじさい見学（車窓） 

７月 開園記念日、七夕、誕生会 

８月 誕生会 

９月 誕生会、居酒屋デイ（敬老の日）、デイ運営推進会議（書面） 

10月 誕生会、デイミニミニ運動会、おやつレク（タコ焼き） 

11月 
誕生会、おやつレク（アップルパイ・チョコパイ）、火災避難訓練、

紅葉ドライブ（車窓）、おやつレク（いきなり団子） 

12月 法話、クリスマス会（ミニ）、大掃除、おやつレク（カステラ） 

1月 鏡開き、誕生会、祝賀会、お茶会、おやつレク（大根餅） 



2月 
節分おやつレク（恵方巻）、バレンタインデーおやつレク（チョコ）、

誕生会、 

3月 
ひな祭り、夜間火災避難訓練、地震風水害防災訓練、誕生会 

防犯訓練、桜見物（車窓） 

 

④ケアプランサービス清和園 

担当件

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 平

均 

要支援 １４ １７ １６ １６ 17 １７ 1８ １７ １６ １５ 15 １５ 16.1 

要介護 ２５ ２７ ２８ ２８ ３０ ２９ ２７ ２６ ２６ ２７ ２９ ３２ 27.8 

 

 目 標 実 績 達成率 

目標担当件数 ３６件 ４３．９件 １２１％ 

 

【事業所目標】 

目 標 成  果・反  省 

・ ケアプラン作成件数の年間平均 23 件、予

防ケアプラン作成件数年間平均 13件を達

成するため、嘉麻市及び東峰村で開催さ

れている民生員会や地域ケア会議などに

可能な限り参加し、関係機関と連携しなが

ら積極的に地域課題の解決等に取り組ん

でいく。また、地域ケア会議では、積極的

に事例の提供を行い、アドバイザーから受

けた内容を本人家族が望んでいる生活へ

と上手く繋げられるよう支援提供等を検討

していく。 

・ 地域で抱えている困難事例を積極的に受

け入れるようにする。困難事例を受け入れ

る事で業務負担は増える事が懸念される

が、将来的には頼られる事業所になれる

のではないかと考える。一方で、自分自身

の対応力や判断力などの力が身につくよ

うになり、専門職としての経験値獲得を目

指す。 

・ 地域ケア会議や職員会議にて、地域にお

けるニーズの報告を行い、今後必要となる

社会資源の開拓などに貢献する。個別の

（成果） 

・  今年度は、コロナウイルス感染拡大防止

の観点から様々な会議が中止となる中、3

回の地域ケア会議での事例提出（東峰村

2回、嘉麻市 1回）を行う事が出来た。さら

に、嘉麻市とは取り上げたい課題に対して

嘉麻市の意向（作りたい支援体制）を事前

協議し、必要な支援体制構築となるような

事例の提出も行えた。困難事例の受け入

れも積極的に行えた。今年度は、コロナ渦

でありながら様々な事例やそれに伴う対

応、そして、研修受講に取り組む事が出来

ている。 

・  地域ケア会議での発表や困難事例など

の受け入れによって、行政や関係事業所

からの信頼もいただけるようになり、包括

支援センター以外での、ご利用者からの

直接的な問い合わせや訪問看護事業所

からの依頼を受ける事も出来ている。 

・  飯塚医師会からの依頼により、災害時の

対応としての講義も行う事が出来た。ケア

マネジャー着任当初、これまでの事が出



課題から地域課題など、様々な視点での

報告を行う。 

来るようにならなければいけないというプ

レッシャーはあったものの、4 年終了時点

でこれまでの内容に対応できるようになれ

るとは率直に、思っていなかった。 

（反省） 

・  事業所のやり取りや調整の方が真の困

難事例だと感じることが多く、ケアマネジャ

ーの業務がこんなにも負担があるとも考え

られていなかったという点もある。ご。必要

最低限の支援を提供してもらおうとお願い

しても、必要最低限の支援を事業所の判

断ですり替わってしまっていたり、意識をし

てもらえなかったりすることも多い。困難事

例が、まさに困難化していってしまう背景

でもある。 

・  事業所への間接的な支援を行いながらス

ーパーバイザーとしての視点で、助言や

指導を行っていく必要があると、今後の課

題として感じている。一方で、限界もある

ため、チーム構成は重要な最初の入り口

なのだと感じる。周りに流されるのは非常

に簡単だと思っている。しかし、私個人に

とっては、そうなってしまうのであればケア

マネジャーを続ける必要性もなくなってし

まう事や魅力もなくなってしまうので、知識

を収集し、知恵として発揮するように努力

したいと考えている。 

・  着任当初から、このように取り組んでき

たことが、これまでの成果であると感じて

いる。そして、これらの成果も、結局は数

年後にまた新たな何かを達成する通過点

に過ぎなかったというように取り組んでい

ける事が重要であると考えているので、今

後も自己研鑽に励んでいきたい。 

 

 

【職員状況】 

 R１年度 R２年度 差 異 

職員（正規） １名 １名 ０ 



入 職 ０名 ０名 ０ 

退 職 ０名 ０名 ０ 

 

⑤委員会活動 

委員会 目  標 反  省 

入所判定委員会 

・円滑な入所の継続 

・透明性のある入所 

・外部機関（行政）からの・

要求があった際、スムー

ズに開示出来る様努め

る 

・名簿の作成が少し遅くなってしまった。第

三者委員会は今回新型コロナウイルス

により、緊急事態宣言や当園面会謝絶

という事もあり、書面での報告となった。 

・入所申込があっていたご家族様から入所

の順番確認の連絡が多く、今年度は、入

所名簿をすぐに作成して、ご家族等に対

応できるように努めたい。 

苦情解決委員会 

・迅速な苦情対応 

・苦情、要望発生から解決

までの透明性の確保 

・フォローアップ 

・苦情の内容傾向調査 

・活動内容としては、ご利用者等に聞き取

りをおこない、ご家族様からの要望、苦

情に対して対応。今年は、フォローアップ

としてその後、声掛けを行う事が出来

た。 

・第三者委員会は今回新型コロナウイルス

により、緊急事態宣言や当園面会謝絶

という事もあり、書面での報告となった。 

褥瘡対策委員会 

・褥瘡報告書の提出基準と

期限の設定 

・褥瘡要因を明確にし、リス

クの軽減策の検討と実

施状況の把握 

 

・身体状況の把握と予防対策では、リスト

作成ができなかったため周知徹底が行

えなかった。 

・褥瘡報告書の提出方法については、提出

基準と期限は明確に決めることができ

た。 

・褥瘡を再発されるご利用者様が何名かお

られ、対策が適切であったのかの検証

が不十分であった。ご利用者様１名が完

治までにかなりの期間を要したが、それ

以外のご利用者様については、早期完

治出来ていた。褥瘡ハイリスクご利用者

様に対して、日頃のケアがもう少しきち

んと行えていたらと反省している。 

虐待・身体拘束廃

止委員会 

・ご利用者様が安心して過

ごしやすい生活が送れる

ように虐待、身体拘束廃

止に努める。 

・言葉使いの徹底（利用者

様に不快感を与えないよ

・今年度はオンラインでの勉強会を行った

が、基本的な内容をしっかり学ぶことが

出来たので、新人職員や技能実習生も

意欲的に取り組めたのではないかと思

う。 

・接遇では、たまに命令口調になっている

ように思える。職員間での立ち止まって



う） のあいさつが出来ている人と出来ていな

い人がいた。勉強会後は言葉使いが良

くなったように思える。 

・接遇マナーに関しては、委員会以外の職

員がどれだけマニュアルを理解できてい

るのか不明な点もあるので、もっと委員

会で呼びかけを行うべきであった。また、

いつでも見やすい箇所にマニュアルを置

く工夫も必要。 

喀痰吸引等委員

会 

・喀痰吸引資格に関して、

対象者の令和 3 年度内

取得を実施する 

・吸引器の毎週定期点検を

行い、実施記録を作成す

る 

・看護職員による機器使用

に関して、対象職員への

指導を行う 

・施設内での事例を参考

に、より具体的な内容の

勉強会を行う 

・新型コロナウイルス感染拡大の影響で実

施することができなかった。能古清和園

にて実地研修の指導体制が整い次第再

開する。また、吸引器に関してはこれま

で同様、定期的に点検をおこないこれま

で以上に感染対策を重視し、必要に応じ

てチューブ等の購入を検討する。 

・これまでの勉強会での内容や発表の仕

方では、伝わりにくいという意見が聞か

れたため、今年度の喀痰吸引員会勉強

会では、Ｅ-ランニングを活用した勉強会

を実施した。 

 職種や資格により、不必要な内容も含ま

れていたため、研修内容と研修対象者を

再検討する。対象職員には、看護職員

により実技指導を計画的に行う。 

広報委員会 

・施設内行事、外出時の写

真の整理と掲示を行う 

・写真整理 

・近況報告の提出、管理、

ケース記録のまとめ管理 

・広報委員会としての活動は写真整理と、

提出書類の管理ぐらいしかできていない

ので委員会の具体的な役割をもう一度

考える必要がある。掲示物に関しては広

報委員会以外の方が積極的に掲示して

くれていたが委員会として協力ができて

いなかった。 

事故対策委員会 

・毎月の事故報告書、ヒヤ

リハットの集計及び分析 

・骨折などの重大事故につ

いての対策会議 

・報告書、ヒヤリハット書類

の管理勉強会の資料作

りと報告等 

・ヒヤリハットの重要性は毎年、委員会から

議題等に挙げているが機能していない

面があった。また重大事故については繰

り返し、転倒される方が骨折した事故も

あり対策、事故への意識に課題があった

と思われる。その他では対策会議がしっ

かりできていなかったり、報告書の提出

が遅れたり等の問題があった。来年度

はヒヤリハットへの意識を高め有効活用

できるように努める必要がある。また報

告が速やかに出来るように対策会議を

その日のうちに行える体制を考えていく

必要がある。 



感染対策委員会 

・感染対策マニュアル見直

し（新たな感染症など） 

・備品の確認と補充 

・環境整備 

・利用者の清潔維持に努め

る 

・職員の感染予防対策を周

知徹底 

・本年度は新たに感染症（新型コロナウイ

ルス）を中心にその都度検討し全員に周

知した。今まで以上に、職員の感染予防

に目を向け、徹底し拡大防止に努めた。

最初は、どれくらいの備品を準備すれば

と良いのかわからず戸惑っていたが連

携をとり行えた。 

・インフルエンザ、コロナウイルスの感染症

拡大防止することが出来た。 

・備品の整理整頓が出来ていない事があっ

た。 

・感染時の必要物品のカートは現在 2 台し

かない為、来年度は 4グループになる事

も考え 2台追加する必要があるが、準備

し引継ぎが出来なかった。 

看取り委員会 

・看取り対象ご利用者とご

家族のニーズを把握しそ

れに沿った支援プランを

作成する。 

・全人的痛みを理解し苦痛

の緩和が実現できるよ

う、医師、看護師と連携

をとりケアを行う。 

・迅速、スムーズな対応が

出来るようマニュアルの

見直し作成。 

・看取りに対しての知識の

向上。 

・令和２年度の看取りの反省として、新型コ

ロナウイルスの影響で家族懇談会や面

会が中止されたことから、ご家族様に関

しての聞き取り調査や現況報告などがき

ちんとできなかった。良かった点として

は、新型コロナウイルスで面会制限が続

く中、ご利用者様の要望を感染委員会に

伝達し、一部ではあったが看取り時に望

みをかなえることができた。また、あるご

利用者様では、施設内で安置を行い、多

くの職員やご利用者様とお見送りをする

ことができ、簡素ではあるが葬儀も行う

ことができた。次年度は、看取り期のご

利用者様への具体的な対応を施設の看

取り指針を基に実施していく。多くの反

省はあるが、全体的な感想として昨年に

比べ、少し前に進むことができた。 

研修委員会 

・用紙を配布しての勉強会

から PP を使用した勉強

会へ移行していき人前で

発表するスキルを身に付

ける。 

・認知症のメカニズムと認

知症ケアについて 

・ポジショニング、シーティ

ング、普段の正しい姿勢

・上半期は新型コロナウイルスの影響で E-

ラーニングでの実施をした委員会が多か

ったが、上半期は、他委員会より相談が

ありＰＰを一緒に作成したりするなど前年

度に比べできたので、今年度以降も継

続し実施していく。 

・アンケートに関しては、集計が遅くなっ

ている事が多くなっており反省している。

毎月の研修については、若干の変更は



等。 

・E ラーニングの活用（動画

を活用する事で、介護技

術や意識の統一を図る） 

あったものの、概ね予定通りに実行する

ことが出来た。次年度、さらに外部研修

等を入れ、研修のクオリティを上げていき

たい。 

 

 

⑥研修・勉強会等 

【施設外研修】 

日にち 研修名 内 容 参加人数 

6月 17日 実習生 2号移行試験 実技・学科試験 2人 

10月 29日 主任介護支援専門員研修 人材育成及び業務管理 １人 

11月 10日 介護支援専門員研修 ファシリテーション研修 1人 

1月 14日 外国人介護職員研修 日本の文化を理解する ２人 

1月 25日 主任介護支援専門員研修 個別事例を通じた指導・支援 １人 

1月 28日 外国人介護職員研修 介護専門用語に関して 2人 

2月 11日 外国人介護職員研修 介護専門用語に関して 2人 

2月 15日 主任介護支援専門員研修 個別事例を通じた指導・支援 1人 

2月 24日 主任介護支援専門員研修 個別事例を通じた指導・支援 １人 

2月 25日 外国人介護職員研修 医療・介護関連用語に関して 2人 

3月 4日 主任介護支援専門員研修 個別事例を通じた指導・支援 1人 

3月 11日 個別事例を通じた指導・支援  ２人 

 

 

【施設内勉強会】 

日にち 実施担当 内  容 

6月 22日 
・研修委員会 

（オンライン研修） 

・認知症研修 

7月 27日 
・喀痰・吸引対策委員会 

（オンライン研修） 

・喀痰吸引等研修の概要 

・吸引の際の観察ポイント 

・利用者の把握 

・医療との連携 

８月２４日 

・事故防止策員会 

・感染防止対策委員会 

（オンライン研修） 

・事故防止研修 

・感染対策研修 

9月 28日 

・褥瘡予防、虐待身体拘束廃

止委員会 

（オンライン研修） 

・褥瘡予防研修 

・身体拘束廃止研修 

11月５日 ・末安先生（顧問弁護士） ・高齢者権利擁護 



・プライバシー保護 

・法令順守（職業倫理） 

12月２８日 
・感染防止対策委員会 

・看護職員 

・新型コロナ感染対策 

・感染経路 

・感染事例 

2月 22日 

・アクエルド社労士 

船津先生（外部講師） 

・事故防止委員会 

・人事考課制度に関して 

・事故、ヒヤリハット集計 

・事故事例研修 

１２月２３日 ・施設長 
・高齢者権利擁護 

・個人情報、プライバシー保護について 

２月２４日 
・事故防止策員会 

・虐待身体拘束廃止委員会 

・介護現場のリスクマネジメント 

・接遇マナーに関して 

３月２２日 ・全体研修 

・介護報酬改定に関して 

・人事考課に関して 

・グループケアに関して 

 

【会議】 

会議名 開催数 内  容 

給食会議 １２回 
入所者の食事についての変更事項、翌月の行事につい

て 

職員会議 １３回 翌月の行事決め、入所状況、各部署からの意見等  

グループ会議 8回 入所者について、各委員会報告等 

デイスタッフ会議 10回 
前月の反省、認定変更、利用者の利用の変更、翌月の

行事決め 

各種委員会会議 随時 

「事故・感染対策委員会」「虐待・拘束廃止委員会」「褥

瘡対策委員会」 「苦情解決委員会」「喀痰吸引委員会」

「看取り委員会」「広報委員会」「書類・物品管理委員会」

「研修委員会」「よかとぎ委員会」 

入所判定委員会 2回 新入所者選定他（書面） 

家族、利用者会議 0回 
施設事業報告、施設処遇の概要報告、年間行事につい

て、各担当より連絡事項、居宅事業紹介（中止） 

介護職リーダー会議 6回 新人職員の指導について他、業務内容の見直し他 

デイ運営推進会議 １回 
デイサービスの運営状況を半年に１回、外部構成員と

の意見交換 （１回はコロナ感染拡大の為中止） 

 

⑦苦情受付 

事業所 内  容 

特別養護老人 （苦情・要望） 



ホーム清和園 

（短期入所含） 

デイ１件  ご利用者様ご家族より、本人はデイを欠席する予定であっ

たが、職員より本日は誕生会なので昼食も特別メニューな

のでお越しくださいと言われ、本人も行く気になっていたの

に、迎えに来た職員から F さんは特別食（疾病の為）なの

で、他の方とはメニューが違いますよと言われ、気分を害

されたとの連絡が家族からあった。 

 

特養１件  特養へ入所２日目にご利用者様から職員から叩かれたと

の報告があった。 

 

（対応・解決策） 

デイ１件  送迎にいった職員が上記の経緯を知らず、ご利用者様も

特別メニューではあるけれども疾病のため、一部のメニュ

ーが他の方とは違いますよという意味で言ったが、ご利用

者様は食事を楽しみにしていたのに職員間の連絡不足で

ご利用者様・ご家族様に不愉快の思いをさせた。職員へ

は細かいことであっても必ず連絡帳等に記載するよう情報

共有を指示する。 

 

特養１件  ご利用者様からの苦情が入所して翌日のことだったので

日勤帯・夜勤帯に勤務していた全職員に聞き取り調査を

行う。全職員より虐待を疑われるような言動は一切してい

ないという回答であった。一部の職員からご利用者様が入

所された初日の日中に、以前いた病院で頭を叩かれと言

っていたとの話があった。ご利用者様に再度状況確認を

行うと、いろいろな話が混同しておられ内容も変わってしま

っていた。その日より約１か月の間、職員がご本人へ声掛

けを行ったが、虐待などを疑う言動はなかった。今回は、

ご利用者様が何か思い違いをされている可能性もあるが

全体会議を開催し、今回の事例を職員へ説明し、虐待防

止にして周知を行う。 

 

 

⑧助成金・補助金等 

名  称 内  容 

・介護ロボット導入支援助成金 

・雇用開発助成金 

・新型コロナ助成金①② 

・1,638,000円 

・500,000円（前期・後期） 

・①2,000,000円（介護慰労金） 



・②3,196,000円（感染対策支援金） 

内訳   ・特養 1,899,000円  ・短期  376,000円 

      ・デイ   573,000円  ・居宅  348,000円 

 

⑨地域貢献・地域交流活動 

取り組み名 内  容 

東峰村合同避難訓練 ・ 6/28（日）に昨年に続き、東峰村全体で開催された地域

合同避難訓練へ職員 3 名にて参加する。しかし、新型コ

ロナウイルス感染拡大防止の為、点呼のみで避難訓練

を実施することができなかった。実際に災害が起きた場

合には、コロナ禍での災害対応を行っていく必要がある

ので必要物品の確認や BCPの職員への周知を行う。 

 

 

 

４．能古拠点事業報告 

①特別養護老人ホーム能古清和園 

【稼働率】 

 
  

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

稼 働 率

（％） 
78.4 81.2 83.3 80.7 79.1 84.4 84.5 87.7 85.1 87.3 88.9 91.2 

84.3

5 

 

 目 標 実 績 達成率 

稼働率 ９５％ ８４．３％ ８９％ 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

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

稼働率（前年比）

Ｒ1年度 Ｒ2年度



 

 令和１年度 令和２年度 差 異 

平均要介護度 ３．６ ３．４ －０．２ 

入 所 １４名 ３０名 ＋１６ 

退 所 １２名 ２０名 ＋８ 

 

【施設目標】 

目 標 成 果 ・ 反 省 

１．サービスの質の向上  

（成果） 

・毎日の朝礼で施設理念を唱和し、共有に励んでいる。 

（反省）  

・介護方針の共有が出来ていなかったため、理念同様パネル等

の作成を行う。 

①理念・介護方針の共有 

②確実な口腔ケアの実施 

（成果） 

・訪問歯科の歯科衛生士の協力を得て、個別の口腔ケアの指導

や実施を行った。 

（反省） 

・積極的に取り組みを実践したが、誤嚥性肺炎で入院する方が多 

くいらっしゃったので、次年度も歯科衛生士の協力を得ながら口 

腔ケアの質を向上させる。 

③ユニットケア、ユマニチ

ュードケアの定着 

（成果） 

・委員会活動を通して、委員に対してユマニチュードケアの理念の 

伝達から実践的な実技指導を行った。 

（反省） 

・活動が委員会のみになってしまい、施設全体で取り組むことがで 

きなかったので、次年度の介護部門の計画に取り入れて更なる 

定着を図る。 

④エビデンスに基づくケア

の実践（水分補給による

脱水予防） 

（成果） 

・管理栄養士の採用に伴い、水分量の管理を行うことができた結 

果、脱水で入院される方の数が大幅に減少した。 

（反省） 

・現場職員の中で水分補給への意識の差が以前とあり、水分量 

の詳細な記録についても統一ができなかったため、次年度は更 

に記録等も含め摂取水分の管理を徹底する。 

⑤看取りケアの充実 

（成果） 

・1名の方の看取りケアを実施することができた。 

（反省） 

・能古島在住の看護師が退職することに伴い、現状の看取りの体 



制を変更する必要があるので、協力病院との話し合いを継続し 

て行う。 

２．職員個々のスキル 

アップ（人材育成・プロ意

識の醸成）・リーダー育成 

 

 

 

（成果） 

・コロナ禍で集合研修の実施が困難な時に非常に役に立った。 

（反省）  

・勤務時間内で動画を視聴することが難しく、受講率に差が出てし 

まった。 

①オンライン動画の活用 

②各種委員会活動及び

施設内外研修の充実 

（成果） 

・新規委員会の活動が活発に行われ、ケアの場で活かされる事 

例が多くあった。 

（反省）  

・委員会間で活動内容に差が大きく出てしまった。次年度は委員 

会リーダーの変更や委員会の再編を実施し、活発な活動を促 

す。 

③新人教育・階層別（リー

ダー及び役職員）研修の

充実 

（成果）  

・外部講師による役職者研修を積極的に実施することができた。 

（反省）  

・新規雇用職員の研修が予定通り実施できなかった。また、役職 

者研修で研修後の効果検証が不十分だった。 

④事例研究発表の開催 

（成果） 

・今年度も事例研究発表を実施することができた。 

（反省） 

・部署間で発表内容に差が出ていた。 

３．コンプライアンスの 

徹底 

 

 

（成果） 

・新人研修や朝礼等を通じて、理念の浸透を図った。 

（反省）  

・行動指針の浸透が不十分だった。 

①理念・行動指針の浸透 

②規則や指針・マニュア

ル等の見直し 

（成果）  

・事務分掌や就業規則の見直しから、各種運営マニュアルの見直 

しを順次行った。 

（反省）  

・作成したマニュアルの活用状況の検証が出来ていなかった。 

③労務管理の徹底 
（成果） 

・5月より勤怠システムの導入を行い、時間管理の強化ができた。 



また、希望休や有休の取得についてルールを明確化し、浸透さ 

せることができた。 

（反省）  

・計画していた各種申請書や届出書の変更ができなかった。 

④ガバナンスの強化 

（成果）  

・人事考課制度を再構築し、組織図の見直しを実施することがで 

きた。また、事務分掌を作成し、各職種の役割を明確化した。 

（反省） 

・組織体制の浸透・強化、各役割の共有が不十分だった。 

⑤コンプライアンス教育 

（成果）  

・外部講師による専門研修を実施する予定で、日程調整まで行っ 

たが、コロナウィルス感染症の影響のため、中止になってしまっ 

た。 

（反省） — 

⑥顧問弁護士との契約 

（成果）  

・顧問弁護士と今年度より契約し、契約書のチェック、苦情相談等 

行うことができた。 

（反省）  

・コンプライアンス体制のサポートについて相談することができな 

かった。 

⑦福祉サービスの第三者

評価の実施 

（成果） 

・申込、予約、自己評価の送付までは実施できたが、コロナウィル 

ス感染症の影響で評価の実施まで至らなかった。 

（反省） — 

⑧自己評価の実施 

（成果）  

・毎月、定期的にラウンドチェックを実施することができた。 

（反省） 

・チェック内容がマンネリ化しているので、内容の見直しが必要。 

４．業務効率化に向けた 

環境整備 

 

 

（成果）  

・看護職員のユニット勤務の実現に向けて、会議を重ね、次年度 

から実施する状況を作った。 

（反省）  

・環境を整えたが、実践までには至らなかった。 

①看介護職員の協働 

②業務分担の工夫 

（成果）  

・各種専属職員の採用を実施した。 

（反省）  

・採用後のフォローが十分に出来ず、早期の退職につながるケー 



スがあった。 

③中高齢者の雇用促進 

（成果） 

・採用はできなかったが、ユニットに固定配置をする計画を作成 

し、実施環境を整備できた。 

（反省）  

・採用活動を実施したが、結果的に採用に繋がらなかった。 

④外国人技能実習生の

受入れ 

（成果）  

・第 2期生の面接、採用予定者の決定を行った。 

（反省） — 

⑤介護ロボットの導入 

（成果）  

・委員会の立ち上げや研修を通じて、ICTや IOTの認識、浸透強 

化に励んだ。 

（反省）  

・他施設見学や展示会視察等がコロナウィルス感染症の影響で 

実施できなかったので、次期導入計画の策定を行うことができ 

なかった。 

５．雇用状況の安定化  

（成果） — 

（反省）  

・コロナウィルス感染症の影響により、訪問や施設見学会の開催 

が出来なかった。 

①ハローワークとの協力

体制 

②就職説明会への参加

や学校訪問 

（成果） — 

（反省） 

・コロナウィルス感染症の影響により、説明会の参加や学校訪問 

ができなかった。 

③メンタルヘルス対策 

（成果）  

・外部講師による研修を実施し、メンタルヘルスに対する意識の向 

上を図った。必要時に産業医の面談を実施することができた。 

（反省）  

・メンタル不調により数名が休職した。 

④労働安全衛生対策 

（成果）  

・産業医が参加する衛生委員会を実施することができ、超過勤務 

の確認や巡視等安全衛生体制の強化を実施できた。 

（反省）  

・衛生管理者による巡視が不定期実施となってしまった。 

６．財務基盤の安定化  

（成果）  

・空きベッドのショートステイ活用により特養ショートの合算目標は 

達成することができた。 

①利用稼働率の向上 



（反省）  

・通所介護とケアプランの稼働目標は達成することができなかっ 

た。 

②入院者を出さない（転

倒骨折、脱水、誤嚥性肺

炎） 

（成果）  

・脱水による入院者は減少した。 

（反省）  

・全体的な入院者は増加してしまった。 

③コスト意識の向上（前年

度比１０％削減） 

（成果）  

・啓発活動を通じて、水道光熱費の意識が向上した。 

（反省）  

・今冬の燃料費の高騰により、変動契約をしていた電気代が大幅 

に増加してしまった。 

 

【ユニット目標】 

 目 標 成  果・反  省 

水仙 

② ユニットの環境整備 

 

 

 

 

②年間を通し、食事や残存

機能を活かしたレクを増や

す。 

 

 

 

 

③研修生導入の為の知識と

技術の向上に努める 

・ユニット内消毒と共に朝食後掃除機をかけるという習

慣が出来た。居室内も同様に以前に比べると職員の意

識の向上ができている。またアルコール消毒を各テーブ

ルに置くことにより手指消毒、汚れたれ物などにすぐに

アルコールを使うという習慣が出来ている。 

・食事レクを増やし、日勤者一人でも行えるレクを計画し

て実行した。一人でも行えるという事に関しては調理器

具（焼き芋器→焼き芋やふかしイモ）やレク道具（水書

道、塗り絵→個別の ADL にあった物）を購入し行えた。

食事量 UP の為に、ラーメンや餃子、煮魚、夏にはぶっ

かけ素麺。焼き芋などを行った結果、利用者様の平均

的な食事量向上につながる結果となった。 

・youtube研修に関しては、予定月では行えないこともあ

ったが、ユニット会議の中で３項目の研修を行えること

が出来た。併せて、研修生も日々の介護に関して向上

心がみられる。 

秋桜 

①計画性を持って各利用者

様のADL等の向上維持に努

める。 

 

 

 

②年間を通してレクレーショ

ンを多めに行っていく。 

・24 時間シートの様式を決定し、各担当で作成に取り掛

かっている。12 月度の月目標として、「+ワンアクション」

と題し、各担当で生活リハビリを考え日勤帯で実践に挑

んだ。取り組みが難しい利用者様もいるが、ある程度の

方にはリハビリとして取り組んでいただき、ADL の維持・

向上に繋がっていると思われる。 

・7 月納涼会、8 月花火＆かき氷、10 月どら焼き作り＆

美味しいコーヒー、11 月手巻き寿司、12 月クリスマスケ



 

 

 

 

③利用者様の整容をきちん

と行っていく。 

④チームの絆を高め秋桜ユ

ニットを良くしていく。 

ーキ作り、2 月ちぎり絵、その他水仙との合同レクや正

月レク等の企画も実行でき、コロナ禍でもできるだけ皆

さまに楽しんで頂けるレクを企画、実行できた。またその

時の写真を掲示したり、御家族に送付することもでき

た。 

・各々が意識することにより、ある程度実施できていたと

思う。 

・メンバーが安定し、それぞれの意見をすり合わせなが

らケアを統一することや、レクを通して楽しい時間を共有

することで、秋桜の一員としての自覚と責任を目覚め指

すことが出来たと思う。ほっこりノートの活用や、いいと

ころを認め合うことで、秋桜ユニットへのエンゲージメン

トは高まったと思われる。 

紫陽

花 

① 褥瘡予防と改善に努め

る 

 

 

 

 

 

 

②2 ユニットの協力体制の強

化を図る 

・褥瘡対象者（現在 2名） 

入退院の繰り返しで悪化していた時期もありましたが、

下半期に入ってからは改善に向かっています。 

寝たきりの方は適時体位交換をして褥瘡予防していま

す。 

・栄養についてのアセスメントが出来ていなかった。 

栄養士含め改善のためのアセスメントをして褥瘡改善

の方法を探るべきでした 

・協力ユニットとの合同会議を1回しか行えず、ケアの統

一ができていなかった 

・週 1 回のミルトンの入れ替えの日付の記入がされてい

なかった 

・排泄チエック票の記入もれがあった 

向日

葵 

① 協力ユニットとの協力体

制を築く 

 

 

 

 

②介護職員としてのプロ意

識の向上 スキルアップを

目指す 

・合同会議の開催は出来た もう少し回数増やせたら良

かった。 

情報共有はラインやお互いの連絡ノートを活用し、ある

程度できたが、情報伝達方法が乱雑化し、確認した/し

てない の行き違いがあった。 

開いてユニットの業務に入ることが少なく、お互いの内

情を把握するまでには至らなかった。 

基本的なケアの見直しをはかるが、まだ足りない部分が

あるので今後も継続する。 

撫子 

①他職種と協力しながら、利

用者様の生活リハビリの

向上に努める。 

 

・毎月利用者様の ADL の状況の確認見直しを行い、生

活リハビリに繋げる。今年８月から 12 月で 6 件の事故

が起きているので、事故後にユニット会議で検討し、対

応を統一する。 



 

 

 

②利用者様の居室の環境整

備を行い、事故防止に努

め、利用者様の身の回

り、衣服等の整理を行う。 

◎利用者様の ADLの状況に応じて、他職種との協力は

時々行っていた。利用者様の脱力、ふらつき等は時々

見られるが、毎日の生活リハビリは実施いている、ADL

はあまり変わりない為、出来ている。今後も継続する。 

・利用者様の身の回り、衣服等の整理を行う。  

・事例発表で整容に取り組んだが、やっているのに記録

をしていない事が多かったので、ユニット会議で告知し

て対応をする。 

こまめに整理整頓を行う。 

菫 

①利用者様が笑顔で過ごせ

る、職員が笑顔で仕事が

できるにはどうしたらいい

かを 

 考える 1年とする。 

② 年度内に４回、合同会議

を行う。 

③ ユニットの整理整頓、エ

アコン、電気器具、備品

等の清掃、清潔・不潔の

区別の徹底 

・ユマニチュードの勉強会を行う。ユニット会議とは別に 

シフト 

→勉強会はシフトが組めず、未開催。 

・レクリエーションの充実、合同レク、外出レクの開催。 

→外出レクはコロナの影響で中止。 

  合同レクは「焼き芋レク」を開催し、多くの利用者様 

に喜んでいただくことが出来た。  

・副主任に協力していただき、夜勤職員、または遅番職 

員にもできるだけ入ってもらうようにする。 

→10月の１回のみ開催できた。 

→居室の整理整頓が不十分だった。利用者様の個性を 

生かした対策の検討が必要。その他エアコンのフィル 

ターはユニット協力で出来た。 

・備品清掃や清潔・不潔区別の徹底は、引き続き改善 

の余地あり。 

蓮華 

① 他ユニットから目標とさ

れるような接遇に取り組

む 

 

 

 

 

 

② 環境整備 

 

 

 

 

 

 

職員間で注意しあえる関係・環境について 

・職員同士の相互作用により、良い影響を与え合うこと

が出来た。利用者様からも「以前に比べてここは雰囲気

が変わったよ」と言っていただけるようになった。 

・ユニット内の注意事項、気付き等は積極的に連絡帳に

記載し共有できた。 

・研修会内容をユニット会議で話し合うことは出来なかっ

た。 

・担当者のみが中心ではなくユニット・協力ユニット職

員、フリー、夜勤明け等、手の空いた者が率先して行う

ことが出来た。 

・喚起は感染症対策等、十分に配慮して行うことが出来

た。加湿器の手入れ等が十分ではなかったので以後、

取り組んでいかねばと感じる。 

・その他、エアコンフィルター掃除は出来た。 



 

③ レクリエーションについて 

 

 

 

 

 

 

④ 合同会議 

・利用者ご家族様が個々に用意された防虫剤等の定期

的な交換等が不十分だった。 

・誕生日会は、レクレーションも兼ねカードやケーキ、プ

レゼントなど積極的に行い楽しんでいただけた。 

・新型コロナの影響にて外出等出来なかった為、四季

折々のレクレーションを工夫して行った。 

（夏はかき氷、秋はハロウィン、冬クリスマス・正月・節

分・バレンタイン） 

・菫ユニットと合同で焼き芋レクを行った。 

・合同会議は 3回予定していたが、1回のみだった。 

鈴蘭 

② レクレーションの充実 

 

 

 

② 基本的なケアが当たり前

に実施できる 

 

 

 

 

④ 24ｈシートの活用 

・コロナの影響や人員不足の影響もあり外出レクは出来

なかったが人員不足が落ち着きだして季節を感じられる

レクや利用者様ニーズを取り入れたユニット内での食事

レクは開催できたと思われます。この調子で来年も行っ

ていきたいと思います 

・計画的に出来ていなかったが排泄介助はトイレに行け

ていなかった利用者様などトイレで排泄介助が出来るよ

うになり排便のコントロールは出来ていたと思います。

入浴も無理なく入浴に入れていたので良い点だと思わ

れる。ユニット内で統一出来ていても隣のユニットに報

連相が不十分だった為その点を次回はスムーズに行え

るよう課題にしたいと思います。 

・なにも出来ていませんでした。業務量が増えるためそ

の点を考慮しながらケアプランと連動できるような方法

を模索したいと思います。 

 

 

 

菜の

花 

桜 

（ショ

ー

ト） 

① ケアの質の向上の為、基

本的ケアに関しての個人

個人のスキルアップを図

る 

 

 

 

 

 

 

 

令和 2 年度 件数 

【肺炎】 1 

【尿路感染】 1 

【褥瘡】 0 

【転倒】 7 

【肺炎防止】口腔ケアの徹底に努め、個々に合った食形



 

 

 

 

 

 

②個別レクリエーションの充

実 

態をその都度検討し変更したが、誤嚥性肺炎の方が 1

名いらっしゃった。 

【尿路感染、褥瘡防止】陰洗の徹底に努めたが、尿路感

染の方が 1名いらっしゃった。 

【転倒防止】転倒後にカンファレンスを行い再発防止に

努めたが、同じような転倒事故が 2,3件あった。 

・移乗介助に関しては、ユニット職員でミーティング

行い介助方法の統一を図った。移乗時の怪我防止に

努めた。 

・整容の強化（髭剃り、爪切り、汚れた衣類の着替え、

眼脂除去）に取り組み、綺麗な姿で生活して頂いた。 

・前年度よりも作業レク（塗り絵、クロスワード、音

楽鑑賞、折り紙等）のレパートリーを増やしたことに

よって、個々に合った楽しみ方をご提供できた。 

・個別リハ：歩行困難な方に対して、歩行前に下肢の

可動域訓練を行い、できる限りご本人に無理のいか

ない歩行介助を行うことができた。 

 

 

 

 

 

 

桜 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① ケアの質の向上の為、基

本的ケアに関しての個人

個人のスキルアップを図

る 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４月～2 月 桜ユニット 

【肺炎】 ０名 

【尿路感

染】 
2 名(４月、１１月) 

【褥瘡】 ０名(ハイリスク者１名) 

【転倒】 5 件(うち１件で入院あり) 

【入院】 
4 名(転倒：1 件、脱水：2 件、その

他：1 件) 

【落薬・

誤薬】 
7 件(誤薬 2 件) 

①総括としては肺炎、褥瘡予防については達成でき

たものの、入院者の多さと薬関連の事故の多さに課

題が残っている。 

入院に関しては脱水が半数を占めており、早くに

看護師・栄養士と連携をとっていれば違う可能性も

見えていたのではないかとの反省がある。 

薬関連では落薬が前期 2 件で後期 3 件、利用者様

が誤って他利用者様の薬を飲む誤薬が 2 件となり、

改めて薬の管理の杜撰さが浮き彫りとなっている。2

件のアセスメント後は協力ユニットにて薬管理方法

を統一するように改めて連絡をしており、今後同様

の事故が無いように厳命する。 

 また大勢での個別カンファレンスがユニット会議



 

 

 

 

 

 

 

② 個別レクリエーションの

充実 

頼りとなっており、上記連絡の件と合わせて、共有申

し送りシートの導入を早める等の対策をうってい

く。 

 良い点としては、ユニット内に置いた認知症・薬関

連の本が目に留まり、読了したとの声をよく聞いた

事である。 

② コロナウイルスの影響で外出レクは実施できず。 

 内部でのレクは 7 月、11 月(合同)の食事関連レク

を実施。特に 7 月のものは飾り付け部分が参加型で

あり、非常に好評をいただいた。 

 計画書を提出したのは上記 2 件だが、午後に空い

た時間などにリビングのテレビを利用して音楽や映

画を流したり、定期的には実施している。 

 特にショートユニットは退屈を嫌うご利用者様も

多く、今後の継続性が重要視される。 

 

【職員状況】 

 Ｒ1年度 Ｒ２年度 差 異 

職員（正規） ６３名 ５４名 －７ 

職員（非正規） ７名 １名 －６ 

職員（非常勤） ７名 ９名 ＋２ 

入 職 １５名 １０名 －５ 

退 職 １８名 ９名 －９ 

＊職員数はＲ３年３月３１日現在の人数。 

 

【行事実施状況】 

開催月  

４月 ユニット誕生会、職員健康診断、ユニットおやつ作り 

５月 
ユニット対抗レクリエーション、端午の節句、母の日、ユニット誕生

会 

６月 ユニット対抗レクリエーション、ユニット誕生会、散髪 

７月 ユニット対抗レクリエーション、ユニット誕生会、散髪 

８月 法話、ユニット誕生会 

９月 ユニット誕生会、食欲の秋（サツマイモ、ぜんざいを食す） 

１０月 ユニット誕生会、散髪 

１１月 ユニット誕生会、ユニットおやつ作り、散髪 

１２月 年越し蕎麦、ユニット誕生会、お茶会、散髪 

１月 元旦レク、七草粥、鏡開き、ユニット誕生会、ユニット食事作り 

２月 
節分（豆まき、恵方巻）、ユニット食事作り、ユニット誕生会、ちぎり

絵 



３月 ひな祭り、ユニット食事作り、ユニット誕生会、散髪、ちぎり絵 

 

 

②清和園短期入所事業 

【稼働率】 
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 目 標 実 績 達成率 

稼働率 100％ １４9.0％ 149％ 

 

 

③デイサービスセンターのこ清和園 

1 事業の目的と運営 

      社会福祉法人 小石原福祉会が実施する指定通所介護事業及び日常生活支援総合事業の適

正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、介護保険法に基づいて、

要介護認定者、要支援認定者に、介護サービスを実施し必要な支援及び機能訓練を行うこと

により在宅生活が、心身機能の維持及び利用者の家族の身体的、精神的負担の軽減が図れる

よう努めます。 

2 事業所の所在地 

 福岡市西区能古７７７番地１ 

3 令和元年度 運営の実績、報告 

（1） 利用定員  １日／３０人 

（2） デイサービス利用状況 
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計 

開所日数（日） 26 27 26 27 26 19 27 25 26 23 24 27 303 

延利用者数（人） 484 458 604 600 558 412 650 596 587 468 560 630 6607 

前年度実績 604 601 565 634 626 614 631 608 520 555 541 564 7063 

1日平均利用者数 18.6 17.0 21.7 22.2 21.5 21.7 24.1 23.8 22.6 20.3 23.3 23.3 21.8 

前年度実績 23.2 22.3 22.6 23.5 25 24.6 24.3 23.4 20.8 22.2 21.6 21.7 22.9 

稼働率（％） 62.1 56.5 77.4 74.1 71.5 72.3 80.2 79.5 75.3 67.8 77.8 77.8 72.7 

前年度実績 77.4 74.2 75.3 78.3 83.5 81.9 80.9 77.9 69.3 74.0 72.1 72.3 76.4 

 

 目 標 実 績 達成率 

稼働率 ８３％ ７２．７％ ８７．６％ 
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（3）各職種からの実施報告、反省 

※ 平均年齢 84.6歳 （男性）   

平均年齢 86.7歳 （女性） （令和３年３月３１日現在） 

（4）利用者支援の実績 

各種サービス（送迎、健康チェック、入浴（リフト浴）、食事、レクリェーション、個別機能訓練、

運動器機能向上訓練）を実施し、利用者の自立生活の助長を図るとともに、介護者の身体的、精神

的負担の軽減が図れるよう努めた。しかし、全体的に稼働率が低くなり原因としては新型コロナウ

目 標 反  省 

① 事故件数を減らす（介護士） ヒヤリハットの活用があまり出来なかった。申し送

りノートへの記入はできたがヒヤリハットのノー

トに記入漏れがあり今後は申し送りノートではな

くヒヤリハットノートへの記入の徹底を行う。 

② 感染症予防の徹底、防止（看護師） 利用者様の来園直後の手指消毒・うがいの徹底は行

えているが昼食前、おやつ前の手洗いは、確認不足

等が見られることもあり今後はもっと徹底してい

く必要がある。 

③ 稼働率の低下防止（相談員） デイサービス利用者様のショートステイ利用の固定 

は空き状況やご利用者様の意向により十分な実施が 

できなく稼働率の低下に大きく影響した。 

④ 全利用者様のリハビリ内容の充実と実施

ができる（機能訓練士） 

1） 計画書等の見直しと確認を行う 

2） 居宅チェックシートの提出 

1．生活状況等の聞き取りはサイン時に聞くことが

できた。また、４回のサインの内１回以上は活動の

様子が家族との関わりを深く聞くこともできた。 

2．毎月末までの期限で提出できる職員とできない

職員はあったものの、期限過ぎても提出はしてくれ

た。 

⑤ 看護師と共同で情報共有と業務協力を行

う（機能訓練士） 

リハビリ表をもとに業務協力は行えた。看護師からの

意見もありその都度話し合いを行うことで個別リハ

の内容の見直しを行うことができた。 

⑥ 利用者満足度の向上 業務内容については、毎月の会議等で常に業務を見

直し実施することができましたが、新型コロナウイ

ルス感染症拡大の為、外出行事は中止となり事業所

内でできる限り年間行事を行ってきました。しかし

利用者様の声は外出の希望も多く満足をされた結

果とはならなかった。 

⑦  介護予防教室の参加者を増やす 今年度は、新型コロナウイルス感染症拡大の為開催

月が 4 か月しか実施できず８か月は中止という結

果となり参加者も減少しました。新型コロナウイル

スの終息も未透視が経たないため次年度について

は中止とする。 



イルス感染症拡大に伴って新規利用者の問い合わせが減り、緊急事態宣言中の利用を控えたりした

ことで稼働率の低下に大きく影響した結果となった。新規利用者様も増えた月もありますが入院者

の増加、利用回数の多い利用者様が入所するなど空き曜日を埋めることができなかった。 

４ デイサービス施設内外行事実施報告 

開催月 実施内容 

４月 

・花見見学（ドライブにて車両ないでの見学）・カラオケ・将棋・絵手紙 

・キックカーリング・人間輪投げ・映画鑑賞・ビンゴゲーム・記憶力ゲー

ム・トランプ・脳トレ・手芸教室・塗り絵・風船お手玉・お手玉入れ 

・４月誕生会・外出レク（新型コロナウイルス感染症拡大の為中止） 

５月 

・カラオケ・パットゴルフ・・ストラックアウト・将棋・ビンゴゲーム 

・塗り絵・映画鑑賞・脳トレ・玉入れ・紙芝居・工作：絵手紙・コースター

作り・ゲートボール・５月誕生会・水墨画・輪投げ・花植え 

６月 

・カラオケ・ゴム鉄砲・塗り絵・トランプ・映画鑑賞・トランプ・脳トレ 

・輪投げ・ビンゴゲーム・紙芝居作り・水墨画・脳トレ・工作：絵手紙 

・七夕飾り作り・囲碁・将棋・自己紹介ゲーム・６月誕生会 

７月 

・納涼会（中止）・七夕会・キックカーリング・海の日ゲーム 

・将棋・囲碁・大正琴・カラオケ・脳トレ・手芸クラブ 

・お手玉ダーツ・スイカ割り・動物ビンゴゲーム・７月誕生会 

・７月誕生会・ストラックアウト・パットゴルフ・風船飛ばし 

８月 

・外出レク（中止）・かき氷作り・レクコミ・カラオケ・将棋・脳トレ・塗り絵・

水墨画・名前ゲーム・お手玉投げ・対抗戦ゲーム・輪投げ・パットゴル

フ・三択クイズ・言葉作りゲーム・８月誕生会・皿投げ 

９月 

・敬老会（中止）・カラオケ・卓球ゲーム・おやつ作り（かき氷）・将棋 

・映画鑑賞・脳トレ・将棋・お手玉投げ・パットゴルフ・回想ゲーム 

・９月誕生会・伝言ゲーム・フライパンゲーム・第１３回秋祭り（中止） 

１０月 

・第１３回開園記念日（新型コロナウイルス感染症拡大の為中止） 

・ハンガー投げ・パットゴルフ・玉入れゲーム・カラオケ・魚釣り 

・将棋・脳トレ・塗り絵・室内ゴルフ・風船バレー 

・コスモス見学（ドライブにて見学）・10月誕生会・ストラックアウト 

１１月 

・第１３回文化祭（中止）・ジェスチャーゲーム・ダーツ・ピンポンゲーム 

・買い物レクお店屋さん・カラオケ・将棋・ビンゴゲーム・サッカー・パット

ゴルフ・ジャンガ・塗り絵・回想ゲーム・自己紹介ゲーム・11月誕生会 

１２月 

・第１３回クリスマス会（中止）・第１３回餅つき（中止）・レクコミ・水墨画 

・第５回紅白歌合戦・お手玉入れ・カラオケ・脳トレ・将棋・手芸クラブ 

・パットゴルフ・12月誕生会・料理クラブ（年越しそば）・ハンガー投げ 

１月 

・ボーリング・ストラックアウト・鏡開き・カラオケ・塗り絵・初詣（中止） 

・輪投げ・脳トレ・パットゴルフ・トランプ・将棋・書き初め・お手玉レク 

・手芸クラブ・輪投げ・工作：花作り・1月誕生会・人間輪投げ 



２月 

・節分（職員寸劇、豆まき）・将棋・手芸クラブ・カラオケ・脳トレ・貼り絵 

・パットゴルフ・お雛様飾り付け・ビンゴゲーム・風船飛ばし・折り紙 

・2月誕生会・ストラックアウト・ピンポンゲーム・お手玉 

３月 

・雛祭り（職員寸劇）・カラオケ・将棋・脳トレ・塗り絵・風船バトミントン 

・パットゴルフ・お茶会・お手玉入れ・レクコミ・博多にわか 

・手芸クラブ・ストラックアウト・３月誕生会 

 

５ デイサービス職員研修 

（1）施設内研修 

①防災訓練 

緊急通報装置や消火設備、初期消火訓練等の確認と緊急時の対応について、一部職員は参

加することができましたが全職員対象に実施する事が出来ませんでした。課題として消火

器等の使い方や配置位置、緊急時の対応について年に１回は防災訓練の実施を継続してい

く。 

②職場内研修 

年間研修計画に基づき、新型コロナウイルス感染症拡大に伴って全体研修が中止となった

月もありましたが、そんな中でも外部講師より中堅社員に対してテーマに沿った研修を受

講するこができ可能な限り研修に参加することができました。参加できなかった職員につ

いては資料の確認をするというルール化を設け情報の共有に努めることができた。他に今

年度は、事例研究発表にも参加することができ研究内容も職員一丸となって取り組むこと

ができた。 

③研修内容、研修参加者 

 研修内容 参加者 

４月 事故対策研修会・ノーリフトケア研修 

コロナウイルス感染症拡大防止のため延期 

 

５月 ①職員倫理研修 

②コンプライアンス研修    コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 

 

６月 
①身体拘束廃止研修  ①身体拘束グループワーク 

②感染対策研修    ②食中毒についての知識、吐物処理実技 
９名 

７月 
①接遇マナー研修     外部講師による「信頼される介護現場の接遇マナー」

研修 

②ノーリフトケア研修   ②ノーリフトケアについての講習及び実技 

6名 

８月 
①緊急時の対応研修   ①②心臓マッサージ実技（AED 使用）、酸素実技、吸

引実技 

②緊急蘇生実技      （吸引器使用）、創処置他 

③福祉用具研修      ③実技（移乗、移動機器を使用した実技研修） 

6名 

９月 ①メンタルヘルス研修   ①コロナウイルス感染拡大防止のため延期  



１０

月 

①事故対策研修      ①オンライン動画をベースに事故対応の流れを学ぶ 

②褥瘡予防研修      ②褥瘡予防について講習 

③身体拘束廃止研修   ③オンライン動画をベースに実技研修を行う 

6名 

１１

月 

①感染対策研修    ①インフルエンザ、ノロウイルス、白癬菌、新型コロナ

ウイルスについて学ぶ 

②介護記録研修    ②介護記録のつけ方を学ぶ 

③トランスファー、ボディメカニズム研修 ③トランスファー実技 

7名 

１２

月 

①メンタルヘルス研修 ①外部講師によるメンタルケア研修～こころを元気

に、気づき＆予防と対策 7名 

１月 
①プライバシー保護研修      ・コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 

②権利擁護、高齢者虐待防止研修    （オンライン動画にて各自研修参加） 

 

２月 
①事例研究発表大会      ・コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 

         （各チームの事例発表を動画撮影し、共有にて各自閲覧） 

 

３月 
①ノーリフトケア研修    ①ノーリフトの実技研修 

②排泄ケア研修       ②排泄ケアについての講習 

 

  

（2）施設外研修 

  ① 新型コロナウイルス感染症拡大の為、外部研修については中止等が相次ぎ受講し

ておりません。 

 

６ デイサービス車両事故、破損報告 

 （1）車両破損届け件数 6件 

  （2）車両破損日、破損車両、破損理由報告 

 

日 付 車 種 理 由 

Ｒ2/6/6 
トヨタハイエ

ース 65-43 
送迎中に方向転回しようとした際フェンスに 

接触 

Ｒ２/7/16 
トヨタハイエ

ース 65-43 

送迎時トイレを借りる為スーパー地下駐車場

に入る際高さ制限を超過しており天井をぶつ 

ける 

Ｒ2/8/7 
トヨタハイエ

ース 66-51 

後部のリフトを最後まで収納せず扉を閉めた 

際プラスチック部分を破損させる 

R2/11/24 
トヨタハイエ

ースワイド 

清和園敷地内を走行中側溝を塞いでいる鉄板

が跳ね上がり下面のカバーに刺さり破損させ 

る 



R2/12/19 
トヨタハイエ

ースワイド 

左カーブの際縁石に左タイヤ、ホイル部分に 

接触し傷がはいる 

R2/12/23 ボクシー 
送迎時、車両をバックしている際後方確認を

怠り後方右側ブレーキランプに接触し破損さ 

せる 

 

７ デイサービス事故報告書件数 

（1）事故報告書件数  ９件  

（2）事故報告、理由等 

 

日 付 発生内容 発生理由 

５月1５日 転倒 レクレーションの際名前を呼ばれふらつき転倒 

７月 1日 転倒 一人でトイレに行こうとされバランスを崩し転倒 

7月 13日 転倒 一人でトイレに移動中、足がもつれ転倒される 

7月 24日 転倒 送迎時自宅前にてバランスを崩し後方に転倒 

8月 11日 転倒 朝のラジオ体操中バランスを崩し後方に転倒 

10月15日 その他 送迎中、急ブレーキをかけた際手すりに顔面を強

打 

10月17日 その他 お迎え時に朝の服薬をポケットにいれて紛失する 

12月17日 転倒 帰りの準備中外靴に履き替え中にバランスを崩し転倒 

1月 17日 転倒 トイレ内で歩行器を使用して中から出る際に転倒 

 

 

 

８ デイサービス職員数 

 （1）職員状況 

職種 
管理者 兼 

生活相談員 

生活相談員 

兼介護士 
看護師 機能訓練指導員 介護士 合 計 

職員数 

（人） 
１ １ （２） １ ５（1） ８（３） 

 

※（ ）内は非常勤看護師 

 令和元年度 令和２年度 差 異 

職員（正規） ８名 ８名 ― 

職員（非正規） １名 ０名 −１人 

職員（非常勤） １名 ３名  ２人 

入 職 ２名 １名        －１人 

退 職 ２名 ０名 －２人 

 



（1）入職者、退職者状況（令和元年度） 

① 退職者 ０名   

② 入職者 １名   ２月 1日 ～ １名 （非常勤介護士） 

 

９ 令和２年度苦情件数、解決結果 

苦情の件数 苦 情 の 内 容 結   果 

０件 

1   通所介護運営に関すること      ０件 

2   施設設備等に関すること        ０件 

3   職員の資質に関すること    ０件 

4  デイサービスに関すること          

①  介護・介助・支援          ０件 

②  食事                      ０件 

③  入浴                      ０件 

④  利用者間の人間関係        ０件 

⑤  その他                    ０件 

5   その他                        ０件 

1   解決済み     ０件 

2  継続中            ０件 

3   1・2の内、第３者委員

会で、解決又は継続中の

もの           

           ０件 

 

１０ 地域貢献活動報告 

（1） 令和元年度 介護予防教室の実施 

場所    ：デイルーム 

開催時間  ：10：00～12：00 

対象者   ：能古島島民の方 

対応スタッフ：デイ職員 

 

 

（2）介護予防教室の実施内容 

開催日 介護予防教室内容 参加

者 

4月26日（日） 新型コロナウイルス感染症拡大の為中止  

5月24日（日） 新型コロナウイルス感染症拡大の為中止  

6月28日（日） 新型コロナウイルス感染症拡大の為中止  

7月26日（日） ラジオ体操・座位で行う改善体操・物理療法 ２名 

8月23日（日） 歌謡曲に合わせて体操・暗記トレーニング １名 

9月27日（日） 新型コロナウイルス感染症拡大の為中止  

10月25日（日） 新型コロナウイルス感染症拡大の為中止  

11月22日（日） ラジオ体操・物理療法・脳トレ １名 

12月27日（日） 腰痛予防体操・自宅での転倒予防について １名 

１月２4日（日） 新型コロナウイルス感染症拡大の為中止  



２月２8日（日） 新型コロナウイルス感染症拡大の為中止  

３月２8日（日） 新型コロナウイルス感染症拡大の為中止  

 

 

 

④ケアプランサービスのこ清和園 

担当件

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 平

均 

要支援 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2.7 

要介護 53 80 86 88 85 82 83 84 90 88 86 84 85.3 

 

 目 標 実 績 達成率 

目標担当件数 １３２０件 １０２４件 ７７．５％ 

 

【事業所目標】 

目 標 成  果・反  省 

１）計画通り福岡市内（西区第一圏域）に居宅

介護支援事業所を移転させ、能古以外の西

区及び早良区の近隣圏域の要介護高齢者の

利用促進及び西第１地域包括支援センターと

の連携を図り、実績に繋げられた。 

 

福岡市内（第一圏域）に居宅介護支援事業所

は引き続き少ない状態であり、今後も地域包

括支援センターと連携を図り、実績の維持を

図ります。 

又、介護支援専門員協会及び西区及び中央

区の居宅介護支援事業所連絡会と連携を図

り、実績に繋がる活動を展開したいと思いま

す。その他、圏域で立ち上がっている地域貢

献ネットワーク「にしいちよかねっと」活動支援

やその他の地域支援サービス関係者との連

携を更に図る事で、居宅の啓蒙を図り利用者

獲得にも力を入れました 

2）居宅介護支援事業所として人員体制も強

化され、法人内の介護老人福祉施設や短期

入所生活介護、通所介護事業と連携し、解決

困難な事例についても連携を図りながら介護

サービスを切れ目なく提供できる体制強化に

努められた。 

 

居宅介護支援事業所として、法人内の介護老

人福祉施設や短期入所生活介護、通所介護

事業、がある事で解決困難な事例についても

連携を図りながら介護サービスを切れ目なく

提供できる体制強化に努める。法人内での介

護サービスでは対応できない際は、介護保険

制度に基づき複数事業所よりサービス提供が

できる体制を早々に作り、利用者が安心して

在宅生活が継続できるよう努めました。 

3）令和 2 年 5 月 1 日から事業所加算（Ⅲ）の コロナ渦であったが、令和 2 年度の事業計画



取得し、売上に貢献できた。 は滞りなく遂行でき、現在も発令中の緊急事

態宣言にいてもリモートワークにて出勤率7割

減と言う政府及び福岡県の指示にも対応で

き、労働条件を含む環境整備及び設備提供

を頂き実施できたことについて（社）小石原福

祉会に感謝申し上げます。 

 

【職員状況】 

 令和１年度 令和２年度 差 異 

職員（正規） ３名 ３名  

職員（非正規） ０名 １名 ＋１ 

入 職 ２名 １名 －１ 

退 職 １名 ０名 －１ 

 

⑤委員会活動 

 目  標 反  省 

事

故

委

員

会 

① カンファレンスの充実化 

② 月毎に事故の集計を行い、

事故データを掲示し事故に対

する意識を高める 

  令和 1年度 令和 2年度 

ヒヤリハット 386件 163件 

(前年比－223件) 

事故件数 196件 186件 

(前年比－10件) 

①4月勉強会はコロナ感染対策の為、中止。10月カン

ファレンスについての勉強会実施。 

 介護事故を防げる事故と防げない事故に分け、防げ

ない事故に関しては、防止策のみだけではなく、起き

てしまった時にできるだけ損害が軽減できる対策が必

要になる。 

防げる事故に関しては、落薬、服薬忘れ等マニュアル

化が必要な事故はマニュアル化しルールを設ける必

要がある。 

転倒、転落事故に関しても、ご利用者様の安全が守ら

れる環境ができるまでは離れない、ケアの途中で離れ

ない等、個々が意識していく必要がある為、意識づけ

が出来るように働きかける必要がある。 

カンファレンスの実施方法の見直しが必要。 

カンファ後の情報共有が出来ていない、対策の取りか

かりが遅い等、問題がある為、今後も引き続き取り組

んでいく。 

②リーダー会議で事故データの一覧を 12月に提示。 

 今までの集計にプラスでユニット毎の事故件数、ユ

ニット内で起きた事故の内容を一覧し各リーダーへ報

告した。 



 ユニットによって、事故の傾向が表面化するため、意

識づけにつながる為、引き続き継続していきたい。 

感

染

委

員

会 

①口腔ケア（手洗い・うがいを含

む）を習慣化・徹底し、感染症を

予防する 

②各職員の感染対策への意識

の向上に努める。 

③定期的な研修会を開催し感染

予防の周知を図る。 

④爪切りなどの手指の衛生に努

めます。 

各ユニットで評価した。個人差はあるが、意識・技術的

にも向上してきたと思う。歯科往診時に虫歯・口腔ケア

の指導を頂くので、今後も連携をとって行っていきた

い。水虫や皮膚ケア不足で蜂窩織炎の入院も多かっ

たので、来年度は身体的ケアを確実に行っていけるよ

う努めたい。②各職員の感染対策への意識の向上に

努める⇒新型コロナ感染症の対応で追われた。感染

症の恐ろしさを痛感しまだまだ気を抜けない状況であ

るが、職員の意識の向上はできていると思う。    

排

泄

褥

瘡

委

員

会 

① 褥瘡発生者ゼロへの取り組

み 

 

 

 

②福祉介護用品の有効活用 

 

③排泄ケアの技術向上を促進す

る 

 

・月一回褥瘡者対応確認報告褥瘡者８名から３名と減

りユニット間でも褥瘡への関心が増えたと思われ

る。 

・褥瘡報告書の記入周知ができ報告書の記録が出来

るようになった。 

・褥瘡リスク者への対応も早く早期発見できるよう職員

全体が意識向上しているよう見受けられる。 

・臀部の擦れ予防にスライディングボードやシートの活

用、背抜きなどの活用が出来ている 

・月初めのパット集計を行いパットの使用量の見極め

を行うことでユニット間でも個人にあったパットを使

用することができ無駄なパット発注数を減らすことが

出来た。またパットの見直しをすることで臀部ケアの

統一や褥瘡の早期発見にもつなぐことが出来た。 

入

浴

食

事

委

員

会 

①利用者様が喜ばれる食事の

提供、おやつ作りなどを企画し

楽しみが持てるようにします。

脱すい予防の為水分量の確

認や水分補給に努めます。食

事は盛り付けや季節の食材に

こだわった食事の提供をして

いきます。 

②季節の代わり湯などを提供で

きる環境を作ります。 

年間計画を立て計画的に行っていき去年よりおやつ

や食事のレクの実施回数は増えました。 

・水分の関しては水分の種類をユニットで継続して増

やしていき今後も水分補給に努めていきます。 

・季節の代わり湯はしょうぶ湯やゆず湯または入浴剤

を購入して季節感を味わえる入浴ができるように対応

してきました。今後も対応していきます。 

接

遇

環

境

委

員

① 気持ちの良い接遇に努めま

す。 

③定期的にエアコンの清掃を行

い衛生的な環境を提供します 

④花壇の管理を行い季節の花な

ど植え散歩時に季節感を味わ

・委員会で掃除道具の購入や冬夏の定期的な掃除を

計画することが出来ました。来年度は掃除の業者は

いないため毎月の掃除の徹底も行っていきます。 

・接遇研修を行い気持ちの良い挨拶など学ぶことが出

来ました今後も接遇の知識の習得に努めます。 

・5 月までにエアコン清掃用のスプレーを購入していた

だき全教室の清掃ができた。 



会 っていただくようにします。 ・花壇の手入れはパートの職員に定期的に手入れを

行っていただき現在もきれいな花を咲かせることが

出来ています。 

行

事

広

報

委

員

会 

① 各行事の写真撮影と管理 

② 施設全体とユニットごとの各

外出行事はコロナウイルスに

より 

③ 各ユニットの年間行事レクを

施設全体レクとして行えるよ

う企画する 

④ ユニット対抗レク月に 1～2回

企画・実施する 

⑤ ホームページや SNS など充

実した活動ができるよう職員

補充をする 

⑥ 新しいデザインの、のこ T シ

ャツを作成する 

⑦ イベント時の職員増加と事務

所・看護師の積極的な介入 

 

（納涼会）7月開催 

・昨年度担当職員が 1 人もおらず手間取ったが顔出し

パネルや景品のひもクジ、写真のプレゼントは好評

だった。イベント感が出た。 

・昨年度の反省を踏まえ、そうめん以外(染色そうめ

ん、ゼリー、ミニトマト)を流した。 

（敬老会）9月開催 

・昼食に松花堂弁当。14:00～お祝いの品と紅白饅頭

を各ユニット・デイに配り喜ばれました 

（秋祭り）10月 

・新型コロナウイルス感染症の為中止となる 

（文化祭）11月中止 

・新型コロナウイルス感染症の為中止となる 

（クリスマス会）12月 23日開催 

・ユニットでプレートの昼食 3 時のおやつにてクリスマ

スケーキとプレゼントなどを用意し楽しまれました 

（餅つき）12月中止 

・例年は外で餅つきを行うが今年は感染症の為購入と

なる 

 ※コロナウイルス感染症の為全体での企画が中止と

なり残念でした。来年度も全体での企画が中止予定

の為ユニットで個別に楽しめるレクを企画します。 

記

録

委

員

会 

 

・記録の重複を無くし、業務の効

率化を図る。 

① 排泄表、食事摂取量のパソ

コンと紙のダブル入力を無く

し、どちらか 1本化にする。  

② 看護師からもらう紙の申し

送り(ミーティング用紙）、ほ

のぼの入力の申し送り、日

誌はほぼ同じ内容でトリプ

ル入力になっているので、1

本化する。 

・記録の大部分をペーパーレス

にし、コスト削減、資源の有効活

用を行う。 

・ほのぼの記録ソフトを使いこな

せていないので、メーカーから便

利機能を習い記録の充実化を図

・→記録ソフトの機能上、一本化にはできなかったが、

PC入力で 1本化できる新たな記録ソフトを選別中。 

 →フォーマットを 1 本化することはできなかったが、

看護師からもらう紙の申し送り（ミーティング用紙に）

関してはペーパーレス化し、ほのぼの内で【看護指

示書】を作成。看護からの指示を確認する物として 4

月より使用予定。看護指示書には介護職は入力は

行わず、指示に対する結果はほのぼの内の申し送

りの項目に上げるようにし、入力の 2度手間を省くこ

とができる。日誌に関しては、日誌内で申し送りの

項目を反映させることにより、入力の 2度手間を省く

ことができた。ほのぼの入力の申し送りはそまま継

続。 

 ①事故報告書  ②行事計画書、報告書  ③研修

報告書  ④委員会議事録⑤休暇、欠勤届出書   

⑥ユニットの連絡ノート  ⑦ユニット費出納帳（その

他の書類もペーパーレス対象であれば実行する） 

→①、②、③、④、⑥ に関しては PC の連絡ツールを

用いて 4 月よりペーパーレスにする予定。⑤に関し

ては事務所に管理ソフトを導入しないと困難というこ



る。 

・基本的な記録の記入方法、記

録の意義を研修会を開き全体に

伝える。    

とでペーパーレスできず。⑦に関しては優先順位が

一番低かったので今年度は取り掛かっていない。 

※R2 年 7 月より日誌、申し送りの印刷を中止とし、パ

ソコン内で確認するようにした。   

地

域

貢

献

委

員

会 

① 地域との繋がりを大切にし、

地域貢献活動に取り組む 

② ふくおかライフレスキュー事

業を積極的に取り組む 

③ 事業継続計画（ＢＣＰ）の見直

し 

 

 

 

・地域一斉清掃や能古島内の年間行事については新

型コロナウイルスの影響により中止となっており 

 参加することができなかった。行事等の開催状況は

島内在住の職員さんに都度確認を行うことができた

ため連携がとりやすい状況であった。 

・事業としては活動ができなかった。サポーター養成研

修や西区連絡会も一旦中断の形となった 

・メンバー自身が内容をよく分からず、探りながらの作

業であった。 

 

 

⑥研修・勉強会等 

【施設外研修】 

日にち 研修名 内 容 参加人数 

６月１７日 実習生２号移行試験 実技・学科試験 ２名 

７月２２～ 

９月３０日 
福岡市介護の日本語講座研修 技能実習生日本語研修 ２名 

 

【施設内勉強会】 

日にち 実施担当 内  容 

４月１６日 
①事故対策研修会 

②ノーリフトケア研修 
・コロナウイルス感染症拡大防止のため延期 

５月２１日 
①職員倫理研修 

②コンプライアンス研修 
・コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 

６月１８日 

４１名参加 

①身体拘束廃止研修 

②感染対策研修 

①身体拘束グループワーク 

②食中毒についての知識、吐物処理実技 

７月１６日 

３３名参加 

①接遇マナー研修 

②ノーリフトケア研修 

外部講師による「信頼される介護現場の接遇

マナー」研修 

②ノーリフトケアについての講習及び実技 

８月２０日 

３２名参加 

①緊急時の対応研修 

②緊急蘇生実技 

③福祉用具研修 

①②心臓マッサージ実技（AED使用）、酸素実

技、吸引実技（吸引器使用）、創処置他 

③実技（移乗、移動機器を使用した実技研

修） 

９月１７日 ①メンタルヘルス研修 ①コロナウイルス感染拡大防止のため延期 



１０月１５日 

３０名参加 

①事故対策研修 

②褥瘡予防研修 

③身体拘束廃止研修 

①オンライン動画をベースに事故対応の流れ

を学ぶ 

②褥瘡予防について講習 

③オンライン動画をベースに実技研修を行う 

１１月１９日 

３８名参加 

①感染対策研修 

②介護記録研修 

③トランスファー、ボディメカニ

ズム研修 

①インフルエンザ、ノロウイルス、白癬菌、新

型コロナウイルスについて学ぶ 

②介護記録のつけ方を学ぶ 

③トランスファー実技 

１２月１７日 

３２名参加 
①メンタルヘルス研修 

①外部講師によるメンタルケア研修 

～こころを元気に、気づき＆予防と対策 

１月２１日 

①プライバシー保護研修 

②権利擁護、高齢者虐待防止

研修 

・コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 

（オンライン動画にて各自研修参加） 

２月１８日 ①事例研究発表大会 

・コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 

（各チームの事例発表を動画撮影し、共有に

て各自閲覧） 

３月１８日 
①ノーリフトケア研修 

②排泄ケア研修 

①ノーリフトの実技研修 

②排泄ケアについての講習 

 

 

【会議】 

会議名 開催数 内  容 

コンプライアンス会議 １２回 
制度どおりに運営ができているかの確認とプラン件数の

報告。自己評価、第 3者評価の実施・報告。 

給食会議 １２回 
入所者の食事についての変更事項、翌月の行事につい

て 

主任会議 １２回 
介護方法の検討や職員の教育、各部署からの報告、行

事等の打ち合わせ。業務の見直しを行います 

各ユニット会議 １２回 
ユニット内担当のプランの見直しやプチ勉強会、業務の

見直しなど行います。 

担当者会議 １２回 ケアプランの見直し、新たなプラン作成等 

デイスタッフ会議 １２回 
前月の反省、認定変更、利用者の利用の変更、翌月の

行事決め 

各種委員会会議 １２回 
各委員会での取り組みなどを話し合います。また研修

会の企画なども併せて行います。 

入所判定委員会 ２回 新入所者選定他 

７大会議 １２回 
事故、感染、褥瘡、苦情、胃瘻吸引、安全衛生、身体拘

束等について主任会議終了後に会議を開催します。 

看護介護会議 ５回 看護と介護の連携、業務の見直しを行う。 



介護職リーダー会議 １２回 
新人職員の指導について他、業務内容の見直し他、介

護方法の検討など 

 

 

⑦苦情受付 

事業所 内  容 

特別養護老人 

ホーム能古清和園 

（短期入所含） 

（苦情・要望）  ４件 

①４/１３ SS利用者ご家族様より 

 ご本人様がある職員のことを怖がっているが、〇〇さんという職員は

いますか？とおっしゃられる。ひとまず「状況を確認してまた連絡しま

す。」と伝える。 

 

②９/９ SS利用者様ご家族様より 

 ご本人様から電話にて「靴みたいなもので頭を叩かれた」と電話があ

り、事実であるのか？コロナの状況で会うことができず確認が取れな

いので心配で連絡がある。 

 

③２/１６ SS利用者様ご家族より 

 ご本人様より、同じフロアの方からお金を貸してほしいといわれたと

電話があったとのこと。 

 

④３/２０ SS利用者様ご家族様より 

 自宅に帰られている際にご本人より「寝るときに包帯を巻いてから眠

剤を飲ませてもらえなかった」との話があり、「眠剤を飲むとすぐに効

果があり、その状態で包帯を巻くと危ないから対応を統一してもらうよ

うに言っていたのに」とご家族様より連絡があった。 

 

 

（対応・解決策） ４件 

①該当する職員に話を聞くと、ご本人様からのご要望が多く、他の利

用者様との対応にムラができてしまうことや、ご本人様の ADL の低下

を予防するためにもご自分でできることは行っていただくように声掛け

をしているとのこと。ほかの職員に話を聞いても、特に強く言っている

様子はないとのことで、この旨をご家族に伝え、ご理解いただく。 

 

②当日に発熱されていたこともあり、診療所の Drより「熱が出たことに

よりせん妄のような症状が出たのかもしれない」との話があり、ご家族

様にも「叩いたという事実はなく、せん妄の症状でお話されたことを伝

える。翌日ご家族様から、変わらずご本人様から「靴で首や頭を叩か



れた」と電話があったようで、本人は頭がボケていないので、本人がし

っかり職員の顔を覚えているから写真でもみせて確認してほしいと連

絡がある。再度職員に聞き取り調査を行い、ご本人様に職員の顔写

真を見ていただいたが一致しなかったことをご家族様に伝える。再度

ご家族様より、はっきりしている人だから、叩いた職員のことを気にし

ているはずとおっしゃられるが、現状では叩いた事実はないと説明す

る。 

 

③相談員が記録を確認したところ 2/13 の午後 7 時に居室内でそうい

ったやりとりがあった様子。ご家族様としてはご本人様が認知症の症

状からおっしゃっているのか、事実としてあったのか分からないという

ことで確認のためにお電話をされた。 

「先日貸してほしいと言われたことがあったようです」とお伝えした。 

相手のご利用者様自身が物忘れの症状が見られており、何度も事務

所に来られたりすることがあり、職員が介入してできるだけ接触しない

ように対応していますが、同じフロアの為 

どうしても接触してしまうこともあります。と説明する。 

家族として介入し過ぎてしまっているのでは？と心配しておられたの

で、施設としては買い物に行ったりできない状況なので、持ってきて頂

いたり電話でお話しして下さったり協力していただけることはとてもあり

がたいですとお伝えする。 

2/28 3/6にも同様のやりとりがあった。 

 

④ユニットリーダーに確認して翌日 21日に折り返し電話をする。 

包帯→眠剤内服の順番については周知して対応するように伝達して

いるが、毎日確実にそのように対応できていたかと問われても、「確実

にできています」とお答えのしようがないです。とお話しした。 

「分かりました。いつもだったら行ってきますと言う主人が、今回嫌そう

だったのでかわいそうだったから…」と涙汲まれる場面も見られた。 

 

 

 

⑧助成金・補助金等 

名  称 内  容 

①新型コロナウイルス感染症緊

急包括支援補助金 

 

②小学校等休業助成金 

③緊急支援体制確保事業費補

①ア）4,600,000円（介護慰労金） 

イ）3,196,000円（感染対策費助成事業） 

ウ）462,000円（再開環境整備助成事業） 

②53,590円（2名分） 

③1,333,000円 



助金（福岡県） 

④サービス継続支援事業補助金 

 

④3,791,000円 

 

 


