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＜法人基本理念＞ 

 

経営理念 

あなたの大切な家族は私たちにも大切な家族です 

お客様と地域に「愛」される法人と社員の「幸せ」を実現します 

 

 

人事理念 

・高い技術とプロ意識を持った人財を育成します 

・創意工夫のできる優秀な（社会に役立つ）人財を育成し、お客様と地域に愛される存在となりま

す 

 

行動理念 

・社会人として良識ある行動を心がけます 

・「仕事は楽しく」「職場は明るく」けじめのある行動をします 

・仲間を思いやり、チームワークを大切に、進んで行動します 

・積極的に企画提案し、無駄なく効率よく行動します 

・整理、整頓、清掃、安全で衛生的な環境づくりを徹底します 

・信用と信頼をモットーに誠実に行動し、幸せを提供し続けます 

 

 

目標・経営姿勢 

・介護・看護・多職種との連携で、お客様に『愛』のある真心のこもったケアの提供をします 

・技術の向上、資格取得へ向けてのサポート体制を強化し、常に優れたケアを提供し続けます 

・明るく楽しく笑顔で前向きに働けるよう職場環境の向上に努めます   

・希望と誇りを持てる法人を目指します       

・安定経営に向けて、利益を確保し続けます      

・地域の皆様に『愛』される法人を目指します      

・『感謝の気持ち』と『プロ意識』を常に心がけます      
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＜施設運営基本理念・運営方針＞ 

 

1. 基本理念 

利用者様、入居者様が日々の生活にご満足いただくために、ほうらい苑の運営の基本理念を次の

三項目としました。 

第一に「自立」と「安心、安全」をテーマに、利用者様や入居者様を中心とした基本的人権を尊

重した、信頼される介護を実践します。 

第二に「利用者様（入居者様）が安心して家庭的な生活ができるよう多様な福祉サービスを提供

します」。 

人間の、幸せな生活を支える基本は、安心と思いやり（愛）です。利用者様（入居者様）が幸せを

感じることができる介護をします。 

第三に「利用者様（入居者様）が生き甲斐を持って生活できるよう支援します。」生きている喜

び、明日への希望が持てるような介護をします。 

人間は目標を持って生活することが生き甲斐になります。行事や季節折々のイベントを組み合わせ

ながら目標のある生活を支援します。そして、地域社会に貢献できる施設を目指し、常に最善を尽

くしていきます。 

 

2. 運営方針 

（１） 生活の場として快適空間を実現します 

・ 施設内外の清潔・整理整頓 

・ 明るい環境の維持 

・ 笑顔と思いやりのある毎日 

（２） 利用者様（入居者様）の健康維持に努めます 

・ 利用者様（入居者様）の健康管理の徹底 

・ 早期発見・早期処置 

・ 病気感染への予防対策の完全実施 

（３） 職員間のチームワークを良くして明るい施設・明るい職場を実現します 

        各職場内・職場間のコミュニケーションを密にし、連携してより良い介護を実践

します 

（４） 介護技術の向上に努力します 

・ より良い介護の実践のために、介護スキル、看護スキルの向上に組織的に取り組 

 みます 

・ 全職員の意識を高めるための研修、勉強会を積極的に取り入れます 

（５） 地域における公益的な取組を積極的に行います 

・  地域の福祉ニーズの把握に努め、実情に応じた多様な地域社会貢献活動及び福祉 

サービスの提供に取り組みます 

 

この施設をご利用されるすべての方（利用者様、入居者様とそのご家族の方々）に、「この施設

に来て良かった、ここのスタッフに出会えて良かった」と思ってもらえるようなほうらい苑をみん

なで作りましょう。 

「あなたの大切な家族は、私たちにも大切な家族です」 
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ユニット型特別養護老人ホーム ほうらい苑    

 入居者様一人一人の意思及び人格を尊重し、施設サービス計画（ケアプラン）に基づき、その居宅における生活へ

の復帰を念頭において、入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したもの（暮らしの継続）となるよう配慮し

ながら、各ユニットにおいて入居様が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を支援することを目指します。 

 

平成 20年 4月 事業開始 

  定員 60名    6 ユニット 

令和 2年 3月 31日現在 入居者数  56  名（うち男 11 名、女 45 名） 

ほうらい苑指定短期入所（介護予防短期入所）生活介護  

ユニット型指定短期入所生活介護は、利用者様一人一人の意思及び人格を尊重し、指定短期入所生活介護の

利用前の居宅における生活と利用中の生活とが連続したもの（暮らしの継続）となるよう配慮しながら、各ユニットにお

いて利用者様が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援することにより、利用者様の心身の機

能の維持並びに利用者様ご家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目指します。 

 

平成 20年 4月 事業開始 

  定員 19名    2 ユニット 

令和 2年度利用者数は延べ 2,288 名 、 １日平均 6～7 名の利用 

ほうらい苑デイサービスセンター指定通所介護・指定介護予防通所介護事業所 

 

要介護状態となった場合においても、その利用者様が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した

日常生活を営むことができるよう、入浴、食事の提供、機能訓練等を行い、利用者様の社会的孤立感の解消及び、

心身機能の維持並びに利用者様のご家族の身体的及び精神的負担が解消できるよう支援します。 

 

平成 20年 4月 事業開始   

  定員 25名 

  実施地域    和歌山市 

令和 2年度利用者数は延べ、 4,718 名 、 1日平均  16～21 名の利用 

ほうらい苑指定居宅介護支援事業所 

要介護状態や要支援状態にある高齢者に対して、ケアプラン作成等を行い、適正な居宅介護支援を行います。  

また、同法人の特別養護老人ホーム（入居・短期入所・通所）を持つ強みを活かし、総合的なサービスを提供します。 

 

  介護支援専門員１人あたり担当利用者数は３５名以内 

  実施地域    和歌山市 

 令和元年度利用件数は、延べ 819件    要介護 1：132件、 要介護 2：216件、 要介護 3：224件 

                              要介護 4：161件、 要介護 5：86件 
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＜令和元年度 重点課題の取り組みと実績＞ 

（1） ユニットケア・自立支援介護・各委員会の取組みについて 

 ケアプランに基づいた入居者様の生活のサポート・・・介護支援専門員 

    ・ ユニットミーティングで検討された各入居者様の意向や生活リズムを、ケアプランや 24Hシ-トへの反映 

・ 専門職と連携し残存能力を細かくアセスメントした内容を取り入れたケアプランの作成 

 ・ 1年を通して 24Hシートの見直しの実施 

 ・ ご家族からの相談や苦情の受付や入居者様の状態などを密にご家族へお伝えする連絡体制の強化 

 

 自立支援介護（科学的根拠に基づくケア）の取り組み・・・各専門職、ユニットリーダー 

・ 看護師のフロア配置による個別機能訓練の強化 

 ・ 委託歯科医師による義歯の作成や嚥下能力の向上 

 ・ 自立支援介護（科学的根拠に基づくケア）に関する委員会の開催 

 ・ 入居者様に合わせた車いす、ベットマットレス、ポジショニングクッションの選定・購入 

 ・ 水分摂取の強化、トロミの統一 

 

 お食事（栄養ケアマネジメントの強化）に関する取り組み・・・管理栄養士 

      ・ 行事食の提供 

         「百寿・白寿・傘寿のお祝い」 

           利用者様各々の嗜好品（うなぎ・鯖寿司・にぎり寿司）を提供。 

         「デイフロアで天ぷらの調理実演」 

           利用者様のご要望にお応えし、揚げたての天ぷらを提供 

「オリジナルソフト食の提供」 

     個別の対応として、入居者様の要望にお応えしたサービスの実施 

   「テラスを活用したデザートの提供」 

     1階フロアのテラスにて手作りパフェの提供 

   「節分の巻き寿司提供」 

     デイフロアでは利用者様の前で実演 

      ・ 栄養ケア計画書の作成 

   個々の入居者様の体格、活動レベルに応じた栄養ケアの計画書の作成 

      ・ 療養食への対応 

         減塩食・低残渣食の提供 

      ・ 食事委員会の毎月の開催 

 

 機能訓練に関する取り組み・・OT（作業療法士） 

 Ⅰ  身体機能を維持していく為の個別機能訓練 

        ・ 利用者様 1人 1人に対して直接、関節可動域訓練、筋力増強訓練、基本動作訓練、ADL訓練、      

歩行訓練などを提供していくことで、生活のしづらさを改善することや、現状の ADL を維持していく 

 Ⅱ  ポジショニングについて 

   ・ 自力で寝返ることが出来ない利用者様（入居者様）や、褥瘡が発生するリスクのある利用者様に、  

クッション等を使用して安全で快適な姿勢を保持していく 
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 Ⅲ  新入社員及び実習生の指導について 

・ 新入社員に対して基本動作（寝返り、起き上がり、移乗動作）の介助方法を直接指導することで、 

利用者様（入居者様）の安心安全に繋がり、職員の負担も軽減された 

・ 令和 2 年 10 月に大阪河崎リハビリテーション大学の実習生を 2 名受け入れし、実際に利用者様（入

居者様）を担当してもらうことで、利用者様（入居者様）には機能改善に繋がり、次世代の育成にも

繋がった。 

 

Ⅳ  不安な気持ちが強い利用者様・入居者様に対する心のケアについて 

   ・ 入居されている利用者様の大半は認知症を抱えています。「家に帰りたい」「寂しい」といった気持ちを少

しでも和らげる為に、積極的にコミュニケーションをとり、各利用者様のバックグラウンドを理解しながら、訴

えを傾聴、共感、受容するといった関わり方をしていく 

 

 ユニットリーダーを中心とした取り組み・・・ユニットリーダー 

 ・ 生活リハビリによる ADLの向上 

 ・ 入居者様の日々の様子を写真で家族様に郵送 

   コロナ禍における面会制限にて入居者様の様子を伝える手段の一つとして採用 

   ランダムに家族様へ郵送を実施。 

 ・ ユニットミーティングの開催 

 ・ 個別行事の実現 

   「N氏の焼肉、N氏の百寿のお祝い、T氏の百寿のお祝い、N氏の傘寿のお祝い 等」 

 ・ 季節の行事食の提供 

「夏祭り風屋台（たこ焼き、かき氷）、クリスマス会 等」 
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 リーダー会議の開催状況 

 

※介護サービス（全部門）の向上を目的とした情報及び意見交換の場

※事業計画に基づいた施設運営に向けて経営方針の統一と予実績の検討

4月

3月度の実績報告

各フロア及び各部門別の現状報告

新型コロナウイルス感染物品について

求人活動報告について

5月
4月度の実績報告

各フロア及び各部門別の現状報告

令和元年度事業活動報告書について　令和2年度事業計画書について

求人活動報告について　　　　　　　※新型コロナウイルス蔓延防止の為書面で回覧

6月

5月度の実績報告

各フロア及び各部門別の現状報告

ワークライフバランスについて　　トイレの改修について　　排便コントロールについて

ジムスペースについて　求人活動報告について

7月

6月度の実績報告

各フロア及び各部門別の現状報告

正社員への転換規定について　　感染対策について　　マウスシールドについて

求人活動報告について

8月

7月度の実績報告

各フロア及び各部門別の現状報告

意識レベル評価指標について　　食中毒警報について　　コロナウイルス感染症について

求人活動報告について

9月

8月度の実績報告

各フロア及び各部門別の現状報告

内出血の事故報告書について　　職員対象の健康診断について　　BCP策定について

求人活動報告について

10月

9月度の実績報告

各フロア及び各部門別の現状報告

ホームページ撮影について　　コロナウイルス感染対策について　　介護ロボットについて

求人活動報告について

11月

10月度の実績報告

各フロア及び各部門別の現状報告

ユニットミーティングでの議題追加について　　褥瘡委員会について　　介護ロボットについて

ZOOMを活用した施設内研修実施について　　求人活動報告について

12月

11月度の実績報告

各フロア及び各部門別の現状報告

感染対策の徹底について　　新人育成について　　ICT導入スケジュールの提示

求人活動報告について

1月

12月度の実績報告

各フロア及び各部門別の現状報告

新人チェックシートについて　　コロナウイルス感染対策について動画鑑賞

求人活動報告について

2月

1月度の実績報告

各フロア及び各部門別の現状報告

人事異動について　　ケアカルテについて　　BCP作成について

求人活動報告について

3月

2月度の実績報告

各フロア及び各部門別の現状報告

事務より申し送り　　看護の固定配置について　　令和3年度事業計画について

求人活動報告について

令

和

2

年

度

内容
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 各委員会の開催状況 

・ 食事委員会（毎月開催） 

 

 

・ 自立支援向上委員会（毎月開催） 

   目的 ： 科学的根拠に基づくケアを実践することにより、入居者様に自分らしく元気に過ごして頂く 

          個々の入居者様の必要水分摂取量の把握と、便薬の使用状況の把握 

   テーマ  「自立支援介護の 4 つの基本ケア」 

         「食事の自立」 

         「尊厳を守る排泄介助」 

         「自立支援のための筋力強化」          等 

 

・ 事故防止委員会（毎月開催） 

目的 ： 事故防止に関する指針の見直し 

事故報告書とヒヤリハットを活用し、事故防止につなげる 

       事故を“0”にするのは難しいが、未然に防ぐ為の危険予知を身に付ける 

 テーマ    「先月の事故報告書の振り返り」 

        「服薬事故について（服薬介助マニュアルの徹底）」 

        「ヒヤリハットの検印状況と活用方法について」          等 

 

目的

・入居者様（利用者様）のニーズに沿った食事を提供する

・食事の提供マニュアルに沿っての食材管理の徹底と衛生管理の徹底

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

内容

令

和

2

年

度 ノロウイルスについて

その他食中毒の経路について
食事の提供量について

食事面における認知症ケアについて
味覚の低下とその対策について

行事食（節分）について
とろみの段階について

食品依頼書について
嚥下体操について

ユニットで使用している調味料について

食事の配膳方法、配膳時間について

家庭でできる食中毒予防の6つのポイント

食中毒を防ぐ大事なポイント
水分摂取について

熱中症予防行動について
脱水症について

水分摂取の工夫について
食事形態について　食器の選び方

嚥下体操の方法
食事の意義について　嗜好調査の結果

季節の食事、行事食について

食事提供マニュアルについて
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     ・ 安全衛生委員会（毎月開催） 

 

 

 ・ 褥瘡予防委員会（毎月開催） 

   目的 ： 褥瘡対策予防の指針の見直し 

ブレーデンスケールを活用し褥瘡にならないケアに取り組む 

          褥瘡発生者の早期発見、早期処置 

   テーマ   「褥瘡発生者、ハイリスク者の経過報告について」        等 

 

 

 ・ 身体拘束廃止委員会（毎月開催） 

    目的 ： 身体拘束等適正化のための指針の見直し 

身体拘束ゼロを維持していく 

           スピーチロックの廃止 

    テーマ  「赤外線センサー使用者への取り組みについて」 

          「スピーチロックの概要について」   等 

     

 

目的

・全職員が安全で衛生的な環境で働けるように

・職場内の危険の察知と、健康障害を防止するための措置の検討

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月
施設内の安全・衛生に関する巡視報告

メンタルヘルスケア「自分でできる花粉症対策」

内容

令

和

2

年

度

施設内の安全・衛生に関する巡視報告

メンタルヘルスケア「結核について」

施設内の安全・衛生に関する巡視報告

メンタルヘルスケア「ストレスチェックについて」

施設内の安全・衛生に関する巡視報告

メンタルヘルスケア「アンガーマネジメントについて」

施設内の安全・衛生に関する巡視報告

メンタルヘルスケア「withコロナ時代の健康二次被害を予防するために」

施設内の安全・衛生に関する巡視報告

メンタルヘルスケア「高齢者になっても働ける秘訣」

施設内の安全・衛生に関する巡視報告

メンタルヘルスケア「癌を防ぐための12カ条」

施設内の安全・衛生に関する巡視報告

メンタルヘルスケア「新型コロナウイルスについて」

施設内の安全・衛生に関する巡視報告

メンタルヘルスケア「熱中症について」

施設内の安全・衛生に関する巡視報告

メンタルヘルスケア「認知症行動療法の基礎知識」

施設内の安全・衛生に関する巡視報告

メンタルヘルスケア「生活習慣病予防に効果的な運動習慣」

施設内の安全・衛生に関する巡視報告

メンタルヘルスケア「肥満について」
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・ 苦情解決委員会（不定期開催） 

   目的 ： 相談や苦情の内容を精査し、今後の介護サービス提供に活用する 

   受付件数 ： 令和元年度     1件 

            令和 2年度     0件 

 

・ 感染予防委員会（3 ヶ月に 1回開催・感染時期は必要に応じて） 

     目的 ： 感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための指針の見直し 

            感染症対策の基礎知識を身に付ける 

     テーマ   「感染症対策について（新型コロナウイルス・インフルエンザ・ノロウイルス・疥癬等）」 

                        

            

（2） 設備面（ソフト・ハード）での取り組み 

 

       ・ 眠りスキャンの導入 

                             マットレスの下に敷くことで、入居者様の睡眠データ、呼吸データ、 

                             心拍データがとれる。 

                             看取り期の方には看護と連携しアラートの設定を行い、 

                             職員の業務的、精神的な負担軽減につながっている。 

 

   

     ・ 移乗サポートロボット（Hag、SASUKE）の導入 

                              

 

                             職員 2人で排泄介助や移乗介助を行っていた入居者様に対し、 

                             職員 1人で介助できるようになり、職員の負担軽減に繋がっている。 

                             また、入居者様自身も安心して体を預けることができ、職員が 1人で 

                             介助にあたれることから、入居者様をお待たせすることが減った。 

       

             Hag 

              

 

 

                   寝たきりの入居者様の移乗介助が楽にでき、職員の腰痛軽減に 

繋がっている。 

また、職員一人で介助できることから、気軽に車いすへの移乗ができ、 

入居者様の QOL向上にも繋がった。 

        

              SASUKE                         
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 ・ 施設内備品エアマットの入れ替え、追加 

                          

                       入居者様の高齢化に伴い、エアマットの入れ替え、追加。 

                       自動体圧分散機能がついており、褥瘡予防に繋がっている。 

                        

 

 

 

・ ケアカルテの導入 

タブレットを各フロア、各部署に多数導入し、タブレットでケース入力ができるソフトの導入。 

 

・ トイレの大規模改修 

 

           

            Befor               After           ハートリーフレスト       立位サポート 

  

 

◆ 感染症対策の強化 

正面玄関と職員通用口にセンサー体温計を設置。 

                        非接触で体温を感知し、異常の際は警告してくれる。 

                施設に出入りする際は必ず検温するようにした。 

 

 

 

 

                      

足踏み式アルコール噴射台を設置。 

                              施設に出入りする方にはアルコール消毒を 

徹底してもらった。 
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エアネスⅡとエアネス S を設置。 

送迎車内やトイレといった狭い環境に菌が蔓延する恐れが 

あるところに設置し、オゾンの力で空気清浄に努めた。 

 

 

 

 

 

 

 

    

 加湿器を各ユニットに設置。 

    空気の乾燥を防ぎ、菌の蔓延防止に努めた。 

 

 

 

 

 

 

      

受付、デイ利用者様が利用するテーブル、各フロア詰め所の 

     テーブルにパーテーションを設置。 

     3蜜の回避に努めた。 

 

 

 

（3）看取りケア体制の強化・・・看護師、介護支援専門員 

 看取りケア体制の構築・強化を図り、その人らしい最期を迎えられる取組み 

  ・ 他職種と連携し、積極的な看取りの受け入れの実施と施設内研修の開催 

  ・ その人らしい最期を迎えられるよう、ユニットミーティング等でも話し合い、最期に何が出来るかを模索し、 

その人に寄り添ったケアの提供に努めた 

  ・ 看取り終了後、亡くなった方のデスカンファレンスを行い、「何が出来て、何が出来なかったのか」を検討し、 

次回の看取りケアに活かせる取り組みの実施 

  ・ 看取り中の入居者様の治療に関して、他職種でカンファレンスを行い、よりご本人やご家族の意向が反映 

されるよう努めた。  

・ 眠りスキャンを活用し、呼吸数やバイタルの観察を強化。 

人員の少ない夜間帯でも、状態の変化に気づき、最期まで寄り添えるように努めた。 

年間看取り実施者数    令和元年度・・・・・・ 2名 

                 令和 2年度・・・・・・ 12名 
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（4）人材確保・職場環境改善の取り組みと実績 

 人材確保に関する取り組み・・・施設長 

 ・ ホームページへの様々な取り組みやイベント情報、求人募集の定期的なアップ 

            イベント情報・・・・・・夏祭り開催のお知らせ、地域公益事業の案内、等 

職場環境情報・・・お仕事説明会開催のお知らせ、求人情報、広報誌 等 

      ・ ホームページ、パンフレットのリニューアル 

      ・ 求人チラシのリニューアルとリビング和歌山への定期的な折込み実施 

      ・ テレビ和歌山より求人サポートナビにて CMの実施 

      ・ フェイスブックの定期的な更新 

      ・ 扶養手当支給額の増額 （18歳未満の子に限り）・・・前年度より引き続き 

扶養配偶者あり  1人につき 15,000円/月（人数制限なし） 

配偶者なし（扶養なし含む）  1人につき 15,000円/月（1人のみ、それ以外 10,000円） 

     ・ 特別手当の増額（シングルマザー・ファザーサポート手当）・・・前年度より引き続き 

         介護職に従事している正職員対象 18歳未満の子に限り 20,000円 

 

 職場環境の改善、福利厚生の充実に関する取り組み 

・ 職員の健康推進のため、施設内にジムを設置 

・ 衛生委員による職場内巡視の強化 

・ 職員健康診断とメンタルヘルスチェックの実施（和歌山健康推進企業として認定継続） 

・ 職員面談の実施（年 2回） 

    ・ 1F Cafe Plage(プラージュ) にて軽食や理美容の職員割引制度・・・前年度より引き続き 

・ クリスマスプレゼント   ・ 豪華お弁当（ホテルアバローム内 六つ葵） 

      ・ インフルエンザワクチン接種              

        

      ※・サークル活動 ・新年会 ・BBQ は新型コロナウイルス蔓延防止の為、実施せず。 

 

 人材確保に関する実績 

・ 令和 2年度採用者数    17名     施設見学者数   26名 

   ・ 新卒採用者数  高卒  0名    大卒  0名 

・ 就職フェア参加回数  4回 ブース来客者数 21名（内 施設見学者 11名 採用者数  2名） 

      ・ 職員紹介制度による入職者数    正職員  1名       パート    0名 

      ・ ハローワークからの求職者数     8名         採用者数      5名 

      ・ 求人募集サイト  インデｲ―ド   問合せ  1件    採用者数      0名 

                   ミイダス      問合せ  2件    採用者数      0名 

        ・ ホームページからのお問合せ    1件 

・ テレビＣＭからのお問い合わせ   1件 

      ・ リビング折込み    

        介護・看護職員募集案内  約 140,000部  問い合わせ  8件   採用者数   7名 

・ 外国人留学生の受け入れ       1名（ベトナム）・・・前年度より引き続き 

      ・ 新人オリエンテーションの実施 
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 福利厚生に関する実績 

 

                       

 

 

 

 

 

※有給休暇取得率は、5日以上取得を基準                                        

として算出しています 

 

 

 

 

1

　　　・基本理念・行動指針・組織概要

　　　・組織図・役割

　　　・個人情報保護法について

　　　・各会議・委員会・キャリアパス制度

4 高齢者虐待防止・人権擁護について

5 介護職員接遇マニュアル

6 服務規律（第5章）

看護・介護マニュアル（ｐ1～ｐ57）

　　　・介護・看護職員の心得・接遇・食事介助・服薬介助・口腔ケア

　　　・入浴介助　・排泄介助・移動、移乗介助・認知症ケア・介護事故防止

8 一言声掛け・応答へのアドバイス

9 指導職員ノート・新人チェックリスト

10 （早出・遅出・夜勤）チェックシート・試用期間評価表

11 事故報告書・ヒヤリハットについて

12 服薬チェックシートについて

13 その他　（ユニットケア教材DVD視聴と質疑応答）

オリエンテーション内容一覧

テーマ

2

3

7

配属先・勤務形態について

ユニットケアマニュアル

・24Hシート・ケース記録・生活表

・自立支援介護（科学的根拠に基づくケア）について

新人研修マニュアル

部門別有休取得率

部門 30年度 令和元年度 令和2年度

特養・ショート 38.5% 77% 52.1%

デイサービス 43.4% 70% 55.7%

居宅 27.8% 100% 47.5%

事務管理 38.9% 80% 94.7%

看護・OT 45.2% 100% 49.0%

洗濯・清掃 70.0% 67% 69.4%

項目 30年度 令和元年度 令和2年度

有休休暇取得率 48.4% 81.0% 61.4%

バーズデイ休暇取得率 50.7% 47.0% 42.6%

3年勤続表彰者 3名 12名 6名

6年勤続表彰者 2名 4名 5名

10年勤続表彰者 4名 1名 5名

新人職員入職者数 正：10名　パート：10名 正：19名　パート12名 正：12名　パート5名

職員定着率 70% 70% 73%

退職者数 正：9名　パート：13名 正：21名　パート7名 正：15名　パート：3名

平均勤続年数 3年8カ月 4年4カ月 4年9カ月

男女構成比 男性3.7割：女性6.3割 男性3割：女性7割 男性2.8割：女性7.2割
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 資質向上に関する取り組みと実績 

       ・ 法人補助金制度活用者 

              初任者研修受講者               1名 

実務者研修受講者                1名 

・ 介護福祉士合格者数                    1名 

・ リーダー会議の開催                     12回 

・ 施設内研修開催                        12回 

・ 施設外研修参加                        3回 

       

    ♦  新人指導に関する取組み 

  ・ OJT計画書の導入 

  ・ 新人指導ノートの活用 

・ 新人チェックシートの活用 

  ・ 新人指導担当者の選任 

  

 施設外研修一覧表 
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 施設内研修一覧表 

 

 

目的

・一人一人の職員が現場で活かせる介護技術と専門知識を身につける

・社会人としてまた、法人職員としての接遇マナーを身につける

月

令

和

2

年

度

テーマ 内容

2月 褥瘡

褥瘡を予防について・・・板原機能訓練指導員

・褥瘡の分類について

・ポジショニングについて

　※新型コロナ蔓延防止の為、オンライン研修とレポート提出で対応

3月 看取り

看取り介護について・・・垂井看護師

・各職種の関わり方

・最期まで寄り添うことについて

　※新型コロナ蔓延防止の為、オンライン研修とレポート提出で対応

12月 介護保険

介護保険制度について・・・城山管理者

・介護保険申請からの流れや在宅生活

　その後の施設までの流れ

　※新型コロナ蔓延防止の為、オンライン研修とレポート提出で対応

1月 身体拘束

身体拘束について・・・村田介護支援専門員

・高齢者虐待の種類について

・スピーチロックについて

　※新型コロナ蔓延防止の為、オンライン研修とレポート提出で対応

10月 事故防止

事故防止・事故後の対応について・・・山崎生活相談員

・介護事故の意味

・ヒヤリハットの大切さ

　※新型コロナ蔓延防止の為、レポート提出とする

11月 感染症対策

感染症対策について・・・中島施設主任

・インフルエンザ・ノロウィルス対策について

・新型コロナウイルス感染症対策について

　※新型コロナ蔓延防止の為、レポート提出とする

8月 基本的介護技術

基本的な介護技術　・・・板原機能訓練指導員

・移乗、食事介助時の入居者様姿勢

・安楽な臥床について実技

　※新型コロナ蔓延防止の為、2回目の講義はレポート提出とする

9月 緊急時の対応

緊急時や応急処置等での対応方法・・・藤原看護師

・急変時の対応

・表皮剥離の対応方法

　※新型コロナ蔓延防止の為、レポート提出とする

6月 事故防止

身体拘束を防ぐためには・・・山崎生活相談員

・身体拘束の意味（身体拘束を行う時の要件）

・身体拘束を行うことの4つの弊害

　※新型コロナ蔓延防止の為、レポート提出とする

7月
人権擁護

身体拘束

高齢者虐待を防ぐには・・・巽デイ相談員

・人権、権利とはなにか

・権利擁護の目指すもの

4月
コンプライアンス

（ハラスメント）

ハラスメントについて・・・城山管理者

・ハラスメント防止法について

・潜在的なハラスメントについて

　※新型コロナ蔓延防止の為、レポート提出とする

5月 感染症対策

食中毒について・・・谷口管理栄養士

・クックチルでの注意点

・キッチン周りの清潔、清掃等

　※新型コロナ蔓延防止の為、レポート提出とする
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（5）居宅介護支援事業所の取り組み 

 地域における公益的な取組みと実績・・・居宅管理者 

    ・ 社会福祉法人に求められる「地域における公益的な取組み」を実施していくにあたり、地域住民の福祉  

ニーズの把握や今後の交流を深めていく場として開催。 

 

※今年度は新型コロナウイルス感染予防のため、活動なし 

 

 公益的な事業の目的 

・ 制度の狭間にある解決困難事例にも相談対応していくといった意味合いを含み、社会福祉法人として 

高齢介護以外の分野に限らず、地域住民の居場所としての役割を果たしていくことを目的とします。 

      ・ 地域住民とのかかわりを深め、互いを認知し互いを知っていくことを当面の目標とし、今後も継続して行って

いくものとします。 

 

 居宅会議開催について（毎月開催） 

目的 ： 自施設及び他事業所との連携、介護サービス導入をスムーズに行う 

内容 ： 実績報告、営業報告について 

       自法人在宅部門への実績報告と要望     

            公益事業開催に関する地域福祉ニーズ把握     等 

 

（6）デイサービスの取り組み 

 デイ会議開催について（毎月開催） 

目的 ：  デイサービスの安定経営と質の高い介護サービスの提供を目指す  

   内容 ：  前月の実績報告と当月の活動予定について 

利用者様個々のケースカンファレンスについて 

各委員会、会議出席者からの報告 

翌月のレクリエーション予定について 

 

 感染症対策について 

・ 送迎前後の送迎車両内のアルコール消毒 

・ 送迎前の検温 

・ テーブルにパーテーションを設置し接触の回避 

・ 定期的な換気 

・ オゾンを活用した空気洗浄 

・ テーブル、椅子等、こまめな消毒 
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 デイサービス年間行事実績一覧表 

 

 

（7）ボランティア受入れ状況一覧表（学生及び一般）・・・生活相談員 

 

 

 

（8）その他 

 年間面会者数 

 

※令和 2年度は新型コロナウイルス感染症対策にて、直接面会は看取り期の方のみに限定させて 

いただき、オンラインを活用した面会を行いました。 

   

4月 お花見弁当

5月
おいしいケーキの日

お弁当の日

6月 歌合戦

7月 駄菓子屋

8月
盆踊り

かき氷

9月
敬老会

揚げたて天ぷら（クッキング）

10月 おやつ作り（パンケーキ）

11月 花むらのオードブル

12月 クリスマス会

1月
お正月（祝い膳）

新年会（催し物）

2月 節分行事（巻き寿司・豆まき）

3月 おやつ作り（パンケーキ）

内容

令

和

2

年

度

氏名 期間 備考

1 谷口氏 令和2年10月5日～12月5日 作業療法士資格取得の為

2 上前氏 〃 〃

30年度 令和元年度 令和2年度

面会者数 3335名 2487名 493名

月平均 278名 226名 41名

面会の多かった月 1・3月 10月 10月


