
（報告事項） 

 

１．全体総括 

  令和３年度は、２年度に続きコロナウイルス感染症拡大防止のため、理事会、評議員会がオ 

ンラインでの開催となったが、一拠点に集まり開催していた時より、日常忙しく各拠点に集まれな 

い役員や評議員の方にとって参加しやすい環境づくりができたのではないかと思う。しかし令和２ 

年３月理事会以降、対面での会議が開催できていないため、新しく加わった評議員の紹介等や 

親睦が図れていないので、今年度は対面での会議開催ができるよう、コロナウイルスの感染状 

況等確認しながら進めていきたいと思う。 

また、法人の重点項目にあげた人材確保の取り組みの強化として、令和３年度中に４名の外国

人技能実習生が入国する予定となっていたが、コロナウイルス感染拡大により入国が遅れており、

今年の６月に入国、７月には各拠点にて仕事ができるのではないかと思う。また、奨学金制度を利

用した人材の確保で、能古で実習をしていた学生が今年の４月から新卒採用となり、第３期実習

生の世話役という立場で指導したり相談にのったり、実習しやすい環境づくりをしてくれている。ま

た昨年度は障がい者雇用にも力を入れ、このことに特化した就職説明会や福岡西ハローワークで

就職面談にも参加した。その中で、数名の方が当法人に興味を持っていただき、面接等おこない、

今年の４月から法人本部の職員として新規採用となる。令和３年度はいろいろな働き方の充実に

向け第１歩を踏み出した年度になった。 

二つ目の重点目標として地域とのかかわり促進を挙げていたが、これも昨年度に引き続きコロ

ナウイルス感染症の拡大により地域行事等がなくなり、地域の方と向き合える環境づくりができな

かったが、各拠点の地域の方が困っていることや求めていることなど、デイサービスや地域の会議

などを通して「地域の声」として情報収集することができた。この「地域の声」を今後一つ一つ形と

してつなげていくために行動していければと思う。 

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３年度はコロナウイルス感染症を発生させてしまい、途中稼

働状況も落ち込んでしまったが、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。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３年 

６月７日 

（各拠点及び 

自宅にてオン 

ライン） 

（議 案） 

１．令和２年度事業報告の承認について 

２．令和２年度計算書類等の承認について 

３．評議員候補者の推薦について 

４．評議員選任・解任委員の選任について 

５．評議員選任・解任委員会の招集について 

６．理事候補者の推薦について 

７．監事候補者の推薦について 

８．定款の一部改正について 

９．役員報酬規程の一部改正について 

１０．定時評議員会の招集について 

１１．就業規則の改正について 

１２．限定正職員就業規則の制定について 

１３．賃金規程の一部改正について 

１４．限定正職員賃金規程の制定について 

１５．正職員転換制度規程の制定について 

１６．退職金規程の一部改正について 

１７．特定退職金共済 退職金規程の一部改正につ 

いて 

１８．テレワーク勤務規程の制定について 

１９．旅費規程の一部改正について 

２０．公印管理規定の制定について 

２１．秘密保持規程の制定について 

２２．マイカー等通勤管理規定の制定について 

２３．個人番号の提供を受ける際の本人確認の措置 

に関する規程の制定について 

２４．定款細則の一部改正についいて 

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． 福岡市監査報告 

令和３年 

６月７日 

（各拠点及び 

自宅にてオン 

ライン） 

（議案） 

１．理事長の選定について 

２．賃金規程の一部改正について 

植高 千代美 

竹内 幾代 

鈴木 サカエ 



令和３年 

１１月１７日 

（各拠点及び 

自宅にてオン 

ライン） 

（議 案） 

１．令和３年度第一次補正予算（案）について 

２．就業規則の一部改正について 

３．賃金規程の一部改正について 

４．人事考課規程の制定について 

５．新型コロナウイルス感染防止のための多床室の 

個室化に関する改修工事について 

６．新型コロナウイルス感染防止のための多床室の 

個室化に関する改修工事に伴う契約締結方法並びに 

指名業者の選定について 

植高 千代美 

竹内 幾代 

鈴木 サカエ 

令和４年 

３月２８日 

（各拠点及び 

自宅にてオ 

ンライン） 

（議案） 

１． 令和３年度第二次補正予算（案）について 

２． 令和４年度事業計画（案）について 

３． 令和４年度収支予算（案）について 

４． 賃金規程の一部改正について 

５． 有期雇用職員賃金規程の一部改正について 

６． 運営規定の変更について 

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報告 

  
②評議員会報告 

開催年月日 議 題 議長 

令和３年 

６月２４日 

（各拠点にて 

オンライン） 

（議 案） 

１． 令和２年度計算書類及び財産目録の承認につい 

て 

２． 理事の選任について 

３． 監事の選任について 

４． 定款の一部改正について 

５． 役員報酬規程の一部改正について 

関 敏己 

議事録署名人 

藤瀨 三枝子 

田中 郁子 

議事録作成者 

（報告事項） 

１． 平成２年度事業報告 
湯野 裕子 

 

③監事監査 

開催年月日 監査内容 場 所 

令和３年 

５月２４日 

１．令和２年度 会計監査 

２．令和２年度 業務監査 
能古清和園 

  



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３年 

５月２日・３日 

１０月２７日 

令和４年 

３月１５日 

あゆみ監査法人  

・令和２年度 財務諸表等についての監査 

・令和３年度 財務諸表等についての監査 



⑤小石原福祉会 中長期計画評価（令和３年度分） 

 

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 

・    4 グループでの業務体制に関しては各

グループの協力にて特に混乱もなく実施

する事が出来た。 

 

・   担当職員が個別に利用者のニーズを聞

き取りプランを立てる事が出来た。 

 

・   個別の誕生会等の計画が前年度に比べ

増加している。 

 

・   人員の問題で業務に於いてグループ内で

全ての事が完結出来ない事も多く他グルー

プの協力なくして４グループ化の維持は難

しかった。今後も職員が増えなければ同様

の課題は続いていくことは十分考えられる。 

 

・   全利用者に対し担当職員に個別のプラン

を立ててもらったが、業務時間内に時間的

な余裕がなかったことや、計画性に欠けたと

ころもあり、年間通して意識付けができなか

った。目標達成率は低く利用者に対してＱＯ

Ｌの向上に結び付けられなかった。 

・   今後は、プランを施設のケアプランに組み

込んでいけるようにする事と、上記の課題に

出てきたようにどの様な、方法で意識付けし

ていくのかが課題。 

イ）看取りケアの充実を

図る 

Ｃ 

・  今年度は看取り終了者 3名と看取り期

の 3名方を対応しています。 

・  毎朝、日勤職員が声を掛けるように決め

状態確認と利用者様の安心へ務めた。 

・  生活史より好きなものを探りその時の状

態に合わせた趣向品を用意した。 

・  看取りが長期化した際の対応方法や見直

しが定期的に行えなかった。 

・  看取り対応中の決め事など、周知しきれて

いなかった。 

・  面会を可能としていていたが、ご家族自身

が施設への感染症の配慮として、面会を控

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） 



・  居室では、好きな音楽と整理整頓に努め

た。 

・  定期的な連絡を入れることで、家族が状

況を理解でき安心できたとの声を頂いた。 

・  コロナ禍でも感染対策をすることで、面

会可能としたことでご家族よりとても感謝

された。 

えておられていた事が看取り終了後分かっ

た。定期の連絡の際等、こちらからお伝えす

るなど気配りが行き届いていなかった。 

・  同室者には看取り対応者がいる事を伝え

ていたが、そのことで、看取り対象者の事が

気になったり、バイタルチェックの際の居室

の出入りで、ゆっくり眠れない状態を作って

しまっていた。 

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

を提供します 

C 

・  令和３年度の入院者は２月の新型コロナ

感染症の為一気に１３人程度入院となり

改善は出来なかったが、口腔ケアや排泄

時の皮膚観察など細かいケアに取り組ん

だためそれ以外の尿路感染症や肺炎など

入院は減っており改善に貢献できた。 

 

・  尿路感染、肺炎による入院は減ったもの

の、転倒骨折による事故は減少しなかった。

今後はヒヤリハット、事故の分析など行いし

っかり対策を取り事故防止に努めていきま

す。事故委員会により分析を行っています。 

イ）委員会活動、職員研

修会の見直し 

B 

・  外部講師など取り入れながら中身の濃

い研修会を実施することが出来たが緊急

事態宣言などの為、研修会が未実施の月

もあったがユマニチュードの研修会は１回

のみ実施しユニット会議の中で取り組み

を行ってきました。職員の対応なども変化

しつつあり来年度も継続して接遇面での

指導も行っていきます 

・  ケアマネ中心のケアプラン委員会にて２４

時間シートの運営に取り組みましたが作

成に終わり運用が課題として残る 

・  研修会は年間を通して少なく、ユニットごと

の対応となる為、ユニット間での差が出てき

ているように感じます。来年度はどのユニッ

トでも同じ対応が出来るように、質の検討を

行います。 



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 

C 

・ 毎年の事例発表会は施設ごとに開催は出

来ていたが３年１月～２月予定の発表会は

新型コロナ感染症の為未開催に終わっ

た。部署ごとの研究は終了したが発表ま

でにはいたらなかった。また小石原との合

同事例発表会の計画はしたもの出来ずに

終わった。 

・  合同事例発表会については開催方法、時

間、オンラインで開催なのかもう一度検討す

る必要性がある。来年度は実施していきた

い 

イ）眠りスキャンの活用 

B 

・  ベッド上の利用者様の動きや睡眠、体動

心拍などを眠りスキャンにより把握し事故

を未然に防ぐこと。また夜間の巡視を減ら

すことにより認知症状のある利用者様の

対応時間を確保でき寄り添う時間が確保

できた。また心拍の確認も可能な為看取り

時期の早期発見にも貢献できました。 

・  夜間の巡視の在り方を再度検討する必要

があり、夜間の眠りスキャンの反応に慣れす

ぎて対応が後手に回ることもあった為、巡視

や眠りスキャンの反応に確実に対応するこ

とも必要がある。 

・  看取りに関しては能古在住の看護師が不

在の為現在は行っておりません。研修会な

どを通じて看取りの必要性などは行ってい

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 ア）技能実習生受け入

れ体制の整備（新規） 

B 

・  実習生、計４名（小石原２名、能古２名）

が試験に合格し、アスリードあさくら協同組

合を通じ、入国することが決定した。令和４

年８月頃の事業所配置に向け、実習指導

員や生活指導員による研修システムの構

・   小石原では、実習生１名が１１月下旬に本

人都合により帰国してしまった。帰国までに、

管理組合である２１世紀マンパワーの担当

者と面談を重ねてきたが、管理組合や通訳

とのコミュニケーション不足により、問題解決

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） 



築や住環境の整備を行う。 

・  小石原、能古共に実習生の要望により、

引越しを実施し、生活支援をおこなった。ま

た、施設負担による修繕工事等を行い、住

環境の改善を行った。 

・  実習生１名が日本語検定Ｎ2試験を合

格し、令和４年度以降も特定技能実習生と

して配属予定である。 

が長期化してしまった。 

・  二期生以降は、管理をアスリードあさくら協

同組合に一本化し、管理組合と実習生のケ

アに十分配慮できる関係を構築する。 

・   第一期実習生は１名（小石原）帰国、２名

（能古）が実習期間３年での終了予定にな

っている。 

・   継続して技能実習生を受け入れるにあた

り、賃金体系の見直しや日本語、介護技術

の研修制度、特定技能受入に関してなど体

制の整備をしていく必要がある。 

イ）求人方法の見直しと

離職防止に努める（再） 

C 

・  幅広い、人材を登用するために、障害者

雇用や、福祉人材奨学生制度を活用した

求人活動などを行い、令和４年度採用を実

施することができた。 

・  各事業所で職場体験や施設見学会を行

い、採用へとつながった。 

 

・  介護職に限らず、看護職員も長期間求人

をかけているが、採用が難しい状態が続い

ている。 

・  令和２年度の離職率は、小石原１７％能古

１２％、令和３年度の離職率は、小石原６％

能古 16％と、近年離職率が高い傾向が続

いており、職員の新規採用と離職防止が急

務である。 

・  派遣会社や求人広告も効果に比べ、費用

が非常に割高なので、法人内で人事採用計

画を策定し、安定的な人員配置を行っていく

必要がある。 

・  人事考課制度の運用を開始することがで

きたが、評価者、被評価者ともに、人事考課

の目的や仕組みの周知が行えず、当初の運



用目標を達成することができなかった。 

2）人材育成

計画の策定 

ア）役職員研修と人事考

課者訓練の実施（新規） 

C 

・  評価者、被評価者を対象にそれぞれの施

設で役職員研修とトライアル訓練をおこな

うことができた。 

・  考課者訓練やトライアル訓練、勉強会を職

員対象に行ったが、各職種評価シートや目

標管理シートに関しての意見が運用開始後

に多くあがってきた。 

・  考課者訓練も開始前に行っただけで、実施

期間中の考課者訓練や目標管理シートの

目標達成状況の確認などができなかった。

今後は目標の達成率やポイントの反映率等

もしっかり出していきたい。 

 イ）新たな評価制度の運

用・新人事考課（新規） 

B 

・  人事考課制度を運用するにあたり、社会

保険労務士と協議を重ね、賃金規定や就

業規則の大幅な変更をおこなった。 

・  令和３年度より新たな人事考課制度の運

用を開始することができた。 

・  各職種、階層別にそれぞれ法人の理念や

職員理想像を反映した評価シートを作成

することができた。 

・  就業規則や賃金規定の変更に関して、最

初は、社会保険労務士との協議も順調に進

んでいたが、途中から連携がうまくいかず、

何度も就業規則や規定を修正しないといけ

なくなり、理事会への議案提出まで時間が

かかってしまった。 

・  人事考課制度の運用を開始することがで

きたが、評価者、被評価者ともに、人事考課

の目的や仕組みの周知が行えず、当初の運

用目標を達成することができなかった。 

・  当初の運用開始の予定を大幅に遅れてし

まった。 

・  昨年度の反省を活かし、令和４年度より、

各施設の職員にて人事考課プロジェクトチ

ームを発足（5/11第一回会議）し、職員の

モチベーションにつながる目標管理シートや



評価表の作成を行う。 

3）職場環境

の整備 

ア）やりがいのある職場

作り（新規） 

C 

・  法人内で組織図を再整備し、新たな賃金

体系を構築することができた。 

・  働き方改革や法改正による、大規模な就

業規則や各規程の整備をおこなった。 

・  介護人材が慢性的に不足している中、職

員の離職防止と多様な人材を登用するた

め、限定正職員制度の制定と正職員転換

制度の再整備をおこなった。 

・  職場体験では計２名のうち１名が採用に

つながった。 

・  新型コロナウィルス感染拡大の影響で、職

員が疲弊することが多くなってしまった。 

・  長期的な面会制限、家族懇談会、夏祭り、

餅つき、外出支援、帰宅支援などがすべて中

止になり、ご利用者様、ご家族様、施設職員

が交流する場がなくなってしまった。 

 イ）働きやすい職場作り・

助成金の活用（新規） 

A 

・  新型コロナウィルス感染症小学校補助金

や労災申請等を行い、職員や家族が感染

した場合にでも一定賃金を補償すること

で、職員が安心して、療養と家族への看護

をすることができた。 

・  新型コロナ関連では、緊急時介護人材確

保補助金や感染予防新型コロナ補助金を

活用し、クラスター発生時に対応した職員

への手当の支給や感染予防消耗品（マス

ク・手袋・アルコール・オゾン発生器）を備

蓄し、感染対策をおこなった。 

・  介護職員処遇改善支援補助金を申請し、

ベースアップ支援手当を対象職員へ支給

し、介護職員やその他の職員への賃金で

の処遇改善をおこなった。 

・  依然、一定数の退職者数が毎年いることか

ら、新たな離職を防ぐために離職理由の分

析をおこない、職場環境を整備していく必要

がある。 

・  今後も介護職員と看護職員の採用の見通

しが厳しいため、子育て支援や限定正職員

制度など施設の働きやすさを外部へアピー

ルし、求人活動を継続しておこなっていく。 



 

 

 

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 

ア）収支差額の分析 

 

Ｃ 

・ 監査法人による財務監査の実施におい

て適正な評価を頂いた。 

・  9月に経営分析表を用いて、令和元年

度と 2年度の財務状況の比較分析を実

施した。 

・ 4カ月に 1回の月次分析は行うことが出来

ず監理監督者の財務に関する理解促進と現

状把握のための機会をつくることが出来なか

った。 

 

イ）次年度課題整理 

B 

・  コロナ禍において両拠点の役職者が対

面して協議を行う場ができないなか、

WEB会議ツールを活用して、令和 4年

度からの中長期計画の策定に向け、現

状の課題と重点的取り組みについて意

見を交わし、課題の整理と今後の方針を

定めることができた。 

・  年度内に意見を取りまとめることはできたも

のの、十分な時間をかけることはできなかっ

た。会議のあり方も見直しが求められる中

で、事前の準備とタイムスケジュールをしっか

りすべきだった。 

 

②大規模改

修の計画化 

①補助金、助成金等の情

報収集 

 

A 

・  昨年度より継続しての取組みであった

が、取り組みに対する意識が高まり、タイ

ムリーに情報を収集、共有することができ

た。 

・  申請も個室化改修を始め施設整備等

だけで 4件、合計約 2400万円の交付

を受けることができた。 

・  大規模な改修や設備の更新について改修

計画書等（短期、中長期）のリストを作成し、

更新時期の把握と計画的に実行できるよう

な資金積立が必要である。 

③入所待機

者・新規利用

ア）前年度実施活動の効 

果検証 
C 

・ ・データで比較する項目の選定と前年度

データの収集までは実施できた。 

・  前年度データの収集までは実施したもの

の、実際に比較分析を行うことができず、取り

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） 



者の確保 

 

イ）稼働率の向上に向け

た取組み 

組みにおける有効性や効率性などを見出せ

なかった。同じことを検証もせず繰り返して

は、非効率で非生産的にもなりえる為、効果

検証を行う必要がある。 

ウ）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 

B 

・  小石原拠点において、インスタグラムを

開始してからほぼ毎日更新することがで

きている。コロナ禍で面会の制限がある

中、ご家族が近況を知るツールとして活

用できており、好意的な反応も頂くことが

増えた。 

・  能古拠点でも、インスタグラムを開設し

不定期ではあるが更新できている。ご家

族様からの評判もよく喜びの声も聞かれ

た。 

・ 利用されているご家族に対しての有効性は

感じられるものの、新規利用者の確保につな

がるような成果は乏しい。発信する内容や仕

方についても、今後検討が必要。 

 

 

 

 

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） 

ア）買い物支援の取組み

の実施・継続 

C 

・  昨年に続き新型コロナウイルス感染

症拡大に伴い地域での重点課題でも

ありました買い物支援について行政、

自治協議会との協議も年に１回しか

開催できず実施することができなかっ

た。 

・  毎月開催の経営会議において、月次

・  独居の高齢者も年々増加しており、近隣で

の買い物をする場所も無い状況の中、地域の

民間会社が移動販売を実施することとなっ

た。しかし地域５町内を計画的に実施してい

る状況で利用回数の問題や商品（品数）が

少ないなど課題も上がっている。 

・ 当初から福岡市内への買い物支援の取組み

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） 



計画に掲げていた各拠点より「地域

の声」を収集することについては継続

できており、職員間にも少しずつ浸透

し協力が得られている。数としては多く

はないものの、情報の整理も実施でき

た。 

 

を協議してきたこともあり、島内だけでの支援

ではなく福岡市内への買い物支援が実施で

きるよう引き続き行政、自治協議会と協議を

行っていく。 

・  話を聞く機会が持てず、情報が増えなかっ

た。数少ない機会を生かせるよう、職員への

聞き取り姿勢に働きかけていく必要がある。 

・  

②地域の防 

災拠点として

の機能整備 

ア）事業継続計画（BCP）

の見直し及び策定（能

古） 

 

B 

・  防災（BCP）について昨年から未完

成となっていましたが、地域貢献委員

会で８月までに策定することとして目

標通り実施することができた。 

・  (BCP)については防災だけではなく震災編

や水害編、感染（コロナ・インフルエンザ）編

などすべての事業継続計画の見直しや策定

していく必要がある。 

イ）防災訓練の実施・年 1

回研修会の実施 

B 

・  防災訓練については、１２月に予定

をしていた総合訓練を実施することが

できた。福岡市西消防署の方４名にお

越しいただき、職員２８名が参加し昼

間を想定した通報・消化・避難訓練の

３つの訓練を行った。研修会で予定を

していた災害については新型コロナウ

イルス感染症拡大に伴い研修会は中

止となった。（能古） 

・  今回、防災訓練を実施したが、年に１回の実

施では、通報・避難訓練といった一連の流れ

を把握することしかできなかった。初期消火

では消火器の使用訓練を行ったが、消火器

の使い方もわからない職員もいることから、

避難訓練（火災・災害）については継続的に

毎年計画的に実施をしていく必要がある（能

古） 

・  年 1回行われる東峰村防災訓練について

は、昨年度に引き続きコロナ禍のなか、密集

を避けるため指定場所への避難だけで終了

しており、今後の課題として、有事の際に連携

して拠点機能を発揮できるような関わりを増

やしていかなければならない。（小石原） 



 ウ）業務継続に向けた取

組みの強化 

C 

・  安否確認の訓練として、NTT西日

本のWEB１７１災害伝言版の無料体

験を計画月以降も毎月実施継続して

おり、非常時の際、電話がつながらな

い場合の代替手段としての職員の認

識も広がってきたと思う。（小石原） 

・  救命救急講習には参加できなかったため、

今後は具体的な計画を立てた方が良いと思

われる。 

・  業務継続計画の策定はしたものの、その中

でどんな場合に自発的に集まるのか、担当の

役割は何かなど十分理解されている状況で

はないため、定期で計画に基づく説明や訓練

を実施する必要がある。 

③地域内の

他法人、関係

団体との連

携強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア）法人・団体等（高齢

者、障がい者、児童等）連

絡会の設立 

A 

・  連絡会の立上げに向けて、社協と協

議を進め、10月に初めての情報交換

会を実施することができた。 

・  発足後、毎月 1回の情報交換会を

開催し、意見交換を継続できている。 

・  現状、東峰村における大きな課題もないた

め、このまま、せっかくの機会や活動が尻つぼ

みにならないよう、まずは出来ることや実施し

てきたことを参加者で連携して、始めることを

考える。 

・  活動がないのに数だけ増やしても意味はな

いが、障がいや児童の分野との関わりの機

会を持つことも必要。 

イ）地域との関係性の継

続・連携強化 

 

B 

・  地域との連携強化をしていく為に各

関係機関との関りや行事等も新型コ

ロナウイルス感染症拡大の為ほぼ全

部中止となり、地域との関わる機会が

無かった。 

・  東峰村生活支援整備協議体（3 ヶ

月毎）には構成員として参加してお

り、同じ構成員の方からボランティア

や特技の披露などで申し出をいただ

き関係性の強化は出来ていると感じ

・  感染状況も続いているなか、地域との連携

強化を継続していくためコロナ状況の中でも

何か法人でできることを常に考えていく必要

がある。 

・  法人や事業所の強みを活かせるような関わ

りができておらず、現状地域支援員の方が中

心となって活動している。 私たちにしか出来

ないことがないか見極めながら、支援を受け

られない方たちへの別のアプローチも検討す

る必要がある。（小石原） 



ている。（小石原） 

 ウ）ふくおかライフレスキュ

ー事業の継続 

D 

・  西区連絡会での協議は９月に開催

した活動のみとなり、その後は新型コ

ロナウイルス感染症拡大の為、西区連

絡会での活動はなくレスキュー事業と

しての事案も無かった。 

・  新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、西

区連絡会での活動がほとんどできなかった

が、ライフレスキュー事業について、特定の職

員しか活動をしていない状況でもあるため今

後はサポーター養成研修を積極的に受講さ

せ、レスキュー事業の重要性を他職員に周知

させていかなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





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】 
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 目 標 実 績 達成率 

稼働率 ９６％ ９３．４％ ９７．３％ 

 

 令和２年度 令和３年度 差 異 

平均要介護度 ３．８ ４．１ ０．３ 

入 所 １５名 ８名 －７ 

退 所 １６名 １２名 －４ 

 

【施設目標】 

目 標 成 果・反  省 

１．安定的な収益の確保・コスト削減 （成果） 

・  特養の待機者は 15名、特養・短期の稼働率は

97.7%と目標を達成することができた。電気料

金やオムツ、保健衛生費など年間使用量表を作

成し、コスト削減にむけて、見える化を実行した。

福岡県施設等整備補助金を利用し、多床室の

個室化整備を行ったことで、新型コロナ感染対

策やプライバシー配慮が行えるようになった。 

・特養・ショートでは、新規待機者、デイで

は登録者確保の為、月一回の営業活動

と稼働率会議を継続的に行い、安定した

稼働率を維持する。 

・特養では待機者１０名。稼働率（特養・

短期）９６％以上。デイでは１日の平均利

用者１０名以上を目標にする。特にデイ

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）

R2年度 Ｒ3年度 令和３年目標



サービスでの運営強化を図る。 

・水道光熱費やオムツの支出等を月次

で確認し、随時改善を検討する。職員へ

水道光熱費の削減や社用車、施設物品

の取り扱い、消耗品の使用状況などの

意識づけをおこなう。給食費を除く、事業

費・事務費ともに経費削減を達成する。 

（反省） 

・   デイサービスの稼働率が大きく目標を下回っ

てしまった。コロナ警報発令期間での利用自粛

や体験デイ、施設見学の利用が減少した。次年

度に向けて、サービス提供時間の見直しや、デイ

施設機能の住民への開放を定期的に行い、収

益の増加とデイサービスの周知活動に力をいれ

ていく。 

・   コスト削減では、オムツの使用実態調査や勉

強会を実施する予定であったが、蔓延防止等重

点措置期間と重なり、勉強会を実施することが

できなかった。今後も新型コロナや世界情勢、慢

性的な人材不足、輸送費、燃料費の高騰による

水道光熱費や消耗品費の値上げなど、今年度

は、更なる物価上昇が予想される。コスト削減を

重点目標に置き、コスト削減の進捗状況を全職

員で共有していく。 

２．看取り対応の充実 （成果）  

・  面会が制限される中で、担当職員がご利用者

様の施設での生活状況を定期的に、ご家族へ手

紙と写真を送付し、手紙をやり取りすることで、ご

家族へ安心感をあたえ、感謝の言葉を頂くことも

あった。今年度は、看取り対応に限らず、多くのご

家族様と様々な方法でコミュニケーションをとり、

施設での生活状況をお伝えしていく。看取りご利

用者家族様への電話での状況報告（随時）は喜

んでいただいたので、継続して行っていく。 

（反省） 

・  新型コロナウィルスの影響で看取り対応のご利

用者様へ、充分な面会やご家族との接触の場を提

供することができなかった。ご家族様も他のご利用

者様への配慮から面会制限や、葬儀の規模縮小な

ど、心苦しい対応をさせてしまった。勉強会で看取り

対応時の取り決めの周知を行ったが、実行すること

ができなった。また、今後の課題として、看取り期間

が長期化したご利用者様への対応とコロナ禍での

看取りの在り方の検討も必要である。 

・ご利用者様が看取り期を安らかに過ご

していただけるよう、居室の整備を検討

する。 

・きめ細やかな食事、排泄、清潔保持の

提供・身体的、精神的緩和ケアと安楽な

体位の工夫・コミュニケーションを十分に

とる・看取り介護の状態観察、食事、水分

摂取量の把握、浮腫、尿量、排便量等の

チェックときめ細やかな経過記録の記

載・定期的なカンファレンス開催・生死の

確認の為きめ細やかな訪室・ご家族へ

定期的に近況報告をする。 

３．感染症や災害への対応力強化 （成果） 

・  施設等設備補助金を利用して、多床室２０床の・福岡県地域密着型施設等設備補助金



を利用して、新型コロナウィルスの感染

拡大を防止するために多床室の個室化

と感染拡大防止のためのゾーニング環

境等の整備をおこなう。 

・災害対応に関して、地域との連携を深

めるため、民生委員会に参加し、地域で

の要配慮者の確認など定期的な意見交

換を行う。また、東峰村での個別避難支

援計画策定促進事業と避難所運営訓

練・研修へ参加し、対応力の強化を図

る。 

感染対策を目的とした個室化工事を行う事がで

きた。感染症対応では、能古清和園へ約１か月

間、計５名の応援対応を行うことができた。また、

応援に行った職員が能古清和園でのゾーニン

グや感染症対策を小石原職員へ周知し、新型コ

ロナへ感染対策に対して、緊張感をもって実行す

ることができた。事業継続の計画と法人や事業

所間での協力体制構築の重要性を実感した。 

（反省） 

・   民生委員会や地域での防災活動は、新型コロ

ナウィルス感染拡大の影響で中止になり、参加

することができなかった。また、国の指針や新型

コロナ感染症対策の最新情報を全職員へ周知

することができなかった。災害時に感染状況が

悪化していることも十分考えられるので、感染状

況下を想定した、備品の管理や BCP の作成を

検討してく必要がある。 

４．認知症に対しての理解を深める（対

応力向上） 

（成果）   

・   認知症に対しての理解と接遇をテーマにした

勉強会をおこなった。動画を活用し、事例等をわ

かりやすく説明することができた。認知症対応で

は、多職種間で協議し、精神科等の受診により

専門家の意見を取り入れながらご利用者様へ

の対応を協議することができた。 

（反省）   

・   認知症ご利用者様への対応不足により、ご利

用者様が不穏行動や興奮状態になることもあ

り、認知症への理解と基礎知識の習得が必要で

ある。外部講師により、認知症の基礎知識や

BPSD に関しての勉強会をおこなう予定であっ

たが、実施することができなかった。今年度は、上

半期に施設職員（理学療法士、作業療法）によ

る認知症と身体機能に関する勉強会、下半期に

外部講師による認知症に関しての勉強会を開催

し、認知症状に関しての知識を取得し、ご利用者

一人一人に丁寧に対応していく。 

・介護に関わる全職員の認知症対応力

を向上させていくため、認知症基礎知識

の研修を開催する。認知症の原因となる

病気やそれぞれの特徴を理解し、ご利用

者様一人一人に丁寧に対応していく。 

・BPSD についての理解を深め、ご利用

者様の背景や家族環境、生活環境、身

体的要因などの情報収集を行い、不適

切なケアを行わないようにする。ご利用

者様に耳を傾け、共感し、寄り添い、非薬

物療法を実施することで BPSDによるス

トレス軽減に努める。 

５．接遇の向上・個別ケアの充実 （成果） 

・   4 グループでの業務体制に関しては、特に混

乱もなく各グループとも対応出来ていた。他のグ

・基本的な接遇意識を身に付け、好まし

い接遇マナーを職員全員で実践し、全職



員が思いやりの気持ちの伝え方を学び、

ご利用者が「尊厳」をもって「自分らし

く」生きていただける環境を作る 

・現在のグループケアを２グループから４

グループへ細分化することで、ご利用者

様との関りを増やし、個別ケアの充実を

図る。また、これまで４年間の反省や振返

りを行い、ご利用者様主体の暮らしを実

現するための具体的な改善点の見直し

や新たな目標設定を行う。 

ループに応援が必要な時は、職員間で協力体制

を構築することができた。環境づくりでは、ご利用

者様の誕生日をお祝いするための作品や、季節

を感じていただける作品作りを継続して行う事が

できた。 

（反省） 

・   職員の言動でご利用者様を不快にさせしまう

ことがしばしばあった。特に言葉使いやあいさつ

がきちんとできていない職員に対して、勉強会や

評価制度を導入して、指導を継続的に行っていく

必要がある。 

・   職員の欠勤や欠員により、グループ内で全て

の事が完結出来ない事も多く、他グループの協

力なくして４グループ化の維持は難しかった。今

年度も4グループ化を継続していく中で、昨年度

の反省や課題に対して、各職員が活発に意見を

出し合い、積極的に改善していけるようにしてい

きたい。 

・   今後は、ご利用者様の住環境整備を施設と連

携し実行していく。 

・   全ご利用者様に対し、担当職員に個別のケア

プランを立ててもらったが、目標達成率は低く、ご

利用者様に対してＱＯＬの向上に結び付けられ

なかった。今年度は新たに個別目標を設定し、き

ちんと経過報告を行っていけるようにする。 

 

【職員状況】 

 R２ 年度 Ｒ３年度 差 異 

職員（正規） ２０名 １９名 －１ 

職員（非正規） ８名 ７名 －１ 

職員（非常勤） ３名 ３名 ０ 

入 職 ４名 ２名 －２ 

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） 

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）、※地域合同避難訓練中止 

７月 開園記念日、七夕、誕生会（各グループ） 

８月 誕生会（各グループ） 

９月 誕生会（各グループ） 

10月 誕生会（各グループ）、ミニ秋祭り（内部） 

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（お参り） 

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 

 

②清和園短期入所事業 

【稼働率】 
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③デイサービスセンター清和園 

【稼働率】 
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【事業所目標】 

目 標 成  果・反  省 

1）稼働率 65％、登録者数 28名の達成 

・ニーズの発掘を行い、体験利用から利用へと

つなげたい。また、サービス満足度調査を実施

し、改善点等の検討をおこない、利用者の定着

も併せて行いたい。 

・稼働率の目標達成を最重要課題として、営

業活動や情報収集、広報活動に取り組んでい

く。 

（成果） 

・なし 

 

（反省） 

・   年間稼働率 51.8％、３月末時点の登録

者数１９名と大きく目標を下回ってしまっ

た。緊急事態宣言や蔓延防止等重点措置

期間中は、デイのご利用を控えるご利用者

様や入院、入所、利用休止が増加する一

方、体験利用や新規申し込みが例年に比

べ、大きく減少した。次年度に向けて、提供

時間の変更と人員配置の見直しで収益の

安定化を図る。今後の事業内容や事業方
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針を検討していく。 

2）ご利用者様、家族と地域をつなぐ役割を担

う 

・ 春と秋の二回程度、家での困りごとや、地域

の困りごとについての相談会を実施し、頼れる

施設となり、利用者様とご家族の思いをつなげ

ていく。 

・ 地域参加型行事の提案・実施 

 

（成果） 

・  デイ新聞やデイ手帳を活用し、デイでの

活用内容報告と手帳を新調したことで、ご

利用者様やご家族様ときめ細かい情報交

換をおこなう事ができた・ 

・  介護予防教室を開催し、地域住民の方と

交流の場を設けることができた。 

（反省） 

・  新型コロナの感染拡大が長期化したこと

で、外出行事や家族との交流行事を開催

することができなかった。今後も感染対策

が長期化することを考え、電話や書面等で

家族への困りごと相談会を企画し、家族へ

の相談支援を実施していく。 

 

3）ご利用者様の身体機能向上 

・ご利用者様全員の情報収集や身体機能の

評価を行い、個人個人の身体機能向上に向け

たプログラムの立案・実施を行っていく。 

 

（成果） 

・   年間を通して、ご利用者様への必要なプ

ログラムの立案と実施をすることができた。

次年度は機能訓練計画において、よりご利

用者様に必要なプランの作成ができえるよ

うにご利用者様、ご家族、担当ケアマネと

活発な意見交換を行い、家庭訪問の機会

も増やすことで在宅生活の改善に向けた

取組も行っていく。 

（反省）  

・   ご利用者様の身体状況に大きな変化は

ないが 、年齢的要因や基礎疾患による身

体能力の低下があり身体機能の維持がか

なり難しいご利用者様が多数いる。また、ご

利用者様によっては負荷量を減らす必要も

あるため、過負荷に注意し訓練を提供する

必要がある。専門理学療法をいまだ選択

できずに迷っているケースもある。 

4）ご利用者様の健康維持、増進のためご家

族や担当ケアマネジャーと情報共有を行う 

・会話の内容や表情や動作等から利用者様の

体調を考慮できるよう普段からコミュニケーシ

（成果） 

・   送迎時や入浴時、昼食時などに異変を

感じた場合には、すぐに看護師とご家族へ

報告し、受診や異常の早期発見につなげ



ョンをとりながら観察を行う。 

・血圧測定値の平均を出し、血圧の変動がな

いか確認し受診の際等に役立てて頂けるよう

結果をお伝えする。 

・小さな変化や情報もケアマネと共有し、ご利

用者様、ご家族と良好な関係を築けるように努

力する。 

ることができた。年間を通して、デイ利用中

に大きな事故が起きることはなかった。 

（反省） 

・   職員間やケアマネとの情報共有が上手

くいかず、ご利用者様への対応が統一でき

ない場面も生じてしまった。どんな細かい

情報でも全員で共有し、報告・連絡・相談

の徹底を遵守していく必要がある。相談フ

ロチャート等を作成し、正確な情報の共有

を図る。 

５）スキルアップと職員間の円滑なコミュニケ

ーションにより、協同一致の体制を整える 

・常に自身の行動、言動について振り返りを行

い、また知識取得への努力も継続して行う。 

・老年看護の勉強をし、知識と技術を身に付け

る。 

・専門分野（整形 or 呼吸器 or 脳神経）の専

門認定理学療法士取得のため日々研鑽する。 

（成果） 

・  目標に掲げていた、専門認定理学療法士

所得に向け、理学療法専門カリキュラムを

終了することができた。今後は、ご利用者

様のニーズに沿った学科を選択し、習得し

ていく。 

（反省） 

・  職員の言動により、ご利用者様やご家族

に誤解を与え、不信感を抱かしてしまった。

問題が起きた場合には自己解決せず、必

ず報告と情報の共有を行い、再発防止を

行う。ご利用者様やご家族に対して、敬意

を払った言葉使いと接遇を徹底していく。 

 

【職員状況】 

 Ｒ２年度 Ｒ３年度 差 異 

職員（正規） ４名 ３名 －１ 

職員（非正規） ０名 １名 １ 

職員（非常勤） ２名 １名 －１ 

入 職 ２名 １名 －１ 

退 職 １名 １名 ０ 

 

【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、秋の味覚彩 

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）、芸術祭 

12月 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、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・菜の花見物（車窓） 

 

④ケアプランサービス清和園 
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 目 標 実 績 達成率 

目標担当件数 ３６件 ３８．８件 １０７％ 

【事業所目標】 

目 標 成  果・反  省 

・ケアプラン作成件数     

年間平均 28件 

予防ケアプラン作成件数   

年間平均 10件 

 

・地域課題の抽出を行い各種会議での報告な

どを含め、必要となる社会資源の開拓などに

取り組める。 

 

（成果） 

・  山岡 CM の退社により、８月より居宅介護

支援業務を引き継いだ。サービス調整の仕方

や行政機関への手続きなど、何とか対応する

ことがきた。また、引き継いだ担当件数の維持

ができたので、今年度は、新規受け入れにも対

応していく。 

・   地域のさまざまな立場の支援者が一人

のご利用者様、ご家族に関係されている困

難な事例を担当するようになり、行政や事

業所との連絡、家族対応などの心理状態

への配慮など、考えさせられることや学ぶ

機会が多くあった。まだ事例に対する報告

などは行えていないが、自分が携わった事

例について、しっかり伝え、地域課題などを

解決していくうえで、役に立てるように専門

職としての能力を向上させていく。 



（反省） 

自立に向けた支援など専門職としての役割を

果たしていく事が十分出来てはいない。 

今後は、業務を効率的に行い安定した給付管

理件数を維持できるように努めていきたい。地

域ケア会議への参加も業務に慣れないうちは

時間的余裕もなく参加自体が大変であった

が、今後は出来る限り参加し、専門職としての

能力向上に努める。また、事例を通して、自分

に不足している事やこれからやるべき事等を

学び、ご利用者様やご家族に返していけるよ

う、今後も努力していく。 

 

【職員状況】 

 R２年度 R３年度 差 異 

職員（正規） １名 １名（異動） ０ 

入 職 ０名 ０名 ０ 

退 職 ０名 １名 １ 

 

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 

・  入所に関しては、ショートステイの長期

利用の希望があり、要介護度や空床調

整の関係で、スムーズに入所へつなが

る事が少なかった。 

・  入所名簿整理等は、4 月 10 月に行っ

ている。ただ、入所判定委員会が、コロ

ナ渦で開催する事が難しく、書面での報

告となってしまった。次年度はハイブリッ

ド形式の開催等も検討する。（第三者委

員も高年齢化が進み PC 操作等も課

題）また、各行政機関より、待機者 名簿

提出の依頼が数件あり対応している。 

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 

・苦情の内容携行調査 

・  苦情解決委員会単独での判断が出来

ない事も多く、その都度、説明はさせて

いただくが、迅速な対応とはいかなかっ

た。また、透明性に関しては、朝礼や会

議等で現状報告をおこなった。 

・  面会制限が解除されたり、ガラス越し



の面会が出来るようになった場合、は直

ぐにご家族様に文書を送付し、迅速に

対応した。 

・  コロナ渦も 2年目に入り、ご家族様、ご

利用者様ともにストレスを感じ、それに

付随した要望が増加傾向にあるのでし

っかりと対応していく。 

褥瘡対策委員会 

・褥瘡を繰り返し形成しやす

い利用者の要因の特定を

行い、褥瘡リスクを軽減する 

・褥瘡の早期完治のために

対応策を職員へ周知し、対

策の徹底を行う 

・  OH スケールを使用しての褥瘡ハイリ

スク利用者把握を行った。ハイリスクご

利用者様は１２名で、 褥瘡を形成した

ご利用者様が 6名おり、 昨年度までに

完治されなかったご利用者様が 3 名で

あった。 

・  同じご利用者様が何度も褥瘡を繰り

返されており、完治まで長い時間がか

かっていた。対応策を各グループで検

討していたが、他グループに情報が伝

わっていない事があった。褥瘡が長期化

したご利用者様に対し、アルブミン・亜

鉛の測定を行い、不足している栄養素

の接種を行い、褥瘡改善に繋げること

が出来た 。褥瘡発生要因を把握し、対

応策を考える必要がある。ご利用者様

に対し、統一した介護・介助が出来てい

ない場面があった 

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、身体拘束の廃止

に努める 

・言葉使いを含めた接遇マ

ナーの向上 

・  ベッド柵の使用に関しては、具体的な

代替え案がなかなか出ない事もあり、全

て改善することができなかった。ベット柵

以外の身体拘束に当るような環境は見

られなかった。 

・  ご利用者様に対する言葉使いに関し

て、まだまだ注意する点が多く、勉強会

や啓発活動を積極的に行う必要があっ

た。マナーチェックを習慣化し、各個人

が自分の出来ていない点を自覚してい

けるようにすれば良かった。 

・  身体拘束や虐待行為にあたるようなこ

とはなかったが、言葉使いが雑であった

り若干威圧的と思われるような言葉使



いはあった。そういった場面での注意指

導が十分でなく見過ごされていた。 

 

喀痰吸引等委員

会 

・喀痰吸引等が安全かつ、

適正に実施できるように施

設における必要な体制を整

備する 

（経管栄養を含む） 

・  夜勤業務を行っている介護職員や、今

後、夜勤業務に入る介護職員に向けて

の吸引資格を安定的に取得させれるよ

うに法人内で再度、喀痰吸引の資格所

得に向け、計画的なプログラムを再構築

する必要がある。 

・  吸引機の感染対策に関しては、感染委

員会からの指導もあり、しっかりとできて

いた。 

・  施設内で吸引が必要な事例が頻繁に

あるわけではないが、吸引に関しての事

例やヒヤリハットがあった場合には、看

護職員、事故対策委員会に報告し、対

策を共有できるようにしていく必要があ

る。 

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、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 

・ヒヤリハットの報告件数を

増やす 

・ヒヤリハットの活用で事故

を未然に防ぐ 

・  ヒヤリハットについては様々な内容のも

のが報告されていた。しかし、報告書を

提出している職員に偏りが見られ、全職

員が報告しているというものではなかっ

た。職員それぞれが、ヒヤリハットに慣れ

てしまっている事も考えられる。 

・  勉強会でヒヤリハットの重要性や事例

を挙げて対策を検討してもらったが、実

際に発生したヒヤリハットの対策を検討

することで、ヒヤリハットを身近に考える

ことが出来たと思う。４月から２月までの

事故発生件数 72 件ヒヤリハット件数

86 件で、 職員の介助ミスによるものも

多く発生している。事故防止のためには



介護技術の向上も必要と思われるの

で、勉強会を利用して事故防止のため

の介護技術の検討も行っていく。 

感染対策委員会 
・感染予防と感染拡大防止

に努める 

・  インフルエンザやノロウイルス、新型コ

ロナウィルスなどの発症もなく、年間を

通して感染対策をしっかりすることが出

来た。 

・  感染予防に対し職員の意識も高く、ｇｐ

利用者様・職員共に体調管理が出来て

いた。また、新型コロナウイルスの感染

状況により、随時話し合いを行ったが、

内容の変更が多く、上半期は感染対策

の周知が遅くなってしまった。 

・  感染症は出なかったが、実際に発症し

た場合、1人 1人が全てを把握し、行動

出来るかなど不安が感じられた。 

看取り委員会 

・限られた時間をご利用者、

ご家族が望むように支援す

る 

・心身の安定、安楽を保つ 

・看取り環境の整備 

・  コロナ渦にあっても面会したいという、

ご家族様の気持ちを汲み、感染委員会

と協議し看取りご利用者様の面会を実

施することができた。 

・  対象ご利用者様の生活史から好きな

音楽をみつけ、実施することが出来た。

お部屋にその方が好きな、物を置くなど

の工夫を凝らした。 

・  委員会が不定期であり、話し合いがな

かなか出来なかった。他グループ、多職

種間での情報共有が出来なかった。 

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、普段の正しい姿勢等 

・E ラーニングの活用及び

（動画を活用する事で、介

護技術や意識の統一を図

る） 

・  パソコンでの資料作成等は行えていた

が、パワーポイントを利用した勉強会は、

限られた委員会のみであった。オンライ

ン動画を活用した勉強会では、動画の

配信のみで補足説明や資料の配布が

無く、準備不足が感じられた。 

・  外部講師を招いて、認知症に関しての

勉強会を開催する予定であったが、講

師の選定と新型コロナの感染状況によ

り勉強会の開催日程が不定期になって

しまい、動画を活用した施設職員での

開催となってしまった。 



・  喀痰吸引委員会の吸引実技研修や感

染対策委員会の防護服の着用方法、手

指消毒指導の実技指導など実践的な

研修を行う事ができた。 

 

 

⑥研修・勉強会等 

【施設外研修】 

日にち 研修名 内 容 参加人数 

5月 28日 次代を担う人材の輩出 ブランディング人材育成 １人 

6月 10日 働き方改革 福祉人材の育成・定着・確保 １人 

7月 10日 災害派遣研修 福岡 DWATについて 1人 

7月 16日 感染予防研修 新型コロナウィルス感染症 1人 

7月 20日 高齢者虐待防止 ストレスマネジメントの重要性 2人 

8月 26日 役職者研修 コーチング研修 2人 

9月 2日 施設長研修 ワーク・エンゲージメント研修 １人 

9月 29日 介護福祉士実習指導者講習会 実習指導者の理論 １人 

9月 30日 LIFE研修 科学的介護データの必要性 １人 

10月 6日 介護福祉士実習指導者講習会 スーパービジョン １人 

10 月 13

日 

災害派遣研修 福岡 DWAT の活動内容につい

て 

1人 

11 月 11

日 

安全運転管理者講習 安全運転についての講習 1人 

12月 5日 日本語検定試験 N2 日本語言語知識・ 聴解・読解 1人 

１月 26日 経営協セミナー 2025アクションプラン 1人 

2月 6日 施設長研修 ブランディングの意義と必要性 1人 

3月 23日 実習生３号移行試験 実技・学科試験 １人 

 

 

【施設内勉強会】 

日にち 実施担当 内  容 

4月 26日 
・特養 ・デイ 

・事務所・看護 

・事例発表 

6月 23日 
・外部講師（アクエルド） 

・感染対策委員会 

・就業規則、法令順守に関して 

・感染発生時の行動、今後の感染対策 

7月２6日 
・研修委員会 

・虐待・身体拘束廃止委員会 

・認知症研修、接遇研修 

・高齢者虐待防止について 

９月７日～ ・褥瘡対策委員会 ・褥瘡予防研修 



（オンライン研修） 

10月 25日 
・感染対策委員会 

・看取り委員会 

・感染症について 研修報告 

・看取りに関する勉強会 

11月 22日 
・虐待・身体拘束廃止委員会 

・喀痰吸引委員会 

・虐待・身体拘束廃止について（事例） 

・実技指導（対象者のみ） 

1月 24日 
・事故防止委員会 

・木下主任 

・事故、ヒヤリハット集計 

・事故事例研修 

・おむつの使用に関しての勉強会 

3月 28日 
・副施設長 

・施設長 

・高齢者権利擁護 

・令和４年度事業計画に関して 

 

【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 12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 不定期開催 入所者について、各委員会報告等 

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 不定期開催 

「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（書面開催） 

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 3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 2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書面開催） 

 

⑦苦情受付 

事業所 内  容 

特別養護老人 

ホーム清和園 

（短期入所含） 

デイサービスセンター

清和園 

（苦情・要望） 

・特養０件 

・デイ１件    ご家族がデイ送迎時にご利用者様の排泄介助をしてい

たため準備ができておらず、対応した職員が遅くなる様であれば、他の

ご利用者の送迎にもいかないといけないためご家族にて送迎してもら

うようお願いした。しかし、ご家族はいつもより職員が送迎に来る時間が

早いことと職員の態度にご立腹され、今後は該当職員を担当から外す



ように事務所まで来られた。 

 

 

（対応・解決策） 

デイ１件    ご家族へ管理者より不愉快にさせてしまった事への謝罪

と、事実関係を確認し、今後の対応を報告する旨をお伝えする。該当職

員に確認したところ、自己判断で家族に送迎を依頼したのは、間違いな

いが、いつもより早く送迎した事実はなく、その日は利用者も多数いたこ

とから、焦ってこのような行動に出てしまったと反省していた。今後は、送

迎の順番変更や待機職員との連携により不測の事態にも個ではなくチ

ームで判断行動するように指示をする。ご利用者様には今後、柔軟な対

応をする旨お伝えし、納得していただく。  

 

 

⑧助成金・補助金等 

名  称 内  容 

・多床室個室化助成金 

・新型コロナ助成金 

（感染予防） 

・緊急時介護人材確保補助金 

・19,560,000円 

内訳  ・特養 50,000円  ・短期  10,000円 

      ・デイ 10,000円  ・居宅  10,000円 

・950,000円 

 

⑨地域貢献・地域交流活動 

取り組み名 内  容 

・介護予防教室 ・  ２０２１年１１月２８日（日）AM9：15 分よりデイサービス

にて、東峰村小石原地区の６５歳以上の介護認定を受けら

れていない住民を対象に機能訓練や脳トレを実施する。当

日は６名の参加があり、２時間程度デイ職員より、集団体操

や塗り絵、居宅ケアマネの介護相談等をおこなった。ご利用

者様からは、次回の開催の要望があったので、本年度は計

画的に定期開催を行っていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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】 
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 目 標 実 績 達成率 

稼働率 95.0％ 92.0％ 96.8％ 

 

 令和２年度 令和３年度 差 異 

平均要介護度 ３．4 3.4 ０ 

入 所 30名 12名 －18 

退 所 １5名 １5名 0 

 

【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） 

・介護方針並びに求められる人材像の共有が出来ていなかった

①理念・介護方針・求められ

る人材像の共有 
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ため、法人理念の理解促進と合わせて、次年度の施策において

実施する。 

②苦情処理体制の整備 

 

 

 

 

（成果） 

・苦情処理のフローチャートの作成・リーガルチェック、第３者委

員や指針の見直しを実施し、ルールや役割を明確にすることが

できた。 

（反省） 

・全体への共有が十分に行うことができなかったので、次年度

は各種会議等を通じて、全体共有並びに理解促進を図る。 

③ユニットケア・ユマニチュー

ドケアの定着 

 

 

 

（成果） 

・２４時間シートを活用するユニットが増え、ユニットケアの実践

の推進を図ることができた。 

（反省） 

・ユニットリーダー研修を受講することができなかったので、次年

度は計画的に研修受講者を増やし、ユニットケアの普及に努め

る。 

④自立支援介護の実践 

 

 

（成果） 

・報酬改定に合わせて新規委員会を立ち上げたことで、栄養ケ

ア及び口腔・褥瘡ケアについて、専門的なケアを実践することに

繋がった。 

（反省） 

・ケアプランについては委員会の活動が計画通りに進まなかっ

たので、次年度はコンプライアンス委員会を中心に取り組んで

いく。 

⑤看取りケアの充実 

 

 

 

 

（成果） 

・研修会を通じて、看取りケアに対する意識の向上につなげるこ

とができた。 

（反省） 

・看取りケアを実施する環境づくりが出来ず、看取りケアを実施

することが物理的にできなかったので、協力病院との連携を強

化しつつ、継続的な体制づくりに励む。 

２．職員個々のスキルアップ・  

リーダーの育成 

 

 

（成果） 

・接遇のコンサルタントを導入し、委員会活動や研修を通じて、

接遇レベルや意識の向上を図ることができた。 

（反省） 

・委員会活動が期待通りに進まなかったので、委員会のメンバ

①接遇マナーの向上 

 

 



ーの見直しも含め、次年度も積極的に取り組んでいく。 

②各種委員会活動及び施設

内外研修の充実 

 

 

（成果） 

・施設内研修では外部講師による専門的な研修を実施する機

会を増やすことができた。オンラインで研修できる環境を整えた

ので、外部研修を受講する機会が増えた。 

（反省） 

・コロナウィルス感染症の影響で施設内研修や委員会活動に制

限が生じ、活動できない期間が度々あったので、情報共有の促

進やオンライン環境の整備に努めていく。 

③新人研修・階層別研修の

充実 

 

 

 

（成果） 

・施設外の役職者研修（オンライン）に積極的に参加することが

できた。 

（反省） 

・新人研修を計画通りに実施することができなかった。また、役

職者研修も受講する職員に偏りが出てしまった。 

④事例研究発表の開催 

 

 

（成果） 

・発表はできなかったが、研究は１年を通じて行うことができた。 

（反省） 

・研究発表がコロナウィルス感染症の影響でできなかった。現場

の負担と研究発表の効果を踏まえ、今後の実施を検討してい

く。 

３．コンプライアンスの徹底  

（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） 

・介護方針並びに求められる人材像の共有が出来ていなかった

ため、法人理念の理解促進と合わせて、次年度の施策において

実施する。 

①理念・行動指針・求められ

る人材像の浸透 

 

 

②各種規則のリリース 

 

（成果） 

・就業規則をはじめ、各種規程を順次リリースすることができた。 

（反省） 

・変更時のタイムリーな説明や共有に時間がかかってしまった。 

③人事考課制度の導入  

 

 

（成果） 

・慣れない中、１年を通して取り組むことができた。 

（反省） 



・評価項目の内容や評価の方法、考課者レベルの底上げなどの

課題が浮き彫りになったので、次年度はプロジェクトチームを中

心に取り組んでいく。 

④ガバナンスの強化 

 

（成果） 

・慣れない中、１年を通して取り組むことができた。 

（反省） 

・評価項目の内容や評価の方法、考課者レベルの底上げなどの

課題が浮き彫りになったので、次年度はプロジェクトチームを中

心に取り組んでいく。 

⑤コンプライアンス教育 

 

 

（成果） 

・顧問弁護士によるコンプライアンス研修を実施することができ

た。 

（反省） 

・現場レベルでコンプライアンス意識の向上を図るための具体

的な取り組みを委員会活動を通じて示すまでには至らなかっ

た。 

⑥苦情処理体制の整備 

 

 

（成果） 

・苦情処理のフローチャートの作成・リーガルチェック、第３者委

員や指針の見直しを実施し、ルールや役割を明確にすることが

できた。 

（反省） 

・全体への共有が十分に行うことができなかったので、次年度

は各種会議等を通じて、全体共有並びに理解促進を図る。 

⑦福祉サービス第三者評価

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し、期中にチェック内容

を更新することができた。 

（反省） 

・年２回実施する予定であった全体的なケアの自己評価をコロ

ナウィルス感染症の影響で年１回しか実施できなかった。 

４．業務効率化に向けた環境

整備 

 

 

（成果） 

・看護職員を２ユニットで固定配置し、個別のフォロー体制を構

築することができた。 

（反省） 

①看介護職員の協働 



・看護職員の入れ替わりの際に、スムーズな引継ぎができず、現

場の看護ケアに影響が出てしまった。 

②業務分担の工夫 （成果） 

・ケアサポーターが増え、２ユニットに固定配置することで、現場

職員との連携強化を図れた。 

（反省） 

・ケアサポーターの業務にバラツキや非効率な部分が見られた

ため、次年度は業務の整理を行い、直接処遇職員がより効率よ

く働ける環境を作っていく。 

③外国人技能実習生・留学

生の受入れ 

 

・コロナウィルス感染症の全世界的な流行や技能実習生の母国

であるミャンマーの政情不安定化の影響で、入国が予定よりも

延びてしまった。 

④介護ロボット等（ICT、Ioｔ

含む）の導入 

 

 

 

 

（成果） 

・介護ロボット補助金や ICT 補助金を活用して、インカムと介護

記録システムを導入した。また、福祉の展示会に職員を派遣す

ることができた。 

（反省） 

・ノーリフティングケアの理解促進が思うように進まず、介護リフ

トの導入ができなかった。 

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介

護養成校への学校訪問 

 

（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。 

③メンタルヘルス対策 

 

（成果） 

・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） 

・衛生管理者が退職し、補充することができなかった。 

６．財務基盤の安定化  



①利用稼働率の向上 

 

（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。 

（反省） 

・コロナウィルス感染症の施設内まん延の影響もあり、デイサー

ビスの稼働率が大幅に低下した。 

②各種加算の取得 

 

（成果） 

・報酬改定に伴い、積極的に新規加算の取得に努めた。 

（反省） 

・算定可能な加算は未だあるが、嘱託医との連携や各専門職の

理解が不十分なため、取得できなかった。 

③入院者を出さない 

 

（成果） 

・施設内でコロナウィルス感染症がまん延する前までは前年度

に比べ、入院者は減少した。 

（反省） 

・転倒骨折するケースが増えたので、現場の見守り体制やセン

サーの活用等対策を強化していく。 

④コスト意識の向上 

 

（成果） 

・消耗品や水道光熱費に関して、現場レベルで様々な提案を行

ってくれるようになった。 

（反省） 

・パット類の使用状況が増え、コストにも影響してきたので、排泄

委員会を中心に適正な使用の徹底に努めていく。 

 

【職員状況】 

 R２ 年度 Ｒ３年度 差 異 

職員（正規） 65名 63名 －2 

職員（非正規） 4名 5名 +1 

職員（非常勤） 15名 10名 -1 

入 職 10名 9名 －1 

退 職 9名 １3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 花見（各ユニット）、誕生会（各ユニット） 

５月 端午の節句（各ユニット、デイ）、誕生会（各ユニット） 

６月 誕生会（各ユニット） 

７月 納涼会（屋外にて海館、山館別にて開催）誕生会（各ユニット） 



８月 誕生会（各ユニット） 

９月 敬老会（各ユニットにて開催） 

10月 秋祭り※コロナ感染症の為中止各ユニットにて実施、開園記念日 

11月 文化祭（作品展示コーナー設置）、誕生会（各ユニット） 

12月 クリスマス会（各ユニット）、誕生会（各ユニット） 

1月 新年祝賀会（松花堂弁当と各ユニットで開催 

2月 節分（各ユニットで開催）誕生会（各ユニット） 

3月 ひな祭り（ひな人形展示） 

 

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％ 123.5％ １23.5％ 

 

 

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。 
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2 事業所の所在地 

 福岡市西区能古７７７番地１ 

3 令和３年度 運営の実績、報告 

（1） 利用定員  １日／４月～８月（３０人） ９月～３月（２５人） 

（2） デイサービス利用状況 
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９  

月 
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月 

年  
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開所日数（日） 26 26 26 27 26 25 26 26 26 25 14 27 325 

延利用者数（人） 589 588 573 573 495 488 536 525 440 390 115 418 5730 

前年度実績 484 458 604 600 558 412 650 596 587 468 560 630 6607 
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 目 標 実 績 達成率 

稼働率 ８３％ ６８．４％ ８２．４％ 
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目 標 反  省 

① 利用者一人一人の特性等に合わせた

サービスの提供（介護士） 

記録、アセスメントは申し送りをしっかり行う事でで

きていた。事例にレクを挙げた事によりスタッフが意

識し取組み、多様化できている。連絡帳に写真を取

り込むことにより利用者様の意欲向上にも繋がっ

た。ヒヤリハットの記入量はあまり増えていない。入

浴に関しては在宅の助言、訓練は行えていない。足

湯バケツや危険度の高いものの撤去により環境改

善はできた。食事については嗜好や意向に合わせ

てご本人様話しながらご本人様に合う食事が提供

できるよう取り組んだ。摂取量が少ない利用者様

に対しては家族、栄養士に相談しながら改善策を

考えた。 

② 利用者の健康状態を把握する（看護

師） 

1）ご家族様への報告を密にして積極的に受診を

促した。症状が改善した例も多々あったが、協力を

得られないご家族様との連携にはより一層の工夫

が必要である。 

2）来園時の感染予防対策は徹底しているが、昼

食前、おやつ前の手洗い等は徹底できないのでア

ルコール消毒にする等実施方法の検討が必要で

ある。 

③ 通所介護計画書等に基づくサービス

提供を行う（相談員） 

計画に基づいたサービス提供に努めたがコロナウ

イルス感染症の拡大によりサービスの減少や事業

所の閉鎖によりご利用者様、ご家族様の希望に沿

うことができなかった。 

④ 利用者の心身機能の維持向上並びに

在宅生活の継続に役立つ内容を取り

入れながら援助を行う。（機能訓練

士） 

 

以前から行っている利用者様の内容は身体状態

に変化なければリハ内容は継続で、入退院で身体

状態に変化があったり評価次第では利用者様に

合った内容を変更することもできました。 

⑤ 認知症の理解を職員へ周知するため

に計画的に勉強会や研修を行う 

施設内研修では認知症ケア研修を全職員が参加

することができた。認知症利用者様も多くなり理解

を周知するためデイ独自での勉強会を実施する予

定でしたが実施することができなかった。 

⑥ 地域貢献活動を積極的に取り組む 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴って地域行

事は中止となり、地域海岸清掃や認知症サポータ

ー養成講座に参加したりしてできる限り参加するこ

とができた。 



（3）各職種からの実施報告、反省 

 

※ 平均年齢 ８３．１歳 （男性）   

平均年齢 ７６．４歳 （女性） （令和４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 

・カラオケ・ざるかに合戦・ボール当て・カップアイスゲーム・紙芝居 

・ビンゴゲーム・脳トレ・手芸教室・新聞ちぎり・お弁当作り 

・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・ストラックアウト・ビンゴゲーム・的当て・引っ張り合い 

・玉入れ・おばけとばし・ピンポンすくい・５月誕生会・輪投げ 

目隠し、お手玉積み・おやつ作り 

６月 
・カラオケ・手芸・射的・ブロックつかみ・輪投げ・ボール取り 

・相性占い・水墨画・七夕飾り作り・引っ張りゲーム・６月誕生会 

７月 

・納涼会（かき氷作り）・魚釣りゲーム・ボール探し・新聞ちぎり 

・カラオケ・手芸クラブ・玉すくい・旗倒し・ジャガイモ風詰め放題ゲーム・

果物切りゲーム・お手玉のせ・モグラたたき・水墨画 

・７月誕生会・ストラックアウト 

８月 

・おぼんこぼん・ボール転がし・かさでキャッチ・ボーリング・手芸 

・スイカ割り・水墨画・お手玉投げ・パットゴルフ・バスケットボール 

・スイカ探し・ゴミタワー・おやつ作り・人間トンネル・箱の中身は何 

・８月誕生会 

９月 
・敬老会（中止）・カラオケ・輪投げ・袋詰めゲーム・脳トレ・棒倒し 

・お手玉投げ・パットゴルフ・ぐらぐらゲーム・引っ張りゲーム 

⑦  利用実績・稼働率目標 目標稼働率から大きく低下した。原因としては併設

施設である特養への入所、ショート利用者の増加、

調整不足、新規登録者の減少と課題が残る結果と

なったことは反省し次年度は登録数を増やすため

全職員で協議し課題可決に向けて早急に取り組

む。 



・手芸・水墨画・９月誕生会・第１４回秋祭り（中止） 

１０月 

・第１４回開園記念日（新型コロナウイルス感染症拡大の為中止） 

・映画・引っ張りゲーム・輪投げ・お手玉投げ・手芸・水墨画・ 

・玉入れゲーム・カラオケ・脳トレ・相性占い・ブロック積み 

・人間輪投げ・仲良しこよしゲーム・引っ張んるんだ・たこ焼きゲーム 

・コスモス見学（ドライブにて見学）・10月誕生会 

１１月 
・第１４回文化祭（中止）・色合わせゲーム・手芸・水墨画・棒倒し 

・買い物レクお店屋さん・カラオケ・パットゴルフ・11月誕生会 

１２月 

・第１４回クリスマス会・第１３回餅つき（中止）・水墨画・映画 

・第６回紅白歌合戦・お手玉入れ・カラオケ・新聞紙・引っ張るんだ 

・ビンゴ・輪投げ・箱の中身は何・ホッケー・手芸クラブ・袋詰め 

・パットゴルフ・12月誕生会・料理クラブ（年越しそば）・棒倒し 

・焼き芋ゲーム・歌バツゲーム・ 

１月 

・鏡開き・カラオケ・福笑い・フィーリングカップル・お化け退治 

・引っ張りあげ・初詣・映画・お化け飛ばし・ゴールを狙え・射的 

・バランスゲーム・ビンゴ・うちわでピンポン・脳トレ・パットゴルフ 

・おやつ作り・お手玉レク・手芸クラブ・水墨画・1月誕生会 

２月 
・節分・カラオケ・玉投げ・バランス・ブロック積み・棒倒し・映画 

・フリースロー・２月誕生会 

３月 

・雛祭り・カラオケ・バランス・すくってお手玉・キックボーリング 

・パットゴルフ・お手玉入れ・手芸クラブ・おはしでつまんで 

・ビンゴ・水墨画・おやつ作り（お好み焼き）・ホワイトデー 

・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。しかし、１２月１６日に実施し

た総合避難訓練では西消防署の方が４名訪問され火災発生場所を想定した避難訓練が実施で

きた。通報・消化・誘導といった一通りの訓練が実施できたことはとても良かった。今後は年に 2回

は継続できるよう委員会で企画し計画的に防災訓練や災害を想定した避難訓練を実施していく 

 

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。 

 



③研修内容、研修参加者 

 研修内容 参加者 不 参

加者 

４月 事故対策研修・身体拘束廃止研修・看取り研修 ４名 ６名 

５月 接遇マナー研修（第１回、外部講師）・ユマニチュードケア研修 （中

止） 

  

６月 接遇マナー研修（第２回、外部講師） ７名 ３名 

７月 感染対策研修（第１回）・ケアプラン研修・ノーリフトケア研修 ７名 ３名 

８月 持ち味・承認研修（外部講師）             （中止）   

９月 緊急時の対応研修・介護記録研修            （中止）   

１０月 褥瘡予防研修・排泄ケア研修・口腔ケア研修 ６名 ３名 

１１月 コンプライアンス研修（第１回） ４名 ５名 

１２月 感染対策研修（第２回）・認知症ケア研修・ノーリフトケア研修 ８名 １名 

１月 事故対策研修（第２回）・身体拘束廃止研修（第２回   （中止）   

２月 コンプライアンス研修（外部講師）           （中止）   

３月 非常災害時の対応に関する研修・ノーリフトケア研修   （中止）   

  

（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対面式の研修

は受講することができませんでしたが、オンライン研修にて生活相談員や機能訓練指導員対象の

知識向上を目的とした研修は受講することができた。 

 

６ デイサービス車両事故、破損報告 

 （1）車両破損届け件数 2件 

  （2）車両破損日、破損車両、破損理由報告 

 

日 付 職員名 車 種 理 由 

Ｒ3/8/3 安村さゆり トヨタハイエー

スワイド 

対向車が来た際左に寄りすぎ左ミラーを壁に接触 

Ｒ4/1/4 松本 定 トヨタハイエー

スワイド 

対向車が来た際左に寄りすぎ左ミラーを壁に接触 

 

７ デイサービス事故報告書件数 

（1）事故報告書件数  ８件  

（2）事故報告、理由等 

日 付 報告書記載 発生内容 発生理由 



者 

４月 1９日 安村さゆり 転倒 浴槽から上がられ体を拭かれる際ふらつきしりもち 

６月１5日 中屋敷知憲 転倒 体力測定中杖を使用し移動の際バランスを崩し転倒 

６月 18日 石田 幸子 転倒 一人でトイレに移動中、足がもつれ転倒される 

９月 15日 中島 正彦 その他 ご本人様からお預かりした昼食後の薬を紛失 

10月 ８日 財前香菜子 その他 爪切りの際、ご本人様が動かれたため切り傷 

10月 ９日 伊東 義晃 その他 飛沫防止のアクリル板が外れご利用者の頭に倒れた 

10 月 21

日 

財前香菜子 その他 送迎中、右折しようとした車と接触 

２月 26日 財前香菜子 転倒 机から歩行器にて移動される際にバランスを崩し転倒 

 

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 ４（1） ７（３） 

 

 

※（ ）内は非常勤看護師 

 令和２年度 令和３年度 差 異 

職員（正規） ８名 ７名（９月～１名入所移動） －１人 

職員（非正規） ０名 ０名 ０人 

職員（非常勤） ３名 ３名 ０人 

入 職 １名 ０名 ０人 

退 職 ０名 ０名 ０人 

 

（1）入職者、退職者状況（令和３年度） 

① 退職者 ０名   

② 入職者 ０名    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



９ 令和３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（送迎）          １件 

5   その他                    ０件 

1   解決済み      １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３年度   介護予防教室については新型コロナウイルス感染症拡大に伴って中止。 

     しかし、感染状況が落ち着きましたら再開も含め検討していきたい。 

 

（2）地域清掃活動   今年度は、地域行事も中止が続いている中、７月に能古小学校対象に認

知 

（地域行事）  症サポーター養成講座を実施し職員３名が参加した。８月は地域一斉清掃（海岸

清掃）に職員３名、９月には能古中学校３年生対象にオンラインを併用し職場体験や認知症につ

いて勉強会を実施し職員１名が参加、９月には町内の一斉清掃に職員２名が参加しました。コロナ

禍ではありましたができる限り参加することができ地域との関係性も深くなったと思います。 

 

     

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 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3.1 

要介護 82 85 84 84 81 81 82 81 81 81 77 82 
81.

8 

 

 目 標 実 績 達成率 

目標担当件数 105件 82件 78％ 

 

 

 

 



 

【事業所目標】 

目 標 成  果・反  省 

・地域包括支援センターと連携及び医療機関

等との連携を図ります 

 

 

 

・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 

 

 

 

・令和 3年も特定事業所加算（Ⅲ）を継続して

取得できるように努める 

 

 

 

・コロナ禍でも業務遂行が可能となる為に、事

業継続に努め、リモート環境を維持し職員間の

連携を図りながら業務効率を高め、質の高い

サービス提供の為の研修等積極的に参加する

機会を設ける 

 

 

 

（成果） 

・西区の地域包括支援センターとの連携 

・医療機関等との連携 

包括巡回訪問やキャラバンメイト交流会、西区

校区評議員対象による認知症サポーター養成

講座への参加等の実施による地域との連携に

努めてきました。また病院への訪問などを通じ

医療との連携も強化しました 

・能古清和園短期入所生活介護他との連携 

・能古清和園デイサービス他との連携 

・切れ目のないサービス提供 

毎月のモニタリングや居宅サービス会議を通

じて施設のニーズに合わせた取り組みを行っ

てきました。ショートステイやデイサービスには

貢献できたと思います。 

・特定事業所加算の継続 

・居宅内で加算会議の実施 

加算による収益の向上に努めました。来年度

も継続していきます 

・リモート勤務体制構築 

・研修参加 

緊急時事態でも対応可能な出勤方法などの

取り組みにより営業を実施してきました。来年

度も今年度学んだ方法により強い体制作りを

行っていきます 

 

【職員状況】 

 R２年度 R３年度 差 異 

職員 3名 3名 ０ 

入 職 ０名 1名 1 

退 職 1名 0名 １ 

 

⑤委員会活動 

委員会 目  標 反  省 

ケアプラン委員会 ・ケアプランの周知活動とサ ・  ケアプランの主旨を理解し、サービス



ービス内容の実践 

・モニタリングとアセスメント

の実施 

内容を深く理解して、現場の介護職員

が実践していただくことを目的として、ケ

アプラン委員会を発足した。当初、事業

計画では前期でケアプランの周知活動

を行い、後期ではサービス内容の実践

確認とモニタリングとアセスメントまでを

各ユニット担当者で実施してもらう予定

でいたが、前期で周知活動そのものが

委員会メンバーに浸透せず、後期も周

知活動とサービス内容の説明を引き続

き行うこととなった 

・  上記の理由により、後期は介護士によ

るモニタリングとアセスメントの実践まで

は到達できなかった。ケアプランのサー

ビス内容を理解して、それを実践した上

で現在、提供できているサービス内容に

ついて纏め、またモニタリングとアセスメ

ントを実施して評価業務を実施すること

は介護士として必須業務であるが、現

段階では実践できていない状況にあ

る。 

・ 介護士がケアプランと対比してアセスメ

ント（評価）とモニタリングを実施するこ

とで、評価時における必要な支援につ

いて考え、根拠に基づいた介護支援に

ついて客観的に評価する機会でもある。 

・ また業務終了後に行う、ケアプランのチ

ェック表の実践もできていない状況にあ

る。 

ノーリフト、排泄自

立支援委員会 

・現場で使える技術の伝

達・習得・向上を全職員に

広める 

リフトの導入 腰痛リスクを

減らす 

・利用者様ひとりひとりのア

セスメントを行い、その人に

合った ADL 向上を見据え

た生活リハビリを取り入れ

る 

・  2 度、介護技術について実技の研修を

行った。アンケート結果は好評であった。

リフトの導入には至っていないが、デモ

機の試用はできた。啓発はできても腰痛

にならない介助方法を全員ができてい

るとはいいがたい。 

・ 具体的にどのようなことをすればいいの

か、ということがわからず、特に委員会と

してできたことは何もなかった 

・ 新しい商品を導入したり、パットの必要



・利用者様の排泄リズムに

あったパットの使用を行う 

利用者様に合った満足でき

る排泄のサポートを行いま

す 

枚数を把握しようとはした。コロナ蔓延

により、集計には至らなかった。外部講

師を招き、新人にもわかりやすい陰洗の

仕方やパットの正し当て方等の研修が

できた。 

ユマニチュード接

遇委員会 

・ユマニチュードケア及び接

遇マナーの勉強会の実施 

・委員会メンバーからユニッ

トへ、ユマニチュードケアの

推進を行ってきます。 

・接遇面の強化を行ってい

きます。 

・  動画研修を１度行ったのみだったため

来年度は計画的に実施していきます。 

・ ユマニチュード”に特化せず、接遇面へ

の強化で環境整備等の取組みを行いま

した。 

・ 毎月の委員会に接遇講師高橋先生に

入って頂いた。 

・ ５Ｓチェックツアーで環境整備の改善に

つなげることが出来た。 

・ 現在中断している、身だしなみアンケー

ト調査や職員紹介ボードを来年度は完

成させていきたい。 

栄養、口腔、褥瘡

委員会 

・誤嚥性肺炎の為の入院を

減らします。 

・褥瘡の発生防止や軽減に

努めます。 

・歯科との連携に努め口腔

のトラブルがないように対

応します 

・  委員会を通して誤嚥性肺炎での入院

者を減らすことを目標に、早めの対応を

行いました。それでも4名の誤嚥性肺炎

者が出た為、理由を突き詰め今後の対

策に生かしたいと思います。 

・ 褥瘡者 1名から最大 3名まで増えたこ

とがあり、ハイリスク者も常に 5～6 名の

状態です。計画書は滞りなく送付するこ

とが出来たが、褥瘡にならないケアにつ

いて話し合いが必要だと感じました 

・ 口腔の報告書ファイルを各ユニットに置

き、職員が把握できる環境は整えまし

た。口腔ケアに関して、ケアの充実とグリ

ーンデンタルさんとの連携を今後も継続

します 

感染委員会 

・新型コロナ感染症対策の

徹底 

・利用者様の身体的ケアを

確実に行う 

・ 園内全体での体温チェック・健康観察・

アルコール手指消毒の徹底などは行っ

ていたが、 施設内でクラスターが発生

し感染症の恐ろしさを痛感した。今回の

ことで感染対策としての備品の数が不

十分であること、どのように対応していく

かが明確に伝達できていなかったこと



などの反省を踏まえ、来年度は感染対

策の徹底とともに職員の意識の向上に

努める 

・ 新型コロナ感染時は入浴をはじめ十分

なケアが出来ず蜂窩織炎、尿路感染、

褥瘡などのリスクがかなり高かったと思

う。 

委員会の会議では水虫対策にミョウバン水

を使ってみるなどの意見があり各ユニットへ

提案や手拭きタオルが衛生上どうなのかな

ど協議を行い、身体的ケアと周りの環境に

ついて話し合うことが出来ていたと思う。 

・ 来年度も身体的ケアについて職員の意

識の向上を図る 

記録委員会 

・委員の育成 

・記録ソフト導入に向け、使

いやすくシンプルな記録シ

ステムの模索や検討を行っ

ていく。記録にかかる時間

を削減していく 

・Pc の連絡ツールを用い

て、ユニット内の情報、会議

等の情報が簡単に見られる

ようにする 

・記録に関する研修会の機

会があれば、グループワー

ク形式に変更し介護記録の

内容をレベルアップさせる 

・ユニット費出納帳をエクセ

ルで作成し、電卓いらずに

する 

・他の委員会にペーパーレ

スの方法を教え、実施させ

る 

 

・ 次期委員長を選定し、司会を任せた。次

回の委員会で何をやるのかも考えさせ

実践させた 

・ ケアパレット導入。バイタル測定にかか

る時間はかなり短縮できた。他、眠って

いる便利機能があると思われるので、今

後は委員でその機能を調べていく 

・ ユニットの申し送り（エクセル）にリンク

機能を使用し報告書を貼りつけたこと

によって簡単に見られるようになった。結

果ペーパーレスにもなった 

・ 準備は万全であったが、コロナの影響

で研修会が中止となったため、資料閲

覧という形となった 

・ 作成済。時間効率がよくなったと評価受

ける。使用しているユニットとそうでない

ユニットがあるが、そこはユニットに選ば

せている 

・ リーダー会議では委員長の呼びかけに

より、ほぼペーパーレス化した。他委員

会にはペーパーレス化にするよう1回呼

びかけたが、その後の経過は調べてい

ない 

・ ケアパレットの眠っている便利機能があ

ると思われるので、今後は委員でその機



能を調べ、各ユニットに情報発信してい

く 

・ 他委員会にペーパーレス化できている

か進捗状況確認する。進んでいなけれ

ばその方法を教え実践させる 

・ 他委員会と合併するのであれば改めて

目標を設定することとする 

事故委員会 

・介護報酬改定に向けた取

り組み 

・カンファレンスの充実化 

・事故データの集計と、掲示

による各職員への事故に対

する意識の向上 

・ 報告手順やマニュアル等全体に周知し

取り組めた。報告書の中にはヒヤリでも

良かったのではないかと思われる報告

書もあった為、副主任、主任が判断でき

るように主任、副主任間でも境界線を共

有していく必要がある。事故後のご家族

様への連絡については、まだ相談員に

お願いしている部分がある為、全体的に

取り組んでいけるようにしていく必要が

ある。ご家族様への連絡に関してのマニ

ュアルが作成してから訂正まで至ってな

い為、引き続き取り組む必要がある。 

事故後の対策についての意識づけはできて

いない。ヒヤリと事故の境界線は設けたが、

まだ判断に迷うところがある為、もっと具体

的に明確化出来たら良い 

・ カンファレンスの開催方法の見直しにつ

いて一度案を出してみたが、特別変わら

ず今まで通りの内容になっている。 

ヒヤリハットの提出量は前年度から 100件

以上増えている。7 月 1 日よりヒヤリハット

についてランク分けをし、危険度で分析する

ことが出来たが、集計のみでしか、分析が

出来ていない為、内容まで把握していく必

要がある。また危険度(中)以上で出来るだ

けカンファレンスをしようと話をしていたが、

どこまでカンファレンスの実施が出来ている

のか把握できていない 

・事故件数 上半期 82 件 下半期(3/15

時点) 88件 合計 170件 

・ヒヤリハット  上半期  179 件  下半期

(3/15時点) 96件 合計 275件 



【内訳:危険度高 42 件 危険度中 52 件 

危険度低 25件】 

   令和 2年度 令和 3年度 

ヒヤリハット 163件      275件  

(前年比＋112件) 

事故件数   186件      170件 

(前年比－16件) 

 

⑥研修・勉強会等 

【施設外研修】 

日にち 研修名 内 容 参加人数 

７月１７日 令和３年度 介護福祉士実習指

導者コース（1/4） 

介護福祉士実習の指導者研修 １人 

７月２０日 令和３年度 介護福祉士実習指

導者コース（2/4） 

介護福祉士実習の指導者研修 １人 

7月２３日 令和３年度  感染症予防研修  

（県社協） 

新型コロナ感染症感染対策等の

研修会 

1人 

７月２８日 令和３年度 介護福祉士実習指

導者コース（3/4） 

介護福祉士実習の指導者研修 1人 

７月２９日 令和３年度 介護福祉士実習指

導者コース（4/4） 

介護福祉士実習の指導者研修 1人 

９月２２日 排泄ケア研修  （ユニ・チャー

ム） 

おむつの当て方、皮膚トラブルな

ど 

1人 

9月２９日 中堅職員・リーダー向け研修 メ

ンタルヘルス① 

メンタルヘルス研修 １人 

１０月７日 令和３年度 健康保険委員セミ

ナー      （全国健康保険協

会） 

健康保険の状況や手続きなどの

説明 

2人 

１０月１８日 事業所防災力アップ研修（福岡

市自衛消防） 

事業所での防災の取り組み等の

研修 

１人 

１０月２２日

２３日 

障がい者雇用サポート交流会         

（福岡西職業安定所） 

障がい者雇用サポート交流会          2人 

１１月９日 令和３年度アンガーマネジメント

研修（県社協） 

アンガーマネジメントとは 1人 

１１月１０日 介護職員技術向上研修（県 高

齢者地域包括ケア） 

介護の基本技術などの研修 1人 

１１月１９日

２０日 

令和３年度「報・連・相」強化研

修 （県社協） 

報連相の必要性 2人 

１１月２２日 令和３年度 キャラバンメイト養 令和３年度 キャラバンメイト養成 2人 



成研修（県社協） 研修 

１１月２５日 公正採用選考人権啓発推進員

研修（福岡労働局） 

人権啓発研修会 1人 

１２月７日 介護職員技術向上研修（県 高

齢者地域包括ケア） 

介護の基本、身体拘束、権利擁

護などの研修 

１人 

１２月８日９

日１０日 

令和３年度 記録技術研修（県

社協） 

記録の重要性について ３人 

１２月１６日 介護職員技術向上研修（県 高

齢者地域包括ケア） 

介護技術の向上研修 １人 

１月１１日 リーダー・主任向け研修、市老

施 

リーダー主任の役割、仕事の進め

方 

１人 

１月１８日 令和３年度 福岡市介護認定調

査員現認研修  （福岡市） 

認定調査現認研修 １人 

１月２０日 令和３年度 相談援助面接技術

研修（市社協） 

相談業務研修 ２人 

２月１日～２

月１４日 

令和 3年度 福祉サービス苦情

解決従事者研修 （県社協） 

苦情の解決方法や手続きなどの

研修 

３人 

２月１日 福岡県介護職員技術向上研修

（麻生教育） 

介護職員技術向上研修 １人 

２月１８日 福岡県介護職員技術向上研修

（麻生教育） 

介護職員技術向上研修 １人 

 

 

【施設内勉強会】 

日にち 実施担当 内  容 参加者 

4月 15日 
・事故委員会 

・副施設長 

・事故対策研修・身体拘束廃止研修 

・看取り研修 

２４名 

6月 17日 

・外部講師（高橋先

生） 

・ 

・接遇の基本 

・コミュニケーションの取り方（言い

方、伝え方） 

４１名 

7月 15日 

・感染委員会・ケア

プラン委員会 

・ノーリフトケア研修 

・食中毒についての知識、吐物処理

実技 

・ケアプランの基礎知識、ノーリフトに

ついて 

３５名 

１０月２１日 
・褥瘡委員会（ユ

ニ・チャーム） 

・正しいおむつの当て方 ２７名 

11月 18日 
・外部講師（末安先

生） 

・高齢者虐待、権利擁護。職業倫理 

・高齢遵守、プライバシー保護 

３６名 

12月 16日 ・感染委員会 ・インフルエンザ、ノロウイルスの知識 ３５名 



・副施設長 ・手洗いの方法、身体拘束の知識 

 

【会議】 

会議名 開催数 内  容 

主任会議 １２回 
施設全体の問題点などの検討、業務、行事決め、多職種

による意見交換 

ユニットリーダー会議 12回 翌月の行事決め、入所状況、介護方法などの検討 

８大会議 １２回 
褥瘡、排泄、身体拘束、苦情、安全衛生、胃瘻、吸引、事

故、報告や検討会 

施設全体会議 年４回開催 各部署、委員会より事業計画の進捗状況など報告 

デイサービス会議 １２回 デイサービスの問題点や業務についての検討 

各種委員会会議 12回 
各員会にて課題整理や目標の進捗状況の打ち合わせな

ど 

居宅サービス会議 12回 
居宅、施設、デイの稼働率の把握、稼働率向上に向けた

検討 

入所判定会議 2回 新入所者の選定、新規入所予定者の報告など 

コンプライアンス会議 12回 施設におけるコンプライアンスの検討 

給食会議 １２回 
入所者様の食事についての変更事項、翌月の行事等の

報告 

 

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） 

特養１件     

５月８日 ご本人様より、お部屋の男性職員についての苦情をお話しさ

れる。 

５月３日の入浴時に裸を見られて以来、訪室の頻度も気になる。ドアの

前にずっと立っていたり、ドアを開けても何も言わずにいることがあり怖

くて眠れない 

と訴えがある５月８日事務長、副主任、該当職員、相談員でご本人様の

お部屋に訪問し、聞き取りなど調査もかねてお話をする。 

 

 

（対応・解決策） 

特養１件    後日長男様、長女様、施設長、副施設長、相談員により話

し合いを行う。利用者様からの聞き取り調査の結果、職員からの聞き取

り調査、日頃の様子、他の職員からの聞き取り調査、勤務状況などをご

家族様へ説明し、職員の入浴介助は行ったもののそのような行為はな

く、本人の勘違いから起きているものだと説明し納得していただく、また



同性介護が必要な利用者様等の配慮が足りなかったことを謝罪し夜

勤など一部では同性介護は難しいものの、できるだけ同性介護で対応

し、該当職員は今後の同じ部署での介護は難しいと判断し所属の変更

など行うようにご家族様へ説明し納得していただきました。本人様へも

説明し納得していただきました。 

 

 

⑧地域貢献・地域交流活動 

取り組み名 内  容 

・ふくおかライフレスキュー事業福

岡市西区連絡会参加 

・  制度で対応できない生活困窮者等への支援や様々な

地域社会の解決に向け地域福祉法人が連携しそれぞれの

専門や資源を活かして可能な範囲で地域貢献を目指すた

めの活動を行っていますが２か月に１回の会議を予定して

いますが新型コロナ感染症の為４回のみ開催。 

 

 

 


