
令和３年度事業報告 

 

 新型コロナウイルスが国内で初めて確認されてから２年以上が経過しました。本年１月から

拡大し始めた感染第６波では、一日あたりの国内感染者数が１０万人を超えるなど新たな変異

株が猛威を振るっており、３回目のワクチン接種や飲み薬の開発が進んでいますが、収束はま

だまだ遠いといえます。 

 また、２月にロシアがウクライナに侵攻したことによる経済制裁から原油や天然ガスの高騰

が加速し、輸入に係る輸送費の上昇により、国内の経済にも大きな影響を及ぼしています。法

人運営においても、電気料金、衛生用品や食材などの値上げにより収益の確保に苦慮している

ところです。 

さて、和寿園においては、昨年４月に１名、本年３月に１名（濃厚接触による自宅待機中）

新型コロナウイルス陽性者（無症状）が発生しましたが、施設入居者、ショート及びデイサー

ビス利用者の感染はなく、引き続き感染予防策を徹底し、施設内クラスターの発生予防に努め

ます。 

一方、運営においては、施設整備として業務の効率化を図るため、パソコン運用におけるクラ

ウドシステムの導入を行ったほか、安全運転の意識向上や事故の証拠を残す自衛策を目的とし

て全送迎車両等にドライブレコーダーを取り付けました。また、令和４年４月に設立 65周年を

迎えるにあたり、法人の理念や方向性を表すロゴマークを職員の応募により決定しました。 

さらに、各事業所から情報収集を行い、職員の処遇改善を目的とした手当ての見直し、新規採

用職員の年次有給休暇の付与を採用月に変更したほか、感染症に係る特別休暇の改正など働く

環境の改善を行いました。 

 重点項目の取り組み状況は、次のとおりです。 

 

重点項目 

１ 利用者本位で質の高いサービスの提供 

（1） 利用者の人権と尊厳に配慮したサービスの提供 

   ・ ９月・３月の全体職員会議で、人権、ハラスメント防止及び身体拘束廃止について研

修会を行いました。 

（2） 安全安心なサービスの提供 

   ・ 各部署において、事故防止、身体拘束廃止、感染症対策の委員会を行ったほか、全体

で身体拘束廃止に係る研修を行いました。 

   ・ 新型コロナウイルス感染症の施設内感染予防を徹底したほか、兵庫県が実施している

高齢者施設等の従事者に対する新型コロナウイルス感染症病原体検査を活用し、早期

発見に努めました。 

・ 11月に発生した窒息による死亡事故を受け、各事業所に食事提供時の安全管理の徹底

を行いました。 

 

２ 地域貢献事業の推進 

(1) 地域福祉人材の育成 

   ・ 介護職員初任者研修は、新型コロナウイルスの感染防止の観点から今年度の開催をや



むなく中止しました。また、 自治会等への出張講座も同様の理由で中止としました。 

(2) 地域サポート事業の拡大 

・ 見守り及び配食サービスの利用状況は、４月から９月までは５名でしたが、10月、11

月、２月に新規の紹介を受け、2 月に１名の解約があり３月末では７名が利用されてい

ます。 

   

３ 人材育成と働きがいのある職場づくり 

(1) 計画的な人材確保と資質の向上 

・ 兵庫県老人福祉事業協会が実施する出張出前プレゼンテーションに参加しました。な

お、年間を通じて 12人を新たに採用し、15人がそれぞれの事情により退職しました。 

(2) 働きがいのある職場づくり 

・ タブレットを活用した記録を行うための環境整備を行いました。 

   ・ 評価の差異が起こらないよう新任役職者に人事考課研修を行いました。 

   ・ 10 月１日から兵庫県の最低賃金が増額され、パート職員の給与の増額を行いました。 

・ 「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」（令和 3年 11月 19日閣議決 定）に基

づき、新処遇改善手当の新設を行ったほか、管理職手当、扶養手当並びに特殊業務手当

の増額を行いました。 

 

４ 組織マネジメントの強化 

(1) コンプライアンス経営の実践 

     事業収支計算書、現況報告等の経営状況や地域貢献事業等の情報について、ホームペ

ージ等に開示しました。  

(2) 組織管理の強化 

   ・ 本年６月に法人役員等の任期満了に伴う改選を行い、評議員及び理事に６名の新任者

を迎えました。 

   ・ 事務分掌及び職務と権限の適切な見直しを行い、組織管理規程を改正しまし た。 

 

  



＜管理課＞             令和３年度事業報告                               

【重点項目】  

① 介護報酬改定に的確に対応するとともに役員等選任後の各種変更届を適正に行います。 

 → ６月の役員改選後、法務局等に変更届を提出しました。また、介護職員処遇改善支援補助金の申請

を行いました。 

② 災害や感染症発生に備えた訓練を継続して行い、職員に対応手順を周知するとともに、問題点や課題

の発見と解決に向けて取り組みます。 

 → ６月、３月に災害時の食事提供訓練を行うとともに、各部署で感染発生時のシミュレーションを行

いました。また、ＢＣＰ策定に向け役職者に研修会を行いました。 

③ 各部署との連携を強化し適正な法人経営に努めます。 

 → 毎月行われる事業所会議や連携会議で、意見交換や情報の共有を行いました。また、理事長と職員

との懇談会を開催し、働く環境や処遇、個々の課題等について意見交換を行いました。 

 

 
年度目標 具体的取り組み 中間報告 

1.利用者に対する基本姿勢 

人
権 

理念に基づいた経営

の推進 

【理念の浸透】 

・理念について、全体研修会や各  

部署の事例検討会等を活用し浸 

透を図る 

・全体研修会や各部署の事例検討会

を活用し、提供するサービス全般

において改善を重ねることがで

きた 

サ
ー
ビ
ス
の
質
的
向
上 

接遇マナー等の向上 

【周知】 

・接遇マナーの重要性について、接

遇マナー委員が中心となり周 

知を図る 

・昨年度に引続き、ご利用者を尊重

する風土醸成のため、接遇マナー

委員会等の活動を通じて、職員へ

の定着に向けて取り組んだ。ま

た、コロナの影響を受け、ご利用

者や職員のストレスが感じられ

るため、それらが負の形で起こら

ないよう虐待防止についても日

頃より注視するとともに、研修会

等も実施し、その防止にあたった 

【研修】 

・外部講師や PHPビデオライブラリ

ーを活用し言葉づかい、接客マナ

ー等の内部研修及び全体研修を

行う 

・交通法規に係る研修を行う 

・接遇マナー委員会を中心に、各 

部署で研修を行い、職員一人一人

が些細なことにも耳を傾け、ご利

用者の貴重な意見がそこで止ま

ってしまわないように留意した 

・５月に交通安全研修会を開催した 

2.社会に対する基本姿勢 

社
会
へ
の
貢
献 

積極的な地域貢献 

【地域人材育成】 

・介護職員初任者研修を開講する 

・実習生の受け入れを行う 

・新型コロナウイルス感染の感染状

況に鑑み中止とした 

・実習生の受け入れは下期に延期し

た 

【生活支援】 

・見守り、配食サービスによる支援

を行う 

・昼食弁当の配布時、対象者には手

渡しで安否確認を行った 

・配食サービスの利用状況 

４月から９月まで ５名 

10 月から３月の間に３名の新規

の紹介と、１名の解約があり３月

末では７名が利用されている 



【地域交流】 

・地区福祉会議に参加し地域課題 

の情報収集を行う 

・自治会等への出張講座を行う 

・地域行事へ積極的に参加する 

・認知症カフェ事業の実施に向けて

検討する 

・新型コロナウイルス感染予防のた

め出張講座・地区福祉会議の参加

は中止し、地域との交流はできな

かったが、高屋地区クリーン作戦

に 20人参加した 

・認知症カフェについても、新型コ

ロナ感染状況に鑑み開催できな

かったが、来年度の開催に向け

て、運営委員会を２回開催した 

安全・安心な体制づくり 

 

【災害・感染症訓練及び研修】 
・消防職員、地元消防団と合同で  
避難訓練を行う 
・各部署の職員が参加し、災害時の
食事提供訓練を行う 

・感染症予防研修を行うとともに、

発生時のシミュレーションを 

行う 

・９月消防本部職員、３月に消防団

員立ち合いで避難及び放水訓練

を行った 

・６月に災害時の食事提供訓練を行

った 

・各部署で、新型コロナウイルス等

の感染者発生時の対応について

シミュレーションを行った 

【福祉避難所】 
・災害時にスムーズに受け入れがで
きるように職員に対し受け入れ
準備について周知を図る 

・自然災害時の緊急利用の受入れや

生活介護、また事業継続について

勉強会等を実施し、災害時の職員

の意識改革に努めた 

3.職員に対する基本姿勢 

人

材

育

成 

資質の向上 

【外部研修】 
・県社会福祉研修所、県老人福祉事
業協会及び県社会福祉法人経営
者協議会主催の研修情報を適時
提供する 

・オンライン開催の研修について、

職員への情報提供を積極的に行

った 

【内部研修】 
・より多くの職員に学びの機会を設
けるため、各部署が企画した研修
やＷＥＢを活用した研修等を他
部署に告知する 

・各部署で介護技術や感染症等の研

修を行った。またオンライン研修

に参加して学んだ内容を施設内

で伝達講習するなどして、職員全

員に周知した 

人

事

労

務

管

理 

働きやすい環境の整

備 

【労務管理の徹底】 
・年休の個別管理を行い、法令に沿
った取得の促進を図る 
・時間外労働の上限規制を遵守する
ため個別チェックを行う 

・法人・施設内の安全衛生委員会は、

定期的な会議を開催し職員の労

働安全策を講じた。また時間外労

働や有休消化率を確認し、コンプ

ライアンスを遵守した労務管理・

労働環境の整備に努めた 

環境改善】 
・介護ロボットや見守りセンサー等
の導入に向け、積極的に情報収集
を行う 
・各事業所から環境改善の意見を求
め検討する 

・展示会の参加は中止し、取引業者

から情報収集は行ったものの検

討には至っていない 

・事業所ごとに定例会等で業務の改

善を図り、個別の創意工夫を図っ

て日常業務に取り組んでいるが、

事業所間により取り組みへのス

ピード感や統一した対応等には

差が感じられる結果となった 

・９月に理事長と職員の意見交換の

機会を設けることで意思の疎通

を図り、「風通しの良い」法人づく

りに努めた 



安定した人材確保と

定着 

【人材確保】 
・適正な人員を確保するために、各
媒体等を有効に活用する 
・定期的に学校訪問を実施するとと
もに、就職セミナーや情報交換会
等へ積極的に参加する 

・ハローワークを中心にいろいろな

採用ツールを活用し、新たな採用

に向けて取組んだが、思うような

成果は見られなかった 

・コロナ禍により学校訪問は中止し

メールや電話による情報収集を

行った 

【定着】 
・風通しを良くするため、各部署で
意見交換の場を設ける 
・手当等の処遇改善を随時検討する 
・ストレスチェックを実施し対象職
員へのフォローを行う 

・４月に目標設定に係る面談による

意見交換の場を設け、職員一人一

人のライフスタイルに合わせ、多

様な雇用形態に柔軟に対応した 

・住宅手当・年末年始の手当等につ

いて調査検討中 

・ストレスチェックを実施し、職員

への結果通知、必要によって医師

面接・カウンセリングが行われた 

4.事業活動に対する基本姿勢 

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
経
営
の
強
化 

事業運営の透明性の

向上 

【適正な運営】 

・役員の改選を行うとともに、法令・

定款に準拠した理事会、評議員会 

の運営を行う 

・第三者委員会を開催し、得られた

意見等を法人経営に活かす 

・経理規程ほか各種規程を遵守した

運営を行う 
・固定資産の管理を適切に行う 

・６月の定時評議員会において新役

員を選出した 

・理事会６回、評議員会３回、理事

定例会７回開催した 

・第三者委員会を２回開催した 

・固定資産管理台帳の刷新に取組ん

だ 

・公認会計士及び社会保険労務士か

ら適宜アドバイスを受け法人経

営・事業運営を行った 

【情報公開】 
・現況報告、決算関係書類、事業計
画書、事業報告書、地域貢献事業
等をホームページで公開する 

・開かれた社会福祉法人を目指し、

法人事業活動の透明性のため、ホ

ームページによる各報告書の公

開が完了し、活動状況やブログは

随時更新できた 

財 

務 

基 

盤 

財務基盤の安定化 

【新規事業、改修資金の積立】 
・今後の事業展開を見据えた積立を
行うとともに、改修に備え累計減
価償却費を確保する 

・法人経営を安定的にまた継続的に

行うため、ビジョンや中期計画を

もとに体制の整備及び制度設計

を検討する必要があるが、公認会

計士の協力のもと継続的に検討

を行っている 

【コスト削減】 
・コスト削減委員会を中心に、水道
光熱費や消耗品等のコスト削減
への意識付けを行う 

・職員がコスト意識を持ち、現場に

おける節約と効率的活用のため、

コスト削減委員会を中心に、会議

やミーティングを活用し、職員へ

の意識づけを行った 

 

  



＜養護課＞          令和３年度事業報告                               

【重点項目】 

① 利用者の意向や生きがいを大切にし、個別性を重視したケアを行います。 

 →カンファレンス時には、十分なアセスメントを行い、利用者の意向や希望を聴き、適切なケアプラン

を立て、支援・援助を行うことができました。 

② 介護予防に努め、また重介護にならないように処遇の充実を図ります。 

 →行事やレクリエーションの充実に努め、できるだけ多くの利用者に参加していただくことで、ADLの

低下を防ぐことができました。 

③ 働きやすい、働き甲斐のある職場を作ります。 

 →上司との面談の機会を増やし、職員同士のコミュニケーションが取りやすくなるよう、環境作りに取

り組みました。また業務の見直しを行い改善に努めました。  

④ さらなる人材育成を行い、質の高いサービスを提供します。 

 →定期研修やヘルパー会議にて、職員が講師を務め、研修を行いました。また、職員の経験年数に合っ

たオンライン研修を受講し、質の高いサービス提供に努めました。 

 

 
年度目標 具体的取り組み 結果 

1.利用者に対する基本姿勢 

人 

権 

理念に基づいたサー

ビスの実践 

【ケアプラン】 

・アセスメント、モニタリングをも

とにカンファレンスを行い、利用

者がその人らしく、いきいきとし

た生活が送れるよう、処遇計画、

介護保険サービスの計画を立て

る 

・半年に 1回、モニタリングをもと

に担当者会議を開き、計画の見直

しを行った。また、急変時や状態

の変化に合わせ、随時見直しを行

った 

【人権と尊厳】 

・身体拘束虐待防止委員会による啓

発研修を行う 

・接遇マナー委員会による啓発研修

を行う 

・虐待の芽アンケートを実施し、ア 

ンケート結果に基づき研修を行 

った 

・身体拘束・虐待気づきボックスを 

設置し啓発を行った 

・3 月の全体職員会議において、接

遇研修を行った 

・毎月、接遇マナーについて目標を

決め唱和を行った 

サ 

ー 

ビ 

ス 

の 

質 

的 

向 

上 

看護、介護サービスの

向上 

【医療面】 

・医療機関、他部署との連絡、連携

を行う 

・ターミナルケアの充実のためにカ

ンファレンスを開催する 

・デイサービスとの連携のため、ナ 

 ース会議を毎月行った 

・ターミナルケア対象者はいなかっ 

 たが、ケースカンファレンスはし 

 っかり行った 

【排泄】 

・一人一人に合わせた排泄ケアに取

り組む 

・排泄のスキルチェックを行う 

 

・職員のスキルチェックを行った 

・個々の ADLや体調に合った排泄ケ

アを検討し、実施した 

【入浴】 

・ADL に合わせた入浴形態を考え実

施する 

・入浴日を 2日増やし、ストレッチ 

ャー浴専用日を設けることで、安 

全にゆったりと入浴できるよう

になった 

・ADLの変化に応じて、入浴方法を 

検討し、実施した 



【口腔衛生】 

・口腔内調査を年 2回行い、悪状態

の利用者の改善計画を立てる 

・誤嚥性肺炎を予防するために口腔

体操と口腔ケアを行う 

 

【口腔】 

・口腔内調査は 3月に 1回しかでき

なかった 

・11月に「口腔ケアの目的と効果に

ついて」、3月に歯科衛生士による

「個別口腔ケア」研修を実施し、

改善策を検討した 

・支援が必要な利用者には食事前
の口腔マッサージと食後の口腔
ケアを徹底し行った 

【アクティビティ】 

・毎月の全体レクリエーション、喫

茶会、誕生会を計画し実施する 

・季節の行事を計画し実施する 

【アクティビティ】 

・計画に沿って、レクリエーション、

喫茶会、誕生会を行った 

・行事を計画し実施した 

６月 運動会 

 ８月 フェスティバル 

 ９月 敬老会 

 12月 クリスマス会 

 １月 お正月・とんど 

 ２月 節分 

安全管理の徹底 

 

【事故防止】 

・転倒や与薬等の事故防止のために

ヒヤリハット・事故報告書をもと

に対応策を検討する 

・危険予知トレーニングと移乗・移

動のスキルチェックを行う 

・防犯カメラを利用し、行方不明者

の早期発見に努める 

・毎週事故検討会を開き、対応策を

検討した 

・１月に危険予知トレーニングを実

施した 

・全職員を対象に移乗・移動のスキ

ルチェックを行った 

・６月と２月に捜索訓練と防犯カメ 

ラの使用法の研修を行った 

【感染防止】 

・コロナウイルス、ノロウイルス、

インフルエンザ等の感染防止に

ついて研修を行う 

・他部署や協力医院との連携を図る 

・4/18、7/12、12/13 コロナウイル

ス感染症研修（オンライン研修）、

7/16感染対策シミュレーション、

10/6ノロデモンストレーション、

シミュレーション、2/28ゾーニン

グシミュレーションを実施した 

・コロナ感染状況等について他部署

との情報共有やにしき記念病院

との連携を図り、検査等、早期対

応に努めることで、利用者の感染

を防ぐことができた 

【防災】 

・年２回避難訓練、消防訓練を行う 

・9/30昼間想定で避難訓練を実施し 

た（在園者 45名、職員 13名参加） 

・3/27夜間想定で避難訓練を実施し 

た（在園者 47名、職員 2名参加） 

業務、環境の改善 

 

【業務改善】 

・職員の意見交換や周知を行うため

の内勤会議を開催する 

・リーダー会議や連携会議を開催 

する 

・気づいた事を記入する気づきノー 

トを活用し、週に 1回行っている

内勤会議の中で意見交換を行っ

た 

・リーダー会議は月に 2回、連携会 

議は月 1回開催し、周知や意見交

換を行った 



【環境改善コスト】 

・設備の不具合等発生時の早期発

見、早期対応する 

・整理整頓を徹底する 

・設備の不具合があった時は破損届

を作成し、早期に対応を行った 

・冬季の凍結によるスプリンクラー

の不具合を防ぐ為、早めのエアコ

ンの活用を行った 

・夏季は寒冷紗を設置した 

・各場所の担当者を決め、整理・整

頓・清掃を行った 

・11月にワックス掛けを実施した 

2.社会に対する基本姿勢 

社
会
へ
の
貢
献 

地域社会への貢献 

 

【地域との交流】 

・実習生の受け入れをする 

・地域の行事に参加する 

・コロナ渦の為、実習生の受け入れ

は実施していない 

・高屋のクリーン作戦に 11名参加 

した 

【緊急ショート】 

・被虐待者、DV 被害者等の受け入 

れをする 

・4/19～5/5（87 歳女性、丹波篠山

市在住）精神的 DV による受け入

れを行った 

・1/24～ﾛﾝｸﾞｼｮｰﾄ（73歳男性、西脇 

市在住）生活困窮による受け入れ

を行った 

3.職員に対する基本姿勢 

人 

材 

育 

成 

新人育成 

【育成】 

・新人育成研修計画を作成し実践 

する 

・スキルチェック表を利用し、指導

を行う 

・入職者 2名を迎え、新人研修計画 

を作成し、計画に基づき研修を実

施した 

・チェック表を基に技術習得状況

を 

確認し、指導を行った 

職員の資質向上 

【研修】  

・各職位に合った研修計画を作成し

実践する 

・毎月定期研修会・ヘルパー研修会

を実施する 

・各職位、勤続年数に合った研修を

受講した 

・月２回の定期研修を行った 

・年間計画を立てて毎月ヘルパー研

修を行った 

人 

事 

労 

務 

管 

理 

安全衛生に関する取

り組みの充実 

 

【ストレス軽減】 

・個別に面談の時間を設ける 

・ストレスチェックを実施し高スト

レス者の面談を行う 

・上期、下期の目標管理面談におい

て聞き取りを行い、問題の解決が

できるようリーダー会議で話し

合った 

・1 月にストレスチェックを実施 

し、高ストレス者に対し衛生管理

者との面談を行った 

【事故防止】 

・事故発生の要因となる危険箇所が

ないか随時見回りをする 

・５、７、９、１、２月に危険個所

がないか見回りを行った 

・事故やヒヤリハット発生時は事故

防止委員会で改善方法を話し合

った 

【腰痛予防】 

・腰痛体操を実施する 

・福祉用具を適切に使用する 

・始業前に腰痛体操を実施した 

・福祉用具（スライディングボー

ド、 

スライディングシート・リショ

ー 

ネ）の活用は定着している 



4.事業活動に対する基本姿勢 

財 

務 

基 

盤 

の 

安 

定 

化 

養護の定員の確保 

【養護】 

・定員割れを最小限にするために各

福祉事務所と連携する 

・入院者数を増やさないよう利用者

の健康保持に配慮する 

・年間 2名の方が退所され、3月末

現在、入居者 48名になっている 

（自主退所 1名、死亡 1名） 

・各自治体の関係機関に入所者の状

況報告を行った 

・長期入院にならないよう、症状の

早期発見に努めた 

特定施設の増収 

【特定】 

・介護サービスが必要な利用者の選

定及び適切な区分変更を行う 

・利用者の状態に合わせて、ケアプ

ランの見直しを行う 

・利用者の状態が変化した時には区

分変更を申請し、また介護が必要

となった時には速やかに新規申

請を行い、利用者の状態にあった

ケアプランを作成した 

訪問介護の増収 

【訪問】 

・効率よくヘルパーを配置し、ケア

マネから新規の話があれば早期

に対応し、新規利用者の獲得に努

める 

・自費事業を積極的に受け入れる 

・ふれしあとの連携を密にする 

・効率よくヘルパーを配置し、新規

利用者の獲得に努めた 

（新規利用者 22 件） 

・自費事業による受診同行等を積極

的に受け入れた   

（自費事業利用者 133 件） 

・ふれしあ支援員やケアマネジャ

ー、デイサービス等との連携を密

に取り、利用者支援を行った 

 

  



＜特養課＞             令和３年度事業報告                               

【重点項目】 

① 介護サービスの質の向上に努め、常に笑顔、思いやりを持って接し、明るい生活の場を提供します。 

 →季節に応じた行事等を計画・実施できたことで、利用者と職員がふれあう時間が増え、明るい雰囲気

の生活を提供できました。 

② 環境整備を常時心掛け、利用者が安心できる生活環境づくりと安全管理の徹底を図ります。 

 →職員の「気づきの力」が養われ、細かな提案が増え、早急な対応ができたことで安心できる生活環境

を提供することができました 

③ 地域、家族との連携によりニーズを把握し、サービスの質の向上に活かします。 

 →オンラインによる面会が家族にも浸透したことで、利用者にも喜んでいただくことができ、又職員と

家族の連携も図ることができました。 

④ 積極的に研修に参加し人材の育成に努めます。 

 →職員それぞれが目的意識を持った研修に参加することができ、新しい提案も増えました。それに伴

い、利用者の心に寄り添ったケアを実践することができました。 

 

 
年度目標 具体的取り組み 結果 

1.利用者に対する基本姿勢 

人 

権 

理念に基づいたサー

ビスの提供 

【意識付け】 

・サービス内容の変更を行うときは

内容が理念に沿ったものにな 

っているか問いかけを行い、理念

の周知を図る 

 

・役職者が理念に沿った共通認識を

持つことができ、利用者の思いに

沿った処遇等の検討ができた 

サ 

ー 

ビ 

ス 

の 

質 

的 

向 

上 

看護、介護サービスの

向上 

【看護面】 

・嘱託医及び介護職員と連携を図

り、細心の注意と深い観察力を 

持って利用者の体調の変化を早

期に発見する 

・感染症対策の情報収集を行い、職

員への周知に努める 

・嘱託医、相談員、看護師、介護士

間で連携を図り、利用者の体調の

変化を早期に発見し対応するこ

とができた 

・国、県、オンライン研修から情報

収集を行い、ミーティングで周知

を行った 

【ケアプランに沿ったサービスの提供】 

・担当利用者にとってケアプランの

内容に沿ったサービスが提供 

されているか確認を行う 

・随時アセスメントを行い、担当職

員から情報の発信を行う 

・入院等で利用者の状態に変化があ

れば、その都度アセスメントを行

いサービス内容の変更を行った 

・今年度もコロナ禍の中、家族を交

えての担当者会議が開催できな

かったため、電話等で家族から生

活の意向を伺った 

・担当職員からの発信が少なく、介

護支援専門員任せのところが見

られた 

【レクリエーション・行事の充実】 

・利用者の状態に合わせたレクリエ

ーションを行う 

・四季を感じていただく行事を企画

するとともに、家族に参加可能な

行事の案内をする 

・担当職員が季節毎の行事を立案し

実行した 

・利用者も喜んで参加していた 

・今年度もコロナ禍の中、家族と一

緒に楽しむ行事は出来なかった

が、年に 3回家族への手紙に写真

を付けて送付した 



 

【家族会との連携】 

・利用者家族にアンケートを行い、

サービスの質の向上に繋げる 

・アンケートは実施できなかった

が、オンライン面会や介護支援専

門員からの電話連絡の際に要望

や希望を聞き取りした 

【資質向上】 

・理解や対応力を高めるために、各

職員の能力に沿ったＷＥＢ研 

修や外部研修への参加を促し、グ

ループ会議等で伝達する機会を

設ける 

 

・感染防止関連を中心に役割、能力

に沿った研修に参加することが

できた 

安全管理の徹底 

【事故防止】 

・転倒や与薬等の事故報告書、ヒヤ

リハットの内容を毎月分析し、重

要案件に対する改善内容を職員

に周知する 

・内部研修にて危険予知トレーニン

グを行う 

 

・毎月のグループ会議でヒヤリハッ

トの月例報告を行い、職員への周

知を行った 

・毎月の内部研修にて危険予知トレ

ーニングを行った 

【感染防止】 

・手洗い、消毒の徹底と居室の整理

整頓や空調管理及び換気を徹 

底し衛生的な環境を保持する 

・感染症の集団発生防止と職員の自

己防衛意識を高めるための研 

修を行う 

 

・手洗いチェッカーや嘔吐物処理シ

ミュレーション、感染症研修を実施

した 

・新型コロナウイルスの感染者状況

や情報を発信し、それに応じた利用

者検温や職員対応の変更を行った 

【身体拘束虐待の防止】 

・「身体拘束防止に関する指針」につ

いて周知を図る 

・毎月の各グループ会議で「身体拘

束廃止に関する指針」の介護職員

の役割についての研修を行った 

・上期、下期と 2回のアンケートを

行い身体拘束・虐待防止に関する

啓発を行った 

【防災】 

・年２回の避難訓練及び被災時の 

備蓄品の取り扱いの訓練を行う 

・９月 30 日に消防署職員の立会い

で避難訓練及び放水訓練を行っ

た 

・３月 27 日に消防団の立会いで避

難訓練及び避難経路等の確認を

行った 

業務及び環境の改善 

【業務改善】 

・利用者に関わる時間を増やすため

に、業務の見直しを行う 

・定期的に業務分担の見直しを行な

い、職員の意見を聞き、排泄介助

の見直しを行う。繰り返し改善を

行なったが介護業務が多い事と

人員不足の影響で利用者にかか

わる時間は増やす事ができなか

った 

【環境改善】 

・ゆとりある生活環境を提供するた

め、食事時間、入浴時間の検  

討を行う 

・食堂が狭いため、食事の提供時間

を２回に分け、食事が終わった利

用者から随時口腔ケアを行うよ

う勧めた。入浴時間は入浴担当者

を中心に、特浴・個浴・一般浴で

利用者・職員と共に無理の無いよ

うに入浴予定表を作成した 



2.社会に対する基本姿勢 

社 

会 

へ 

の 

貢 

献 

積極的な地域貢献へ

の取り組み 

【地域との交流】 

・地域の勉強会に講師等の派遣を行

う 

・地域のボランティア活動に積極的

に参加する 

 

・新型コロナウイルス感染症の影響

で、交流機会を設けることができ

なかったが、６月、10月の高屋ク

リーン作戦に計 12名参加した 

【講師派遣】 

・介護者教室、介護職員初任者研修

へ講師を派遣する 

 

・感染防止のため介護職員初任者研

修と介護者教室は中止となった 

【困難・緊急ケースの対応】 

・重介護、緊急性の高い利用者を積

極的に受け入れる 

・相談員、看護師、介護職員でカン

ファレンスを入念に行い、緊急シ

ョートを年間 13名受け入れた 

3.職員に対する基本姿勢 

人 
 

材 
 

育 
 

成 

中間管理職の育成 

【OJT】 

・新規役職者に対する研修とフォロ

ーを行う 

・人事考課者研修と階層別内部研修

にて意見交換を行い、フォローす

ることができた 

職場内・外研修の充実 

【研修計画】 

・県社会福祉研修所やその他の研修

情報を収集し、職員に提供する 

・各階層別に応じた内部研修を実施

し、より一層の職員の育成と勤務

意欲向上に取り組む 

 

・階層別に応じた研修情報を提供す

ることで、12 種の研修に合計 19

名が参加した 

・年間を通じて毎月、階層別に応じ

た少人数での研修を行った 

人
事
労
務
管
理 

職場環境の改善 

【環境改善等】 

・現行業務の見直しや改善策等の意

見交換ができる場を設ける 

・ストレスチェックを行う 

・役職者を中心に意見を集約し、随

時見直しを行い、食事提供時間と

排泄介助時間の改善を行うこと

ができた 

規則の周知 

【方法】 

・グループ会議内で各種規程の周知

を図る 

 

・内部研修、パート研修内で時間を

設け周知した 

人事考課の精度向上 

【研修、周知方法】 

・統一した評価を行うため、年２回

考課者研修を開催する 

・リーダー会議内で時間を設け、理

念に沿った意見交換を行うこと

で統一した評価ができた 

4.事業活動に対する基本姿勢 

財
務
基
盤
の
安
定
化 

入所・短期の稼働率

95％確保 

【入所】 

・入院者が増えているなか、退院に

向けて病院との連絡調整を適 

時行う 

・前年度より病院との連携が図れた

ことで退院調整が早期に行えた 

 入所稼働率：89.2％ 

 全体：95.7％ 

【短期】 

・各事業所に空床ベッドの情報提供

を行う 

・各事業所に FAX等で空床情報提供

が行えた 

 短期入所稼働率 108.7％ 

 空床利用：662床 



コスト削減の徹底 

【水道光熱費】 

・コスト削減委員を中心に適正使用

を周知徹底する 

 

・コスト削減委員と役職者を中心に

ルール作りを行い周知した 

【物品】 

・物品の在庫管理を徹底し、過剰在

庫を削減する 

 

・月末に棚卸確認を行い、過剰な在

庫を置かない様に注意した。 

取得可能な加算の算

定 

【算定予定の加算】 

・認知症ケア加算Ⅰの算定要件を満

たすため、認知症介護実践リーダ

ー研修へ参加する 

・事業継続計画（BCP）の研修、訓練

の実施を行う 

 

・新型コロナウイルスの影響で中止

になり参加できなかった 

・リーダー会議内で時間を設け、役

職者に作成に向けての研修を行

った 

 

  



＜デイサービス課＞          令和３年度事業報告                               

【重点項目】 

① 人権と安全に配慮し、一人一人に合ったケアを実践します。 

 →認知症ケアに関した事例を検討し、対応等の周知ができました。 

② 自立支援のため地域との関わりを深め、社会資源の活用に繋げます。 

 →感染症の影響もあり実施は出来ませんでしたが、学校等との交流実施に向けた協議は進めることが

できました。 

③ 定期的な業務改善を行い、風通しの良い職場環境の構築に取り組みます。 

 →副主任を中心に検討し、午後浴の実施など、様々な業務の改善ができました。 

④ 法令の理解を深め、安定した運営を行います。 

 →不明な点は丹波県民局監査福祉課及び市介護保険係と相談することができました。 

⑤ 引き続き感染症対策を継続します。 

 →検温回数と消毒回数を増やし対策を継続しました。 

 

 
年度目標 具体的取り組 結果 

1.利用者に対する基本姿勢 

人 

権 

理念の理解と実践 

【理念の実践】 

・唱和だけでなく、ケアに活か

せているかどうかを各種会議

で検証する 

・課題解決の指針として理念に

沿っているかを確認できた 

サ 

ー 

ビ 

ス 

の 

質 

的 

向 

上 

更なる自立支援 

【自立支援の発展】 

・利用者一人一人にあった自立

を支援するため、社会資源の

開拓と活用を行う（地域内で

の清掃や児童等との共同作業

等） 

・ケアの幅を広げるための研修会

の参加や他施設の見学を行う 

 

・資源活用の為、学校等との交

流の実施に向けた話し合いは

実施できた。 

・感染症の影響もあり集合研修

には参加できず、オンライン

研修と内部研修のみの実施と

なった 

【自立支援の成果の確認】 

・利用者の変化を正確に伝える

ためのツール作りを行う 

・ご家族に受診をお願いす  

る際、誤解が無いよう状態を

記入した書類を作成した 

【個別対応】 

・一人一人の個性を大切にし、

職員間の情報の共有を図る 

・日誌及び気づきノートの活用

だけでなく、積極的なコミュ

ニケーションを図ることがで

きた 

認知症の理解 

【病気としての理解】 

・会議内の学習で理解を深める 

・認知症実践研修に１名参加する 

・会議内研修を毎月実施した 

・業務の都合上、研修に参加で

きなかった 

【事例検討】 

・毎月の会議内で２名ずつの事

例検討を行い、認知症の理解

と対応の周知を図る 

・必要時には即会議を開催し対

応を図る 

・事例検討にて対応の周知がで

きた 

・必要時には会議を待つことな

く意見を出し合うことができ

た 

【個別対応】 

・認知症及び対応困難利用者を

積極的に受け入れる 

・他施設での処遇困難利用者を

2名受け入れ、継続利用できて

いる 



関係機関との連携 

【家族との信頼関係】 

・連絡帳の内容の検討を図る

（家族に伝えるべき事項等） 

・満足度アンケートを実施する

（２月中に実施） 

・送迎時での情報共有を密に行う 

・家族に伝えるべき事項につい

ては連絡帳及び別途書類を作

成した 

・ケアマネジャー向けアンケー

トを実施したため、家族向け

アンケートは実施せず 

・介護職員、送迎員問わず情報

共有ができ、良好な関係を保

てた 

【ケアマネジャーとの信頼関係】 

・利用者の状態について、細や

かな報告・連絡と相談を行う 

・毎月の介護サービス事業者協

議会定例会及び実績書類配付

時に直接コミュニケーション

をとり情報の共有を図る 

・見学会を開催する（９月・10月

中に実施） 

【行政との連携】 

・運営についての不明点はその

都度行政に確認し、良好な連

携を維持する 

・相談員を中心に細かく連絡を

取り、ケアに活かすことがで

きた 

・感染症の影響で定例会はほと

んど開催されなかったが、大

きな問題はなかった 

・感染症の影響で見学会は実施

できなかったが、ケアマネジ

ャー向けアンケートを実施

し、今後の運営に活かすこと

ができた 

・不明点があれば、丹波県民局

監査福祉課及び市介護保険係

へ相談し、アドバイスを受け

ることができた 

2.社会に対する基本姿勢 

社
会
へ
の
貢
献 

地域資源との関係強化 

【各種学校等との交流】 

・学生・園児との交流事業を実

施する 

・積極的に実習生を受け入れる 

・感染症の影響で交流事業は実

施できなかったが、開催に向

けた話し合いを行うことがで

きた 

・感染症対策を実施した上で、

中・高生及び社会人の実習の

受け入れを行った 

【地域支援】 

・高屋自治会清掃作業に参加す 

る 

・配食サービスに協力する 

・高屋自治会清掃作業に年間計

７名参加した 

・デイサービス利用者の送迎に

合わせて配食サービスに協力

した 

【介護教室等への講師派遣】 

・介護者教室、介護職員初任者

研修で講師を担当する 

・講師の担当予定はあったが、

感染症の影響で各種研修が実

施できなかった 

3.職員に対する基本姿勢 

人
材
育
成 

個人のスキルアップ 

【ＯＪＴの推進】 

・ケアの統一を図るため積極的

に声を掛け合い、技術を伝え

る 

・会議内研修にて知識技術を高

める 

・必要な技術等は随時伝え合

い、迅速に対応することがで

きた 

・毎月の会議内研修で、全員が

講師を担当し、知識、技術の向

上に努めた 

 

 



 職員満足度の向上 

【意見を出し合える風土づくり】 

・仕事の中での満足を高めるた

め、提案は積極的に採用する 

・計画的な年休取得を支援し、

リフレッシュを促す 

・丁寧な言葉遣いによりメリハ

リをつける 

 

・小さな提案でも積極的に取り

入れ、業務改善を図ることが

できた 

・月 1日の年休取得は出来た 

・注意が必要場合は個人的に対

応した 

【チームケアの推進】 

・定期的なマニュアルの改訂を

行う 

・問題の早期解決のため随時の

小会議を開催する 

 

・各種マニュアルの改訂は実施

できた 

・副主任を中心に課題には早期

に取り組むことができた 

人
事
労
務
管
理 

各種規則の周知 

【就業規則等の理解】 

・周知を図るための研修を実施

する 

・疑問点はミーティング等を通

じ全員に周知し解決を図る 

 

・研修計画に応じて実施した 

・必要に応じてミーティング等

を通じて周知した 

環境整備 

【不備個所の早期改善】 

・破損届の提出を徹底し、不備

個所を早期に改善する 

・毎日の整理整頓を実施する 

・破損届提出のうえ、早期の改

善を実施できた 

・気づいたところは迅速に整理

整頓することができた 

業務・役割の見直し 

【適材適所】 

・専門性を高めると同時に他の

職種にも積極的に関り、業務

の検討を行う 

・必要時には積極的に検討を行

い改善を図る 

 

・課題があれば多職種で検討

し、業務の改善ができた 

・副主任を中心に検討し、様々

な改善が実施できた 

4.事業活動に対する基本姿勢 

財
務
基
盤
の
安
定
化 

収入の増加 

【稼働率】 

・目標稼働率 80パーセント以

上（１日 24/30名以上） 

・稼働率 84.2％（1日 25.2人） 

 年度後半から新規利用者が増  

 え、稼働率が大きく向上した 

【新規利用者の開拓】 

・ドリームだよりの発行と配布

を継続する 

・ケアマネジャーへ定期的に空

き情報を提供する 

・ケアマネジャー向けアンケー

トを実施する（６月中に実施） 

・利用者募集チラシの検討 

・利用者及び市内ケアマネジャ

ー等への配布の継続ができた 

・空きがある場合は情報提供を

行った 

・2月にアンケートは実施した 

・チラシの一日の流れ等を改訂

した 

【利用中止者への対応】 

・入院者の情報を的確に把握

し、再利用につなげる 

・当日キャンセル者情報を適切

に関係者と連携し把握する 

・入院時は定期的に担当ケアマ

ネジャーに退院情報を確認

し、再利用に繋げることがで

きた 

・一部連携ミスもあった 

 

 



 支出の抑制 

【物品管理】 

・物品の在庫管理を実施し、過

剰在庫を削減する 

・破損時すぐに購入するのでは

なく代用品はないかなど工夫

する習慣をつける 

 

・整理整頓を実施し、乱雑にな

ることが無かったので、過剰

在庫はなかった 

・様々なアイデアを出し合い工

夫することができた 

【光熱水費等】 

・業務改善・コスト削減委員を

中心に全員で無駄をチェック

し、適正使用を図る 

 

・定期的に申し送りを実施し、

全員でコストの削減を意識す

ることができた 

 

  



＜プラン課＞             令和３年度事業報告                               

【重点項目】 

① 利用者の尊厳を守るため、和寿園の理念及び介護支援専門員倫理綱領に基づき的確に対応します。 

 →和寿園の理念及び介護支援専門員倫理綱領に基づき、週 1回実施するプラン課会議で、利用者情報を

共有し支援の方向と利用者の尊厳が守られているか確認し対応できました。      

② 市長寿福祉課、地域包括支援センター、民生委員・児童委員等との情報共有に努めます。 

 →市長寿福祉課、地域包括支援センター、民生委員・児童委員と顔の見える関係作りができるように、

他事業所との連携を図り、地域の交流会に参加するなど、チームとしての協力体制ができました。 

③ 利用者の望む生活に近づくため、ニーズに沿ったケアプランの作成を行い、質の高いサービス提供に

努めます。 

 →利用者の望む暮らしに向けて、Zoom 研修や動画研修に参加し、学びを共有しニーズに沿ったケアプ

ランの作成を行い質の高いサービス提供に努めました。 

 

 
年度目標 具体的取り組み 結果 

1.利用者に対する基本姿勢 

人 

権 

理念の理解と実践 

【理解】 

・利用者の人権を守り、本人らしい

生き方をサポートする 

・プラン課伝達会議で、理念・倫理

綱領に沿ったケアプラン作成が

できているか確認を行った 

【研修】 

・人権、権利擁護の研修に参加する 

・９月の職員全体研修に参加し、 

人権・権利擁護について学びを深

めた 

サ 
ー 

ビ 

ス 

の 

質 

的 

向 

上 

ケアマネジメント力

の向上 

【資質向上】 

・「＊1自己点検シート」に照らし合

わせ、利用者本位のケアプラン作

成に努める 

・「自己点検シート」に照らし合わ

せ、利用者家族に分かりやすい表

現を心掛け、利用者の自立支援に

向けたケアプラン作成に努めた 

【自己研鑽】 

・「＊2 この指と～まれ」「気づきの

事例検討会」等の事例検討研修に

積極的に参加する 

・災害時のケアプラン作成に取り組む 

・コロナ禍のため、「この指と～ま

れ」研修会は中止になった 

・「気づきの事例検討会」は 2回参

加し自分自身の支援の振り返り

の機会を持つことができた 

・災害時ケアプラン研修会で作成の

基本が習得できた 

・災害時のケアプラン作成はできな

かった 

多職種間の連携の強

化 

【職種間の協働】 

・チームとして行動ができるよう

に、地域包括支援センター、病院、

他事業所と連携を図る 

・コロナ禍のため、関係機関の訪問

は、短時間訪問や書面照会等、可

能な対応をおこない相談・助言を

受け連携を図った 

【地域連携】 

・民生委員・児童委員との交流会に

参加し、地域で抱えている困りご

とを共有し、地域ケア会議等へつ

なげる 

・民生委員・児童委員との交流会に

参加し、地域での困りごとを共有

した 

・地域ケア会議に 5回出席し情報共

有し地域と連携を図った 

2.社会に対する基本姿勢 



社
会
へ
の
貢
献 

地域貢献事業の支援 

【困難事例への対応】 

・近隣住民との協力体制を築き、地

域包括支援センターや行政につ

なぐ 

・社会資源の把握とその活用に努める 

・各機関と連携をおこないチームと

して、困難事例に対応したほか、

個別の状況に応じて、近隣住民と

協力体制を図った 

・状況に応じた社会資源を確認し、

ケアプランに反映した 

【地域人材の育成】 

・自治会等の学習会や講演に、講師

を派遣する 

・介護職員初任者研修に講師を派遣

する 

 

・コロナ禍のため、自治会等からの

依頼はなく、介護職員初任者研修

も中止になり、派遣していない 

3.職員に対する基本姿勢 

人
材
育
成 

資質向上 

【研修参加】 

・「＊3学(まな)けあ」に出席して、

ファシリテーター等の役割を担

う 

・知識の定着、資質向上に向けてオ

ンライン研修を受講する 

・プラン課会議で利用者情報を共有

し、気づきの機会をつくる 

 

・６月の災害時ケアプラン研修会で

ファシリテーターを担当した 

・中央法規出版の動画研修を毎月行

い、知識の定着、資質向上につな

がった 

・毎週のプラン課会議で利用者情報

を共有し、気づきの機会を持った 

人
事
労
務
管
理 

働きやすい環境の整

備 

【ストレス軽減】 

・メンタルヘルスケアの取り組みと

して、バーンアウトの予防に努め

る 

・お互いに言葉かけを行い、相談し

やすい環境をつくる 

・困難事例を一人でかかえこまない

よう日頃から、話しやすい環境を

心掛けた 

・お互いに気づきができるように配

慮ある言葉かけをし、相談しやす

い環境作りを行った 

【業務効率化】 

・優先順位を考え、仕事の進め方を

見直し柔軟な対応に努める 

 

・業務日誌の見直しを行い、業務の

効率化を図った 

4.事業活動に対する基本姿勢 

財
務
基
盤
の
安
定
化 

安定した収益の確保 

【連携】 

・月間目標件数 105名 

・地域包括支援センター、病院等に

紹介依頼する 

・困難事例を積極的に受ける 

・月間平均実績 103名 

・地域包括支援センター、病院地域

連携室から新規紹介を受けた 

・困難事例を受け丁寧に対応し、新

規紹介につながった 

【加算】 

・介護報酬の改定内容を把握し、加

算請求のもれをなくすように、 

必要な書類整備に努める 

・毎月チェックリストで算定可能な

加算を確認した 

・認定調査(市内)42件、年間 70件 

 (市外)11件、年間 16件 

【経費】 

・燃料を節約するために、訪問ルー

トの調整を行うとともに、申請書

類等の提出は声をかけ合い一括

して行う 

 

・訪問ルートの調整を行い、お互い

に声をかけ合い一括提出した 

＊1 自己点検シート…ケアマネジャーの仕事の進め方について丹波篠山市が作成したもの。 

＊2この指と～まれ…篠山市が主催し、ケアマネジャーや医師、薬剤師等他職種が集まり研修会や事例検    

討会を行っている。年３～４回開催されている。 

＊3学(まな)けあ…丹波篠山市と市内で特定事業所加算を算定している事業所が中心になり開催する研修

会 



＜栄養課＞            令和３年度事業報告                               

【重点項目】 

① HACCPの概念に基づき、重要管理事項の徹底を行います。 

 → クックチル食品の再加熱時の中心温度記録を付ける習慣づけができました。 

② 安全・安心な、食事を提供し利用者に喜んでいただけるよう、調理から提供までの時間を短くし、  

温度管理された食事を提供します。 

 →各事業所の食堂にて麺類を提供し、一部事業所ではお好み焼きやおでんを提供しました。 

③ 食事内容が単調にならないよう、施設調理回数を月３回以上に増やすようにします。 

 →特養・養護は月２回の実施であったが、サ高住の夕食は月に８回実施しました。 

 

 
年度目標 具体的取り組み 結果 

1.利用者に対する基本姿勢 

人 

権 

理念に基づいた業務

の実施 

【意識付け】 

・朝礼で理念の唱和を行う 

・人権研修等へ積極的に参加する 

 

・朝礼時に唱和し意識づけできた 

・全体研修等へ参加した 

サ 

ー 
ビ 

ス 

の 

質 

的 

向 

上 

食事提供サービスの

向上 

【食事内容】 

・利用者の体調に合わせて食事内容

の変更を行う 

・盛り付けに注意をし、視覚への満

足をアップする 

 

・担当者と話合い、食事内容を変更
した 

・盛り付け時に調理場に入り、チェ

ック及び指導を行った 

【栄養ケアプランに沿ったサービ

スの提供】 

・栄養ケアに沿った食事内容の提供

ができているか確認をする 

・医務会議・グループ会議で情報共

有を図る 

 

 

・絆の入力内容を確認し、昼食時に

食堂に行き状況を確認した 

・会議に出席し情報を共有した 

【調理技術の向上】 

・選択メニューや自施設調理回数を

増やす 

・調理から提供までの時間短縮を行う 

・選択メニューの実施とサ高住の夕

食調理の回数を月８回に増やし

た 

・麺類などを食堂で調理し提供した 

安全管理の徹底 

【異物混入事故の防止】 

・調理場及び機材の保守メンテナン

スを行う 

 

・破損に繋がる物は、早めの修理や

保守を行った 

【感染防止】 

・栄養課会議や朝礼及び昼礼で衛生

管理について指導を行う 

・感染マニュアルの見直しを行う 

 

・作業中も含め個々に指導を行った 

・必要に応じてマニュアルを変更し

た 

【防災】 

・備蓄・非常食の在庫管理を行う 

（ローリングストック） 

・介護職員を中心に食事提供訓練を

年２回実施する 

 

・一覧表を作成し管理した 

・２回の訓練を通して職員のレベル

アップを図ることができた 

業務及び環境の改善 

【業務改善】 

・調理場主任と業務の見直しを行

い、効率よく業務遂行ができるよ

うにする 

 

・随時見直しを行い、効率よく業務

を遂行することができた 



【環境改善】 

・定期的に意見の言える場を設ける 

 

・月に 2回ミーティングを行なった 

2.社会に対する基本姿勢 

社
会
へ
の
貢
献 

地域貢献事業への協

力 

【食事サービス】 

・昼食、夕食の配食サービスを実施

する 

 

・月平均 40～45 食配食サービスを

行った 

【地域人材育成】 

・介護職員初任者研修へ講師を派遣

する 

 

・新型コロナの影響で講師の派遣は

行えなかった 

【地域交流】 

・地域のボランティア活動に参加す 

る 

・地域のイベントに調理器材の貸し

出しを行う 

 

・高屋地区のクリーン作戦へ参加し

た 

・新型コロナの影響でイベントごと

が無く貸し出しはなかった 

3.職員に対する基本姿勢 

人
材
育
成 

調理員の育成 

【調理技術】 

・施設調理回数を増やし調理する機

会を増やす 

 

・サ高住の夕食を施設調理にして調

理機会を増やした 

【入職者の育成】 

・新入職員育成マニュアルを作成する 
・栄養士育成マニュアルを作成した 

人
事
労
務
管
理 

職員の定着 

【モチベーション向上】 

・イベントでの企画を担当する 

・提案や意見等を発表できる場を設

ける 

 

・新型コロナの影響でイベント企画

や提案の機会を設けることがで

きなかった 

【負担軽減】 

・食事変更の伝票処理や食事提供数

などの情報共有ボードの張替え

等全職員ができるように指導す

る 

 

・指導を行ったが、徹底が不十分で

あったため、一部の職員には指導

を継続している 

4.事業活動に対する基本姿勢 

財
務
基
盤
の
安
定
化 

経費削減の強化 

【食品ロス】 

・適時発注数の変更を行い提供数と

の差を減らす 

・定着業者にこだわらず、良い物を

安く仕入れるように、業者を見直

す 

 

・2 重チェックを行い提供数の差を

減らすことができた 

・価格変動の連絡があれば他社へ価

格確認を行い業者の見直しを行

った 

【水道光熱費】 

・コスト削減委員会を中心に使用状

況のチェックを行う 

 

・作業に差支えのないよう電気の節

約を行った 

【意識改革】 

・コスト削減の提案を定期的に募

り、栄養課会議で検討する 

・栄養課会議での検討課題が多く 

定期的に提案を募ることができ

なかった 

＊HACCP(ﾊｻｯﾌﾟ)…「危害」「分析」「重要」「管理」「点」の衛生管理の手法です。前半の 2つの観点は、「危

害分析」後半の 3つの「重要管理点」に分けられます。 


