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Ⅰ．総括

今年度の活動として軸となったのは、法改正の対応や行政との連携である。

社会福祉法等の一部を改正する法律の施行にむけて、定款変更や評議員選任

委員会の設置など関係する手続きを滞りなく進めた。また法律で義務付けら

れたストレスチェックやマイナンバー制度も法人運営に取り入れ、適切な対

応を行った。一方で、町田市山崎地区における特別養護老人ホーム グランハ

ート悠々園の準備も、東京都および町田市と協議を行いながら着実に進めた。

Ⅱ．実績

1．利用者サービスの向上

（1）評議員会・理事会の開催

社会福祉法改正への対応やグランハート悠々園の建設計画など、審議事

項が多かったこともあり、臨時の役員会も含め年間計８回開催することと

なった。重要な審議事項として挙げられるのは、定款変更や評議員選任・

解任委員会の設置、グランハート悠々園の建設計画に係る建設業者、借入

金の選定などとなっている。

［ 開催実績 理事定数：9名、評議員定数：20名 ］

第１回 平成 28年 4月 23日 出席：理事 7名、評議員 16名、監事 2名

内容：グランハート悠々園建設計画について、

第 2回 平成 28年 5月 28日 出席：理事 6名、評議員 13名、監事 2名

内容：平成 27年度事業報告、決算報告について

介護職員初任者研修事業の開設について

定款変更、変更登記について

第 3回 平成 28年 9月 3日 出席：理事 8名、評議員 16名、監事 2名

内容：グランハート悠々園建設計画について

矢崎橋駐車場用地取得について

平成 28年度第１次補正予算案について

ストレスチェック規程の制定について

第 4回 平成 28年 10月 8日 出席：理事 9名、評議員 17名、監事 2名

内容：グランハート悠々園建設工事入札について、

社会福祉法制度改革について

褒賞規程改定について
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第 5回 平成 28年 11月 26日 出席：理事 7名、評議員 14名、監事 1名

内容：グランハート悠々園建設工事入札について、

社会福祉法制度改革および定款変更について、

あんしんハウス賃借契約について、

規程創設および改定について

第 6回 平成 29年 2月 11日 出席：理事 8名、評議員 18名、監事 2名

内容：グランハート悠々園建設工事入札について

平成 29年度次年度委託業者の契約について

規程改定について

評議員選任・解任委員会の設置、委員の選任、召集について

第 7回 平成 29年 3月 25日 出席：理事 9名、評議員 17名、監事 2名

内容：定款変更、定款細則の制定について

規程改定について

平成 28年度第２次補正予算案について

平成 29年度事業計画について

平成 29年度収支予算について

第 8回 平成 29年 3月 25日 出席：理事 8名、評議員 16名、監事 2名

内容：グランハート建設工事請負契約について、

建設工事設計・管理契約について

（2）グランハート悠々園建設計画の実行

・近隣住民との街づくり協議

グランハート悠々園の建設に反対する近隣住民から街づくり条例に基

づく協議の申し入れを受けたため、4月 8日から 110日間を目途として、

近隣住民と施設整備に関する協議を行った。

近隣住民からの要望を踏まえて、建物の面積縮小、建設位置の移動、

建設地盤を低くするなどの計画見直しを行った。

・東京都補助協議

昨年度から継続していた東京都の補助協議は、都職員によるヒアリン

グ、有識者の審査会を経て、8月 22日付で内示を受けている。

・請負工事入札

グランハート悠々園建設工事の請負業者を選定するため、1 月 31 日に

一般競争入札を実施した。当日は事前参加申込をした 7 社のうち 4 社の

参加であったが、入札の結果、最低落札価格を下回った価格で入札した

谷津建設株式会社に決定した。

・スケジュール変更

造成工事の進捗状況から、建設工事の着工が予定より 2 ヶ月間遅れる

こととなった。これにより当初計画を見直し、平成 29年 5月 1日着工、



�

平成 30年 6月 30日建物引渡とする工期の修正を行った。

工期の変更に伴い開設時期についても計画を見直し、当初の平成 30年

3月から半年間の延期となる平成 30年 9月開設とした。

上記の計画変更について、町田市、東京都に対し計画変更届を提出し

受理されている。

2．職員の質の向上

（1）ストレスチェックの実施

法人内の職員 140 名を対象にストレスチェックを行い、114 名（81.4％）

の職員から回答を得、実施状況を労働基準監督署に報告した。調査を辞退

した者や調査票の記入不備などにより判定結果が出ない者が 30％近くに達

したことから、周知方法や調査方法については見直しが必要と思われる。

受検率が低い部署もあったものの、調査自体はスムーズに執り行われ、高

ストレス判定が出た者のうち、希望する者４名が医師との面接を行ってい

る。統計結果として得られたレーダーチャートからも、残業時間や複合的

な業務が集中しやすい職種にストレス係数の上昇傾向がみられており、業

務の見直しや業務補助など、負担軽減のための人員配置も検討し、職場環

境の改善に努める。

3．地域連携

（1）ホームページ運用と会報誌の配布

ホームページのリニューアルにより動画配信が可能となったほか、入所

のお問い合わせや求人、ボランティア募集などもインターネット経由で頂

く機会が増えた。リニューアル版公開後も介護職員初任者研修事業やあん

しんハウス事業のページを刷新するなど、当会を知るツールとしての利便

性向上を図っている。年度を跨ぐこととなったが、モバイル版の開発も進

めており、今後さらに使いやすくなる予定となっている。

紙媒体としての広報誌「ゆうゆう通信」を毎月 1500部発行し、ご利用者

様、ご家族、関係機関や地域住民、職員など幅広く配布を行った。法人内

部の情報だけでなく、地域で活躍されている団体やイベント情報も掲載す

るなど地域に広く親しまれる情報ツールとして今後も継続を予定している。

（2）防災計画と二次避難所としての取り組み

特養拠点ではＢＣＰ（事業継続計画）にもとづき、あらゆるシチュエー

ションに対応できる実践的な防災対応を目指し、自衛消防大会への参加も

含め年 4 回の訓練を行った。しかし、救命救急や消火設備の知識や対応法
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など、時間的に不足感が否めない訓練も残っていることから、今後は習熟

度も考慮しながら柔軟に訓練を実施するとともに、救命講習会などへの自

発的な参加を職員に促す体制整備を進める。

消防設備の定期点検とは別に、年度末の防災訓練実施時に再度、設備機

能の確認を行った結果、災害時に発報される自動館内放送が老朽化により

一部正常に作動しないことが発覚した。有事の際に適切な避難誘導が行え

るよう、早急に修繕依頼を行っている

4．地域貢献

（1）生ごみ処理機の設置

所轄庁の町田市がごみの削減に注力していることもあり、近隣自治会（千

都の杜自治会）と協働で特養拠点の敷地に生ごみ処理機を設置した。設置

にあたっては音や匂い、管理方法など近隣住民への影響なども確認の上で

慎重に行い、設置後の維持管理は千都の杜自治会が行っている。

生ごみ処理機の利用状況や、できた堆肥の有効活用などについて自治会

と確認しつつ、今後も地域美化に努めていく。

（2）保育事業の計画策定

育児支援や障がい者支援も地域包括ケアシステムの重要なファクターで

あることから、職員の勤務時間中の一時保育や託児所などの設置ニーズな

どについて１年をかけて慎重に検討を行った。方向性のひとつとして、山

崎地区のグランハート悠々園建設と併せ事業化の可能性を模索したが、山

崎地区にすでに相当数の保育施設があることや設置要件を現状で満たすこ

とが容易でないことなどから、現時点では計画を見合わせることとなった。

５．その他

（1）矢崎橋駐車場用地の取得

来客・職員用駐車場として賃借契約している用地を取得した。長期間継

続的に使用することが見込まれ、取得したことで法人運営上も利便性が高

まるものと考える。取得にあたっては金融機関から期間 20年で融資を受け

ているが、市場金利が低いことなどから賃借料と比較しても経営負担は少

ないものと考えている。

Ⅲ．統計データ

別紙「人材育成研修 年間実績一覧」参照
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［ 特別養護老人ホーム ］

Ⅰ.総括

今年度は 2 つの大きなテーマを掲げ取り組んできた。１つ目はご利用者様の

大きな楽しみである「食事について」拘ることを意識し、食事環境、メニュー

構成、介助方法と見直しを図り、楽しく、美味しく、安全に食事を召し上がっ

て頂けるよう工夫を凝らした。特に今年度は調理委託業者を変更したこともあ

り、細心の注意を払いながら調理委託業者と連携を図り、ご利用者様に喜んで

頂ける美味しい食事提供を心がけた。今後も食事については拘り、常にご利用

者様に喜んで頂けるよう努めていきたい。

また取り組みの 2つ目として、EPA（経済連携協定）に基づくフィリピンの介

護福祉士候補者 2名の受け入れを新たな試みとして開始した。12月よりスター

トし、日本の生活にも徐々に慣れてきたが、日本語の習得にはさらなる支援が

必要だと感じられた。今後も人材確保のため海外人材の採用を進めていく上で

は、教育環境の構築を課題として、人材育成に取り組んで参りたい。

Ⅱ.実績

年間目標稼働率を 96.5％と掲げ安定した運営を目指してきたが、年間 96.2％

に留まり目標達成には至らなかった。冬場における感染症の大きな影響は受け

なかったものの、年度初めから入院者、退所者が重なり例年安定している上半

期に大きな稼働率の落ち込みが見られた。年間通して見ると、入所者 24名、退

所者 20名とご利用者様の約 4分の 1が入れ替る事態となった。ご利用者様の身

体状況の低下が基で体調面が不安定となり入院、退所が多くなり空床が多くな

ってしまったことが原因として考えられる。

数値目標（80名定員）

稼働率 4月 5月 6月 7月 8月 9月

上半期実績 94.5% 96.0% 98.8% 98.6% 97.0% 97.3%

稼働率 10月 11月 12月 1月 2月 3月

下半期実績 96.7% 97.2% 97.0% 94.0% 93.5% 93.5%

１．利用者サービスの向上

（1）美味しく・安全に・楽しみのある食事の提供（介護）

ご利用者様の ADL の低下に伴い食事介助を要す方が、増加傾向にあり安全

に召し上がって頂くために、人員配置や提供時間の見直しを図った。早朝に
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ついては新たに職員の配置を増やし、夕食時には提供時間の見直しを図った。

また 10月には安全に食事介助が行えるように食事委員会を中心に介助方法に

ついて勉強会を実施した。職員同士が介助される側、する側をそれぞれ体験

し美味しく安全に召し上がって頂くための介助方法の再確認を行った。また、

視覚でも食事を楽しんで頂けるように、料理がより引き立つよう食器の変更

を行い、ご利用者様からも「食事が華やかになった」等お声を頂いている。

さらに美味しく召し上がって頂くための環境を整えるため、食堂のテーブル、

椅子についても入れ替えの検討を行うなど準備を始めた。

（2）健康管理

看護師を中心に多職種と連携を図り、今年度もご利用者様の体調管理に努

めた。感染症については、インフルエンザが数名確認されたが、職員一丸と

なって感染予防に努めた結果、拡大することなく最小限に止めることができ

たことは大きな成果であった。

（3）心身状態の維持・向上（機能訓練）

拘縮予防には特に力を入れ、機能訓練指導員によるマッサージや関節可動

域運動を実施した。個別に実施するもの、集団で行うもの織り交ぜながら日々

の活動性を高めた。多くのご利用者様に喜んで頂き、より内容を充実できる

ように来年度は人員配置を増員し機能訓練のプログラムを充実させていく。

（4）ケアプランの充実（ケアマネジャー）

ご利用者様の自立の促進と生活の向上を目指し、各職種と連携を図りなが

ら 6ヶ月毎にケアカンファレンスを開催し、その人らしい生活を継続できる

よう努めた。

（5）利用者ニーズの把握（相談員）

利用者ニーズの把握のため、計画していた年２回のご利用者様と職員との

食事会であるが、職員配置の調整がつかず実施には至らなかった。しかし月 1

回、おやつの時間帯にご利用者様と職員が一緒にお茶菓子を食べる時間を設

け、リラックスできるコミュニケーション環境を整えた。今後も回を重ねる

ことでご利用者様との会話を増やし、ご要望に耳を傾けていきたい。

（6）楽しい食事のメニュー提案（管理栄養士）

調理委託業者を変更し、新しいメニュー内容やイベント企画も始まった。

幾つか課題も生じたが、その都度、調理委託業者と検討することで、迅速な

改善を図っている。調理委託業者との連携をさらに深め、日々ご利用者様に

喜んで頂ける食事提供に努めていく。
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（7）ホームページの充実

昨年度末にホームページをリニューアルしたところ、求職者からの反応も

良く、就職についての問い合わせも数件頂いている。課題としては、最新の

情報提供が円滑に行えていない場面も見られたので、随時更新できるよう環

境を整えていきたい。

（8）看取り介護の質の向上

退所者 20名のうち、7名に対し園で看取り介護を実施し、お見送りをして

いる。最期まで安心してご利用者様に生活して頂けるように、看取りについ

ての勉強会を年 2回開催し、看取り介護の質の向上に努めた。

２．職員の質の向上

（1）職員教育

研修計画に基づき、現任職員、新入職員ともにスキルアップのため研修を

行った。研修プログラムが充実した一方で、研修日数も増加したため、研修

内容により参加人数に偏りが見られた。研修日数が職員の負担にならないよ

うテーマをもう一度精査して、参加しやすいプログラムへ内容の見直しを図

っていく。

（2）海外の介護福祉士候補者の受け入れ

今年度より EPA（経済連携協定）の受け入れを実施し、12 月に 2 名の介護

福祉士候補者を受け入れた。まずは日本の生活に慣れるところからのスター

トであったが、早々に鶴川での生活にも慣れ、業務に至っても積極的に取り

組む姿勢を見せている。しかし、日本語の習得については環境が不十分なた

めなのか、成果について少し不安が残る。3年後の介護福祉士取得のためにも、

日本語の早期習得に向け、教育方法、環境整備の改善し、今後も支援してい

きたい。

（3）フロア職員のサービスの標準化

悠々園の介護サービスを標準化するために検討を重ね、新たに 30の基本項

目を定めた。悠々園で大切に考えているケアが何であるかを明確に示してい

る。来年度は、これを元に誰もが同じサービス提供が実践できるよう運用し

ていく。

（4）腰痛予防

職員の身体的負担の軽減と腰痛予防に繋げられるよう、介助用リフト等、

福祉機器の導入に向けたデモンストレーション、勉強会等を開催してきたが、

施設に合致するものが見つからず導入までには至らなかった。今後も様々な
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製品を試しながら介護職員の労働環境の改善を図れるよう進めていく。

（5）養成校や他分野への職員による講義

法人が運営する初任者研修事業に、特養の職員からも 7 名講師として参加

した。未来を担う福祉人材に向け、自分達の業務について改めて伝えること

は自己啓発にも繋がり、良い機会となった。次年度も継続して取り組み、職

員のスキルアップに繋げていきたい。

３．地域連携

（1）協力医療機関との連携

ご利用者様が安心して過ごせるように、施設と医療機関が連携し情報共有

を円滑に進め、ご利用者様の健康管理に努めた。また医師を講師として招き

施設職員に向けて「看取り介護について」の勉強会を開催するなど、医療的

知識を深める機会を設けた。ケアの質の向上のためにも来年度も同様の取り

組みを実施し、スキルアップに繋げていきたい。

（2）地域ボランティアの受け入れ

法人ボランティアセンターと連携を図り、地域ボランティアの受け入れを

積極的に行った。「俳句」「茶道」のボランティアが新たに加わり、また傾聴

のボランティアグループも増員され、ご利用者様の「楽しむ」時間、活動的

な場面が増えている。

（3）地域ケア会議への参加

地域における高齢者の現状と課題、解決策等について積極的に情報収集に

努め、その中で特養としての役割を見出していけるよう参加調整を図ったが、

急なご利用者様への対応等と重なり、毎回の参加に至らなかった。今後も調

整しながらできる限り参加していきたい。

（4）地域の各種活動団体、保育園、小学校との交流

冬場の感染症シーズンを除き、保育園 2 ヶ所の児童が月に 1 度ずつ来園し

ており、子ども達との良い交流の場になっている。小学校との交流では、鶴

川第二小学校 4年生、鶴川第三小学校 6年生のそれぞれ約 100名が来園した。

ふれ合いだけでなく、意見交換の場にご利用者様にも参加していただき、生

の言葉を聞いてもらい子ども達が何かを感じ取って帰る良い機会となった。

鶴川第二小学校からは地域ふれあい給食会に招かれ、ご利用者様が小学校へ

出向いて交流する機会もあった。
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４．地域貢献

（1）防災訓練・地域清掃

施設内の防災訓練の他、町内会が主催する鶴川地域の防災訓練で、消火器

訓練、AED研修等に参加した。また、新たに鶴川第二小学校で開催された HUG

（避難所運営ゲーム）に参加し、地域で有事が起きた際、１次避難所の鶴川

第二小学校、２次避難所である悠々園がどのような役割を担うのか、お互い

に確認できたことは大きな成果であった。地域清掃については、年 2回 6月、

10月に行われる地域清掃に職員も参加し、町内の美化に努めた。

（2）小学校へのゲストティーチャー

これまでは小学校へご利用者様が伺っていたが、生徒が悠々園へ来園する

形に変更となった。この変更により、施設におけるご利用者様の生活の様子

を見学して頂きながら、多くのご利用者様と接する機会も得ることになった。

また意見交換の場にご利用者様も招き、ご利用者様の生の声を聞いてもらう

ことで子供たちに高齢者の理解を深めてもらった。

（3）特別支援学校との連携

毎年予定されている支援学校からの職場体験の該当者がいなかったため、

職場体験実施には至らなかった。今後についても受け入れは積極的に行い、

学校と調整を図り支援していく。
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Ⅲ．統計データ

1．利用者状況（平成 28年 3月末）

入所者数 平均年齢 平均介護度 平均入所期間

男性 22名 82.1歳 4.09 3年 7ヶ月

女性 58名 87.3歳 4.01 4年 2ヶ月

計 80名 85.9歳 4.05 4年 1ヶ月

２．相談業務、事故、出来事、苦情関連

種別 件数 種別 件数 種別 件数

苦情件数 �件 入院 ��件 見学 ��件

ﾋﾔﾘ・ﾊｯﾄ ����件 退院 ��件 面会 ����件

事故 ���件 受診 ���件

行政報告： ��件 … ※１

※1 行政報告数 17件 … 骨折：10件 広範囲の痣：1件

裂傷・縫合：4件 誤薬：2件

３．実習生受け入れ

【介護福祉士課程】

町田福祉保育専門学校・・・ 7名

大妻女子大学・・・ 2名

【社会福祉士課程】

東京家政学院大学・・・ 1名

４．教育、研修内容

委員会開催日（毎月開催）

委員会名 開催日 開催回数 委員会名 開催日 開催回数

褥瘡予防委員会 第 1火曜 12回 食事委員会 第 3火曜 12回

ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ委員会 第 2火曜 12回 入浴委員会 第 2金曜 12回

感染予防委員会 第 2木曜 12回 ｲﾍﾞﾝﾄ委員会 第 1木曜 12回

排泄委員会 第 2水曜 12回 敬老委員会 6～10月 5回

入退所者数
入所 退所（看取り介護）

24名 20名(7名)
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委員会による勉強会

4月 入浴 10月 食事（食事介助）

5月 感染予防（食中毒） 11月

6月 リスクマネジメント 12月 リスクマネジメント

7月 褥瘡予防 1月 褥瘡予防

8月 排泄（排泄のしくみ） 2月

9月 感染予防（ﾉﾛｳｲﾙｽ・ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ） 3月

施設内研修

５．行事

4月 お花見、遠足（こどもの国） 10月 一泊旅行、ハロウィン

5月 11月 十人会コンサート

6月 遠足（新江ノ島水族館） 12月 イルミネーション

7月 夏祭り 1月 初詣

8月 夏祭り 2月 節分

9月 敬老会・かき氷 3月 いちご狩り、演歌コンサート

4月 医療処置 10月 介護誇り

5月 11月 認知症介護

6月 権利擁護 12月

7月 1月 権利擁護

8月 身体拘束 2月 急変時の対応、社会人マナー

9月 ｹｱﾌﾟﾗﾝ・記録 3月 看取り介護・認知症介護
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Ⅰ．総括

今年度は「ご利用者様はお客様」であるという接客意識を強く持ち、日々

サービス提供を実践してきた。「より有意義に」「より快適に」過ごして頂く

には何が必要なのか考えさせられた１年であった。

目標としていた稼働率の達成には至らなかったが、今後に繋がる課題と手

応えを感じられる取り組みが確認できた事は大きな成果であった。

外出イベントについては、ご利用者様から好評であるが、一部の方から日

程が合わず参加できないという声も聞かれた為、今後一人でも多くの方が参

加できる環境改善を図りたい。

また、ニーズの高い機能訓練については、多くのご利用者様が滞在期間中

に運動ができる体制を整えた。リピーター・新規ご利用者様双方から好評を

得るなど手応えを感じた。来年度以降も、好評な外出イベントと機能訓練の

２点に力を入れ、多くの方にご利用頂けるよう努めていく。

Ⅱ．実績

稼働率 100％を目標値として取組んできたが、近隣の入所施設の増加やサー

ビスの多様化、冬場に於いては感染症が流行した影響もあり、利用件数の減

少がみられた。挽回すべく緊急の受け入れや空床利用を積極的に行う努力を

続けたが、居宅事業の「特定事業所集中減算」を回避する傾向の影響も強く

受けるなど、１月には稼働率が 86.1％まで落ち込んだ。月単位では 100％を

超える月もあったため年間稼働率は 95.4％という結果で終えている。

月別稼働率（20名定員）

稼働率 4月 5月 6月 7月 8月 9月

上半期実績 101.8% 94.8% 87.8% 89.8% 102.6% 98.3%

稼働率 10月 11月 12月 1月 2月 3月

下半期実績 102.1% 100.8% 91.6% 86.1% 93.0% 95.5%
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1．利用者サービスの向上

（1）外出イベントの充実

定期的な外出イベントを企画・実施し、毎月１回の頻度でご利用者様を

ご案内している。

ご利用者様から「また連れて行ってくれてありがとうございます。この

イベントが楽しみで来ています。」「久々に外に出て買い物ができて嬉しい。」

等、好評を得ている。また、イベント開催が定着してきた結果、外出を楽

しみに繰り返しご利用していただけるリピーターの増加にも繋がった。

（2）機能訓練室の活用

機能訓練指導員と連携し、ご家族様・ご利用者様の希望に応じてトレー

ニングルームでの運動を実施した。

滞在期間中に毎日トレーニングを実施したご利用者様も多々おり、「こ

こに来る前は歩けなかったのに、今は歩けるようになりました。これで家

に戻った時に楽になります。」と嬉しいお言葉を頂いている。

機能訓練への期待がとても高いことを実感しており、継続して機能訓練

のご案内をする機会を増やすなど、今後も滞在中のサービス向上に努めて

いく。

（3）居室環境の整備

ご利用者様に、より快適にお過ごしいただくために居室環境の見直しと

整備を行った。

ア）ご利用案内の設置

ご利用中に食事時間や入浴時間、配茶の時間等、施設でのタイム

スケジュールを表記した「一日の過ごし方」を居室に設置した。

また、新規にご利用いただいた際、ご自身の部屋の位置が分から

ないという声も聞かれていた為、居室の場所やトイレの場所を把握

しやすいように見取り図も設置した。

イ）イベント情報の発信

以前よりご利用者様から「イベント事がいつ行われているのか知

りたい。」と、イベント等の情報提供についてご意見をいただいて

いた。各居室にイベント情報を載せたスケジュール表を設置し、月

ごとに更新するようにした。ご利用者様より「これがあると分かり

易い。」と評価を頂いている。

今後も最新の情報を発信できるように心がけていきたい。

（4）福祉用具の充実

今年度は車椅子を３台購入した。立ち上がり時に自動安全ブレーキが働

く機能が搭載されており、様々なご利用者様にも対応できる。
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その時々のご利用者様の状況に合わせた生活環境が整えられるように、

より柔軟に対応できる福祉用具を今後も幅広く取り揃えていく。

（5）アンケート調査の実施

ご利用者様を対象とした簡易的なアンケート調査を実施した。お帰りの

際に、聞き取り形式でアンケートを行い、ご利用中の率直なご意見をお聞

きした。「部屋も綺麗で、丁寧に対応をしてくれた。」「食事も美味しかっ

た。」という回答がある一方で、「トイレの汚れが気になった。」「部屋の中

が殺風景だから、植物や絵が飾ってあるといい。」など、厳しいご意見も

いただいた。真摯に受け止め、来年度に向けてサービス提供のさらなる改

善に繋げていく。

（6）ホームページの活用

ご利用について相談があった時や契約時には、ホームページを紹介する

とともに、短期入所のページを印刷した物を見ていただきながら説明し、

より短期入所についてイメージしやすくなるように心がけた。

今後は、空き状況等の最新の情報を発信できるように努めていく。

2．職員の質の向上

（1）職員研修

交換研修や外部研修については、日程の調整が難航し、参加する事がで

きなかった。しかし、法人主催の内部研修には全職員が参加し、スキルア

ップに繋げる努力を怠らなかった。

3．地域連携

（1）地域ケア会議への参加

地域における高齢者の現状と課題、解決策等について積極的に情報収集

に努め、その中で短期入所としての役割を見出していけるよう参加調整を

図ったが、急なご利用者様への対応等と重なり、毎回の参加に至らなかっ

た。今後も調整しながらできる限り参加していきたい。

4．地域貢献

（1）緊急利用の受入れ

介護者（ご家族様）の病気や入院などの諸事情で、ご利用者様の在宅生

活が一時的に困難になってしまったケースや、入院されていた方の退院後

の生活環境の確保が必要なケースなどに対し積極的に受入れを行った。
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（2）小学校における総合学習プログラムへの協力

小学校との交流では、鶴川第二小学校 4年生、鶴川第三小学校 6年生の

それぞれ約 100名が来園。ふれ合いだけでなく、意見交換の場にご利用者

様にも参加していただき、生の言葉を聞いてもらい子ども達が何かを感じ

取って帰る良い機会となった。鶴川第二小学校からは地域ふれあい給食会

に招かれ、ご利用者様が小学校へ出向いて交流する機会もあった。

Ⅲ．統計データ

１．利用者状況（平成 29年３月末）

性別 入所者数 平均年齢 平均介護度

男性 267人 82.9歳 3.3

女性 806人 85.7歳 3.1

計 1073人 84.3歳 3.2

２．相談業務、事故、出来事、苦情関連

種別 件数 種別 件数 種別 件数

苦情件数 �件 入院 �件 見学 ��件

ﾋﾔﾘ・ﾊｯﾄ ���件 退院 �件 面会 ���件

事故 ��件 受診 �件

行政報告： �件 ※１

※1 行政報告数件 … 骨折 2件、誤薬 1件

３．行事

4月 遠足（こどもの国） 10月 ハロウィン

5月 薬師池散策、外食 11月 十人会コンサート、外食

6月 遠足（新江ノ島水族館） 12月 イルミネーション

7月 夏祭り 1月 初詣

8月 ケーキイベント 2月 ケーキイベント

9月 敬老会、かき氷イベント 3月 いちご狩り、演歌コンサート
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Ⅰ．総括

今年度は、安定した事業運営を目指す事を主眼とし、利用人数が安定しな

い原因はどこにあったのか、更に追求した年度であった。

「元気にご来園いただき、笑顔でお帰りいただく」そのような一日を皆様

にお過ごしいただけるよう、職員一同、努力した結果が実った年度であった。

一方で、利用人数の増加により多忙を極めた事で、研修等の開催が予定通

りにいかなかった等、「職員の質の向上」に関する計画が思うように進捗しな

かった。

業務の合理化について、その基礎となる形は記録関係の電子化をもって、

順調に整理が進んでいる。

Ⅱ．実績

稼働率目標、平均 88％と設定しつつも安定した稼働を目指すため、できる

限りのご利用者様をご案内した結果、上半期の実績は平均 93.9％と予想をは

るかに上回る結果となった。このままの推移では定員超過利用減算※となる

可能性もあったため、ご利用希望の方の調整を行う事となった。調整にあた

っては、皆様のご迷惑にならないよう丁寧な対応を心掛けた。

※ 延べ利用人数、900名／月以下、年間の平均数で上回らない事が条件。

（大規模型事業所Ⅰにおける条件）

月別稼働率（38名定員）稼働率目標 平均 88％

稼働率 4月 5月 6月 7月 8月 9月

上半期実績 97.4% 97.1% 92.7% 96.3% 87.8% 92.3%

稼働率 10月 11月 12月 1月 2月 3月

下半期実績 87.2% 87.4% 86.7% 88.3% 84.5% 86.5%
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1．利用者サービスの向上

（1）「新・趣味活動」の開始

デイサービスへ参加する事に楽しみを持つ事で、活動意欲を向上すると

いうコンセプトを具体化することができた。法人ボランティアセンターと

の協働もあり、活動ジャンルの拡充につながった。

リハビリテーションを行い、転倒の予防や運動による健康維持等を主体

としたサービス展開を行う事より、まずはデイサービスへの参加を楽しむ

事で、活動意欲の向上を優先的に行うという形でサービス展開したことが、

安定した利用率を保ち、ご利用者様からの好評をいただく大きな要因とな

ったのではないかと推察する。今後もより楽しみのある活動内容を充実さ

せたい。

（2）各計画書・報告書の更改

各計画書の見直しを図り、手書きだった書類作成業務を一部パソコン内

での処理に切り替える事で、モニタリングや情報の刷新が行いやすい環境

整備を進めた。個人台帳も含め全利用者を対象とする作業のため、作業工

数は増え時間を要したが、すべて移行することができた。今後も円滑な業

務遂行の為、適宜見直しを図る。

（3）「認知症支援」の強化

デイサービスをご利用されている約 4割の方が、「認知症」を罹患されて

いる。しかし、職員の「認知症」についての知識を向上しなければならな

い状況にありながら、ご利用人数の増大から事例検証等、実際に研修する

時間を思うようにとる事が難しかった。次年度は、研修や事例検証等を積

極的に実施できるよう環境を見直す。

（4）「日常生活総合支援事業」開始に向けて

平成 29年 4月より開始される「総合事業」について、当デイサービスセ

ンターにおいては、「国基準型指定第１号通所介護事業所」として申請を行

った。これまでの利用状況から、町田市在住の方のみ受け入れる内容とな

っている。

2．職員の質の向上

（1）ご利用者様担当の見直し

前述にある通り、計画書関連の電子化、合理化を行った。通所介護計画書

及び、個別機能訓練計画書（実施されているご利用者様のみ）の進捗状況の
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確認（モニタリング）と、評価（アセスメント）について、パソコン上への

記録及び、モニタリングシートを用いての計画経過記録を担当させる事とし

た。日頃のご利用者様の様子について、活動計画の進捗や、日頃のお話を伺

うなど、心緒を分かつという点でも、より良い支援に繋がると期待できる。

これらの基盤を今後、有用に活用し展開していく。

3．地域連携

(1) 地域ボランティアとの関わり

法人ボランティアセンターとの協働を図り、「趣味活動」の拡充に向けて、

積極的にコーディネートを依頼した。また、ボランティアの活動についても

気持ちよく実施していただけるよう、当デイサービスセンターにおける「ボ

ランティア上のお約束事」など独自のルールを作成し、円滑に活動できるよ

う整備を行った。

5.ご家族様との関わり

(1) ホームページの積極的活用

ホームページ内「お知らせ」コーナーにて、イベントや普段の様子につい

て毎月更新する事とした。比較的タイムリーな内容でお伝えする事ができる

事や、写真と（掲載了承をいただいている方のみ）コメントを用いて表示さ

れることで、その場の空気感も伝わりやすい内容とした。今後はボランティ

アの活動内容や、募集情報なども掲載し活用していく。

Ⅲ．統計データ

1．利用者状況（平成 29年 3月末）

（年間、新規・増回、終了者数）

新規・増回 終了者

45名 33名

２．相談業務、事故、出来事、苦情関連

種別 件数 種別 件数 種別 件数

苦情件数 �件 事故（※�） ��件 見学 ��件

ﾋﾔﾘ・ﾊｯﾄ ��件 受診 �件 入院 ��件

行政報告： �件（主な内容： ※�肋骨骨折 ）

※1 車両事故を含む。（2件）

※2 行政報告数 1件 … 骨折 1件（転倒事故 1件）
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３．実習生受入れ

【介護福祉士課程】

町田福祉保育専門学校・・・ 2名

大妻女子大学・・・ 2名

野津田高等学校・・・ 2名

【社会福祉士課程】

東京家政学院大学・・・ 1名

４．教育、研修内容

委員会開催日（毎月開催）

委員会名 開催日 開催回数 委員会名 開催日 開催回数

個別機能訓練委員会 偶数月 6回 食事委員会 奇数月

第 2水曜日

12回

ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ委員会 偶数月 6回 入浴委員会 偶数月 6回

感染予防委員会 奇数月 6回 趣味活動委員会 毎月 12回

排泄委員会 偶数月 6回 ボランティア委員会 奇数月 6回

委員会による勉強会

4月 介護技術講習 10月 感染症

5月 通所介護計画書 11月 食事・排泄

6月 個別機能訓練 12月 入浴

7月 感染症 1月 認知症・レクリエーション

8月 認知症支援 2月 リスクマネジメント

9月 交通安全勉強会 3月 趣味活動

5．行事

4月 桜ドライブ 10月 運動会週間

5月 Ｇ．Ｗイベント、菖蒲湯 11月 家族会・外出イベント

6月 映画鑑賞会・外出イベント 12月 クリスマス、ゆず湯、餅つき

7月 七夕イベント 1月 初釜、初詣ドライブ

8月 デイ夏祭り 2月 映画鑑賞会

9月 敬老週間、防災訓練 3月 ひなまつり、デイ春祭り
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Ⅰ．総括

今年度は介護保険制度改正により次年度から開始される総合事業に向けて、

説明会や事業者協議会に積極的に参加し、情報収集や学習に努め、スムーズ

に移行できるよう準備を行った。

また毎月の全体研修及びサービス提供責任者の勉強会を実施し、訪問介護

員、サービス提供責任者の資質の維持・向上に努め、運営方針である在宅生

活の継続に繋がる計画的な援助及び関係区市町村、地域の保健・医療福祉サ

ービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの実践に努めた 1 年であっ

た。

Ⅱ．実績

目標の 1日平均 38.5件に対して、実績は 37.6件、年間稼働率は 97.7％と

目標達成に至らなかった。要因としては 10 月以降に毎日訪問し、1 日 2～3

回の身体介護を利用していたご利用者様がショートステイの利用増回や長期

入院、施設等へ入所し、サービス終了となったケースが増えた事が上げられ

る。またサービス内容も、服薬支援や排泄介助等の 30分程度の身体介護が減

少傾向にあり、入浴介助等の 1 時間程度の身体介護や調理、掃除等の生活支

援の需要が多くを占めた為、1日あたりの件数が減少したと考えられる。

今後については在宅で入院する方が増えていることから水分摂取や食事、

排泄等による体調の変化や室内の温度調整、身体状況の変化による環境整備

等、些細な変化に気づき、必要な情報は迅速に介護支援専門員、各関係機関

等へ報告し、情報共有しながら支援していく必要があると思われる。

また、介護保険制度における自立支援がより一層求められることから、ご

利用者様の疾病や生活歴、性格、身体状況等を考慮しながら、一緒に家事を

行う等、本人のやる気を引き出し、少しでも自分の家で元気に過ごしていた

だけるよう対応していきたいと考える。

月別稼働率（28年度目標値に対しての数値）

稼働率 4月 5月 6月 7月 8月 9月

上半期実績 102.0% 97.4% 99.3% 93.3% 101.5% 104.4%

稼働率 10月 11月 12月 1月 2月 3月

下半期実績 93.5% 95.5% 95.2% 92.3% 95.2% 103.4%
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1．利用者サービスの向上

（1）事業所内でのカンファレンスの開催

統一したケアを提供するために、ご利用者様のサービス内容、状況や状

態、環境の変化を事業所内で支援を行っている職員を集めてカンファレン

スを行い、情報共有、連携強化を図り、サービスの質の向上に努めた。

（2）職員間の情報共有

毎日の朝、夕礼で日常業務や各担当業務の遂行状況について情報共有し、

人為的過誤防止に努めた。月間ミーティングでは個々のケース情報を共有

し、サービス提供責任者全員が個々のケースの状況把握に努め、誰が出勤

していても対応できる状況を整えている。また登録職員についても毎月の

研修時に必要情報を伝達し、共有を行った。

（3）同行訪問・モニタリング

サービス提供責任者は、訪問介護計画書通りサービス提供が実施できて

いるか、3 ヶ月毎に同行訪問を行い、モニタリングを実施した。また、登

録職員からの活動報告を受けてサービスの確認、調整が必要な際は迅速に

訪問し対応を行った。

（4）感染予防の強化

10月と 1月にノロウィルスに関する嘔吐時の処理方法をロールプレイン

グ中心に研修を行った。その際登録職員に感染予防キットの有無を再度確

認し、発生時に備えた。

2．職員の質の向上

（1）全体研修の継続

全体研修を年 11回(その内実技研修 3回)行い、延べ 155人が参加し、登

録職員から要望が多かった認知症高齢者の理解を深める研修や実技研修と

してベッド上での排泄介助の研修を実施し、正しい知識と技術の習得に努

めた。

（2）サービス提供責任者間の勉強会

下半期に主任が中心となり、サービス提供責任者として必要な知識(指定

基準、運営基準、介護保険請求)について年 6回勉強会を行い、スキルアッ

プに努めた。



��

（3）町田市訪問介護事業者協議会への参加

町田市訪問介護事業者協議会において、理事会、地区ブロック会、講演

会のすべての予定に参加し、他事業所との情報交換・連携を図れた 1 年で

あった。その中でも「総合事業」について情報交換を行う事で、次年度の

準備を進めた。

(4)人材の確保

今年度は 2 名の登録職員増員を目指していた所、法人ホームページに掲

載している求人広告を中心にそれを上回る 5名の増員を達成し、現在 33名

の職員にて活動している。引き続き法人ホームページ、求人チラシを中心

に人材確保に努めていく。

3．地域連携

（1）能ヶ谷神社の定期清掃

上半期は能ヶ谷神社の定期清掃に参加する事が出来たが、下半期は

清掃時間にサービス提供責任者がご利用者様の支援に入る事が多く、毎回

の参加には至らなかった。今後も調整しながらできる限り参加し、地域の

老人会の方々と交流を図り、地域連携に努めていく。

4.地域貢献

（1）地域イベントへの参加

今年度は鶴川駅前祭り、平和台祭り、フェスタ鶴川に参加した。平和台

祭りでは、あんしん相談室、居宅介護支援事業所と協働で地域の方向けに

「車椅子の体験」を開催し、多くの方が車椅子の操作方法に興味をもち体

験された。

5.その他

（1）日常生活支援総合事業の情報収集

町田市訪問介護事業者協議会を中心に事業所間で総合事業開始後のサー

ビス内容の確認や情報交換を行った。また町田市が開催する説明会にも毎

回参加し情報収集や勉強に努め、3月には町田市が作成した「総合事業」の

パンフレットを全職員に配布し、事業所内で説明会を行い、制度の理解を

深め、混乱する事なく、移行する事ができた。
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Ⅲ．統計データ

1．利用者状況（平成 29年 3月末）

新規 終了者

40名 31名

２．相談業務、事故、出来事、苦情関連

種別 件数 種別 件数 種別 件数

苦情件数 �件 入院 ��件

ﾋﾔﾘ・ﾊｯﾄ ���件 退院 ��件

事故※� ��件 受診 �件

行政報告： �件（主な内容： ※ ）

※1事故内容：派遣忘れ 4件、物損 1件、無断外出 2件、遅刻 1件、

誤与薬 2件、訪問時間間違い 2件

３．実習生受入れ

【介護福祉士課程】

町田福祉保育専門学校・・・ 4名

【社会福祉士養成課程】

東京家政学院大学・・・ 1名

4．研修内容

（1）全体研修

4月 接遇 10月 感染予防

5月 腰痛予防 11月 移動・移乗介助

6月 オムツ交換 12月 ―

7月 意見交換 1月 感染予防

8月 認知症の理解 2月 グランハート町田見学

9月 契約更新 3月 契約更新

（2）サービス提供責任者勉強会

4月 ― 10月 介護保険請求業務

5月 ― 11月 実地指導

6月 ― 12月 指定基準

7月 ― 1月 運営基準

8月 ― 2月 介護報酬

9月 ― 3月 総合事業請求事務
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Ⅰ．総括

今年度は職員体制がほぼ安定していたことで事業運営も安定し、積極的な

新規ケースの受け入れや、多くの研修参加が可能となった。

また主任介護支援専門員が中心となり、「総合事業」にむけた研修への参加、

他の居宅介護支援事業所との連携をとりながら、動向把握や情報収集を行い

次年度につなげられるよう努めた。

Ⅱ．実績

上半期は職員の入退職があったが、事業所内での引き継ぎを円滑に行い、

利用者数の減少につながることなく下半期を迎えることができた。

下半期には、安定した職員体制を維持することで積極的に新規の受け入れ

に力を入れ、近隣の居宅介護支援事業所からの依頼によるケースの引き継ぎ

も行い、目標件数を達成するよう努めた。

また、特定事業所として指定を受けていることもあり、運営基準減算や特

定事業所集中減算の対象とならないよう、適正な運営に努めた。

月別請求件数（返戻・取り下げ等は除く）

請求件数 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

上半期実績 219.5件 221.5件 217.5件 225.5件 226件 227件

請求件数 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

下半期実績 227件 230件 234.5件 231.5件 232件 240.5件

１．利用者サービスの向上

（1）自立や生活の質の向上

「総合事業」に向けた取り組みとして、説明会や研修に参加し、ご利用

者様やご家族様に適切な情報が提供できるよう努めた。

（2）医療連携の強化

主治医やその他医療機関関係者との直接の対応ができるように働きかけ、

具体的な話し合いの場が作れるよう取り組んだ。

（3）サービス事業所との連携
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サービス事業所が作成する個別サービス計画書や報告書の内容を確認し、

モニタリングや適切なプランの見直しにつながるように努めた。

（4）ケアマネジメントの充実

ア．内部監査を年４回実施し、適切なケアプラン作成を強化した。

イ．週間ミーティングなどを活用して、支援困難なケースは必ず事業所

内で共有し、適切な対応が速やかに対応できるよう努めた。

２．職員の質の向上

（1）業務マニュアルの作成

「業務マニュアル作成チーム」をつくり、過去に事業所内独自で作成し

た書式を全て見直し、より活用しやすい書式の作成・整備を行った。

（2）研修の充実

ア．町田市主催の研修はもちろんのこと、外部における多くの研修に分

担して参加し、職員間で情報の共有を行った。

イ．週間研修の実施、法人内研修への積極的な参加に努めた。

(3) 地域との関わり

地域連携を意識し、地域で行われるイベントに積極的に参加した。

（4）実習生の受け入れを通して学ぶ

東京家政学院大学からの外国籍（帰化申請中）の社会福祉士実習生を 1

名受け入れ、職員全員で対応し、多くの気づきを得る機会ができた。

３．地域連携

（1）介護保険制度及び医療・保健・福祉制度の情報提供

主任介護支援専門員が中心となり、地域のサービス事業所や他の居宅介

護支援事業所と連絡を積極的に行い、総合事業の動向や介護保険制度の情

報の共有に努めた。

（2）地域との交流

地域におけるイベント（地域お祭り・他部署企画イベント等）に積極的

に参加し、地域の一員として住民の方々との交流を図った。

ア．デイサービスセンター悠々園、グループホーム悠々園イベント参加

イ．近隣地域でのお祭り

ウ．鶴川ｄeウォーキング
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エ．鶴川地区交流音楽祭

４．その他出来事、実施報告

（1）担当利用者の引き継ぎ作業

職員の入退職があり、担当ケアマネジャーの変更が生じたが、ご利用者

様やそのご家族様にできるだけご迷惑がかからないよう丁寧な説明を行い、

迅速に引き継ぎを行い対応させていただいた。

（2）原動機付自転車の購入と使用

原動機付自転車を 1台購入し使用を開始。効率的なモニタリング訪問と、

駐車禁止エリアへの訪問の課題を減らすことが可能となった。

Ⅲ．統計データ

１．利用者状況

（1）介護度別月平均件数

要支援１、２・・・・・月 16.3 件

要介護１・・・・・・・月 90.3 件

要介護２・・・・・・・月 70.3 件

要介護３・・・・・・・月 27.2 件

要介護４・・・・・・・月 18.3 件

要介護５・・・・・・・月 13.3 件

(2) 新規契約者件数と終了者件数

新規契約者 終了者 新規契約者 終了者

４月 ７件 ２件 10月 ５件 ４件

５月 ７件 ６件 11月 ８件 ３件

６月 11件 ７件 12月 ５件 ３件

７月 12件 ３件 １月 ５件 ２件

８月 ５件 ２件 ２月 ８件 ３件

９月 ３件 ４件 ３月 10件 ５件
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２．相談業務、事故、出来事、苦情関連

種別 件数 種別 件数 種別 件数

苦情件数 ２件 事故 ０件 ﾋﾔﾘ・ﾊｯﾄ ３件

行政報告 ０件

（1）苦情内容

ア. 相性等が合わないため担当を変更希望。（１件）→担当者交代。

イ. 人事による担当者の変更が続いた事への不満による事業所変更希

望（１件）→他事業所への引き継ぎ。

（2）ヒヤリ・ハット内容

地域包括（高齢者）支援センターへ「町田市高齢者虐待ヒヤリ・ハット」

を提出。

ア. 認知症状の悪化と親族による身体的虐待が懸念されるケース（２件）

イ. 認知症状の悪化と親族に対する身体的虐待が懸念されるケース(１

件)

３．教育、研修内容

(1) 内部研修への参加

ア．週間ミーティングでの事業所内研修（週 1回）

イ．法人内研修（月１回）

(2) 外部研修への参加

ア．町田市ケアマネジャー連絡会、主任ケアマネ連絡会

イ. 鶴川圏域合同地域ケア会議

ウ. 町田市認定調査員研修会、住宅改修研修会

エ．町田市医師会主催研修

オ．町田市ケアマネ応援事業

カ．町田市介護予防・日常生活総合事業説明会

キ．相模原町田地区介護医療圏インフラコンソーシアム

ク．鶴川地区協議会研修（ゲートキーパー養成研修）

ケ．東京都介護サービス事業者支援研修会

コ．東京都介護サービス事業管理者研修会

サ．国際福祉機器展 2016
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［ ケアフルクラブ ］

Ⅰ.総括

横浜市、川崎市では「総合事業」がはじまり、同市居住のご利用者様は、認

定更新後、順次各市基準の総合事業へ移行された。移行に伴うご利用者様への

説明、各担当者との調整、請求等の事務対応など煩雑な業務に追われたが、職

員一人ひとりの真摯な対応で、心配された大きなトラブルもなくスムーズに移

行することができた。次年度は、町田市の総合事業がはじまるため、この緊張

感を継続して業務に取組み、経営基盤の構築と継続可能な事業を具体的に進め、

今後も存在感のある事業所を目指すことを課題とした。

一方、稼働率と収益向上を目標に事業を進めたが、昨年に続き目標値には届

かなかった。サービス提供内容はもちろん、広報や営業活動について再考し、

自助努力を重ねることで回復を目指すこととする。

新たな計画としては、衛生管理者の協力を得て、法人職員向けに腰痛予防と、

健康への意識向上を目的とした健康増進講座を行った。その他、概ね順調に事

業を進めたが着手に至らぬ計画もあり、実施可能な計画に関しては、反省と課

題を明確にしたうえで次年度に持ち越すこととした。

Ⅱ.実績

稼働率 ���％（利用実績約 ��� 名）を目標に、積極的な広報活動による新規

獲得をはじめ、継続利用を促す戦略に取り組んだが、平均稼働率は ����％（利

用実績は �����名）と目標には届かなかった。

利用終了の理由としては、体調不良や病状の悪化が多数を占め、更新結果で

要介護認定になった方は ��名と例年より多い傾向であった。平均介護度は、昨

年とほぼ変わらず ����（要支援）となっている。

次年度は各市総合事業となり、利用者増に向けてサービスの向上に努め、新

規獲得と稼働率を高め、安定した経営基盤の構築を課題とした。

月別稼働率（���名定員）

4月 5月 6月 7月 8月 9月

上半期実績 95.4％ 98.5％ 103.1％ 100％ 100％ 101.5％

10月 11月 12月 1月 2月 3月

下半期実績 102.3％ 100.8％ 98.5％ 96.2％ 96.9％ 105.4％
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１．利用者サービスの向上

（�）提供サービスのレベルアップ

サービスの質を落とさずに業務のスリム化を図ったが、大胆な変化は実

施できずに終わった。しかし、サービス提供レベルは高く、実績が認めら

れ、昨年同様 次年度も事業所評価加算を算定できることとなった。

（�）充実した定例会議の開催

報告内容を簡略化し、具体的なサービス提供の議題を意識的に盛り込み、

多くの職員が意見できるような会議構成を行った。特に下半期は、総合事

業に向けた会議を十数回実施し、よりよいサービスと運営全般についての

課題を共有し協議した。

（�）交通安全と防災意識

送迎業務中に運転員と添乗員がお互いの業務をチェックする仕組みを、

昨年より継続して実施した。交通ルールとマナーを順守した送迎業務遂行

のため、今後も継続して実施していくこととする。また、避難訓練を計画

通り２回実施し防災意識を高めた。

（�）リスクマネージメント

安全対策と環境整備を目的に、各種マニュアルを全面的に見直した。ヒ

ヤリ・ハット委員会は、毎月１回継続して実施し安全管理に努めた。また、

定例会議を通じて個人情報保護等、法令遵守に努めることを確認した。

２．職員の質の向上

（�）研修の充実

「Ⅳ．教育、研修報告」に記載の通り短時間ではあるが定期的に研修を

実施し、職員のレベルアップにつなげた。

（�）役割分担の再考

職員の得意分野を尊重し、サービス提供や事務作業に活かした。非常勤

職員にも責任のある業務を依頼し、事業所全体で運営課題に取組み、全体

的な組織力の底上げは図った。

３．地域連携

（�）地域ケア会議等の参加

横のつながりと顔の見える関係づくりに、地域ケア会議をはじめとした

各種会議会合に積極的に出席した。
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（�）職員の目標設定

各自が具体的な目標設定をすることはできなかった。行動目標を職員ひ

とり一人が掲げることは、事業所の発展と活性化につながるので今後の課

題とした。

４．地域貢献

（�）介護予防教室の受託

ロコモやメタボ予防といった健康寿命延伸の支援に努め、各自治体や地

域包括（高齢者）支援センターからの介護予防教室を積極的に受託し、地

域との結びつきを強めた。また、第５回目となる「鶴川 �� ウォーキング」

（鶴川地区協議会主催）の実施に向け、準備の段階から力を注いだ。

（�）動画配信の広報

昨年より動画サイト「�������」を使い、ストレッチや筋力トレーニン

グを啓発する体操動画（通称：ケアフル ��）を配信している。少しずつで

はあるが閲覧数も増えている。今後も定期的に配信を続け健康寿命の延伸

を支援していく。

５．その他

（�）総合事業に向けて

適正運営を目指し、各市とも担当職員と面接を重ね、指定基準の違いか

らくる事務的な調整業務に対応した。合せて、各事業の契約書、重要事項

説明書等について時間をかけて改訂し、契約の締結を丁寧に行いスムーズ

な移行業務を心がけた。

横浜市総合事業については、関係各所と調整し、過去の実績と横浜市の

方向性を鑑みて今年度末を以て「廃止」と決定した。

（�）健康作りの推進

法人職員に向けに健康意識向上の啓発活動を積極的に行った。本部朝礼

時に軽体操を推進したほか、衛生管理者と打合せを重ね、当事業所の健康

運動指導士によるメタボやロコモについての「健康増進講座」を計３回行

った。（本部２回、グループホーム１回）

（�）「町トレ」の考案

町田市から依頼を受け、東京都地域体操モデル事業のプロジェクトに参

加した。他業種連携で地域体操を考案し、運動指導の専門家の立場から積

極的に関わり、限られた時間の中で「町田を元気にするトレーニング〝町

トレ″」を完成させた。
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Ⅲ.統計データ

１．利用者状況

新規利用者は ��名、利用終了者は ��名であった。

上半期 4月 5月 6月 7月 8月 9月

利用者数 124 128 134 130 130 132

新規利用者数 1 7 8 5 4 3

利用終了者数 8 2 2 4 3 2

下半期 10月 11月 12月 1月 2月 3月

利用者数 133 131 128 125 126 137

新規利用者数 3 4 2 4 2 9

利用終了者数 3 3 5 4 4 7

２．相談業務、事故、ヒヤリ・ハット等

送迎に関する苦情が１件。また車両の物損事故と転倒事故が発生した。

種別 件数 種別 件数 種別 件数

苦情 1 ヒヤリ・ハット 42 見学 46

事故 2 受診 0 意見 3

行政報告 なし

３．実習生・ボランティア

【実習生受入れ】述べ �名（学生、����）

【ボランティア】延べ ���名（トレーニング、悠々学園、学生等）

Ⅳ．教育、研修報告

下記の通り職員研修を実施し、その他外部研修にも複数参加した。

４月 事業計画・避難路確認 10月 非常災害時の対応

５月 防災について 11月 感染症について

６月 身体拘束の排除について 12月 感染症予防と対策

７月 運動理論（行動変容） １月 総合事業について

８月 ストレスチェック ２月 事業計画

９月 認知症発症予防 ３月 総合事業について



��

Ⅰ．総括

今年度はグループホーム連絡会を通し様々な活動を増やした。

他法人との認知症カフェ開催や自治会、イベント参加。職員に関しては外部

研修や交換研修を行うことにより、自分達のサービスを見直す機会やスキル

アップにも繋がった。

利用者サービスに関しては、安心して楽しく過ごしていただけるよう、ご

利用者様個々との関わりを大事にしたサービス提供に努めた。そして新たな

介護記録管理システム導入に向けての準備を進めることができ、来年度シス

テム導入後は業務内容の見直しを行いより良いサービス提供へと繋げていく。

地域の中でも日々の散歩中に近隣の方に声を掛けていただいたり、お花を

いただけたりと地域の一員として良い関係性が築けている。今後も地域の行

事などにはご利用者様と一緒に積極的に参加していく。

Ⅱ．実績

月別稼働率（18名定員）

稼働率 4月 5月 6月 7月 8月 9月

上半期実績 93.7% 86.3% 90.3% 96.4% 98.3% 93.8%

稼働率 10月 11月 12月 1月 2月 3月

下半期実績 94.4% 96.1% 100% 99.2% 98.2% 99.8%

1．利用者サービスの向上

（1）医療連携を取り入れたケアプランの作成

往診医や訪問看護師に医療面での助言をもらい、情報共有をすることで

その方にあった食事や運動、排泄パターンなど、日々の状態を確認してき

た。そのモニタリングをもとに医療職の関わりを取り入れたケアプランの

作成をすすめた。

（2）個別サービスの充実

３名の居室担当が話し合い計画を立て、食事やおやつ、買物等の外出や

作品作り等を担当のご利用者様と一緒にすすめてきた。今年度も３名のご

利用者様を箱根旅行にお連れすることができ、ご家族様を交えた外食等も

行うことでご利用者様、ご家族様共に喜んで頂いた。継続して個々のニー
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ズに応じたサービスが充実するよう取り組んでいく。

（3）ケース記録の整備を情報発信

入力場所を選ばないタブレット型と項目選択することで記録がつけられ

る介護記録システムの導入の検討をすすめた。記録にかかる業務時間を見

直すことでご利用者様と過ごす時間を増やしていく。ご家族様への情報発

信としては毎月の月次報告を継続して行い、外部への発信はホームページ

や悠々通信で行った。

（4）オレンジカフェへの参加

上半期まではオレンジカフェへの参加を行ったが、下半期より町田圏域

内にて４事業所合同で認知症カフェを行うこととなった。季節に合わせた

デザートを持ち寄り、オーダーから提供までをご利用者様で行い、地域の

方々との交流ができることでご利用者様の活躍の場がうまれた。来年度も

継続して行う予定となっている。

2．職員の質の向上

（1）外部研修・交換研修の実施

外部研修に関しては、町田市グループホーム連絡会の年に４回の研修（お

薬について・看取り介護・身体機能の維持向上について・権利擁護）に８

名の職員が参加した。学んできた内容をまとめ、フロア会議内で発表し、

学んだ内容を共有することに努めた。

交換研修は、４名の職員が町田圏域内のグループホームへ出向き、他法

人より２名の職員を受け入れた。自分達のサービス提供を見直すいい機会

となるため、来年度も引き続き行っていく。

（2）勉強会の継続

フロア会議にて職員持ち回りで 15分程度の勉強会を実施した。担当職員

はホーム長から出されたテーマに基づき事前に調べ、資料を用意したうえ

で発表を行った。その内容を踏まえて翌月のフロアの目標を決めることで

意識の向上へと繋がった。

（3）マニュアルの見直し

緊急時の対応や感染症予防などについてグループホームにおける実働的

なマニュアルへと見直しを行い、フロア会議にて職員へ周知した。その他、

災害時の対応や苦情対応など見直しが出来ていないマニュアルに関しては

今後見直し、周知徹底をすすめていく。
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3．地域連携

（1）協力病院との連携

協力病院との情報共有シートの作成を行った。受診時や入院時のスムー

ズな連携を取ることができるようになり、施設内でもフェイスシートとし

て活用している。

（2）グループホーム連絡会との連携

認知症カフェや地域の方へ向けての研修会の開催、交換研修をグループ

ホーム連絡会の方々と一緒に取り組みすすめてきた。来年度も継続して行

っていく。

4．地域貢献

（1）認知症サポーター養成講座の開催

地域包括（高齢者）支援センターと連携し、自治会やイベント時に開催

の手伝いを行った。その際、事業所紹介を行うと共にＡＥＤ設置施設であ

ることのお知らせも行った。

(2) 作品の展示・販売

ご利用者様が作った、フラワーアレンジメントや髪飾り、手芸品などを

グループホーム連絡会主催の作品展にて展示し、町内会主催の芸術祭にて

展示、販売して好評頂くことが出来た。また、近隣の保育園にも作品をプ

レゼントして園児に喜んで頂けたことによりご利用者様の活力にも繋が

った。来年度も継続して作品作りを行っていく予定。

(3) 掲示板の活用

掲示板に求人や地域行事等のお知らせを掲示している。掲示板を見て連

絡を頂くこともあり、今後も継続して情報の発信を行っていく。

5．その他

(1) 隣接する道路開発について

全体工事の完成までは至っていないが、施設脇までの歩道工事は完了し

歩道から施設までの舗装も整った。今後も道路工事が続いていく予定でい

る。出入口の設置や敷地庭の環境については今後も検討していく。
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Ⅲ．統計データ

1．利用者状況（平成 29年 3月末）

入退所者数
入所 退所(看取り介護)

４名 ４名(0名)

入所者数 平均年齢 平均介護度 平均入所期間

男性 4人 84.8歳 3.3 1年 9ヶ月

女性 14人 86.6歳 2.2 3年 3ヶ月

計 18人 86.2歳 2.4 3年 0ヶ月

２．相談業務、事故、出来事、苦情関連

種別 件数 種別 件数 種別 件数

苦情件数 �件 入院 �件 見学 ��件

ﾋﾔﾘ・ﾊｯﾄ ���件 退院 �件 面会 ���件

事故 ��件 受診 ��件

行政報告： �件（主な内容： ※ ）

※１ 転倒による坐骨、恥骨骨折にて入院

３．実習生受入れ

【職業体験実習】 町田第三中学校・・・ 2名

４．教育、研修内容（勉強会）

4月 事業計画について 10月 感染予防について

5月 ユマニチュード 11月 身体拘束について

6月 食中毒について 12月 摂食・嚥下について

7月 お薬について 1月 運営基準について

8月 高齢者虐待について 2月 夜間緊急時の対応について

9月 身体機能の維持向上について 3月 認知症ケアについて

５．行事

4月 お花見 10月 栗拾い

5月 バーベキュー、 11月 イルミネーション

6月 餃子パーティー 12月 クリスマスパーティー

7月 箱根旅行 1月 初詣

8月 流し素麺 2月 節分

9月 夕涼み会 3月 ひな祭り
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Ⅰ．総括

今年度は地域の行事に多く参加を行った。学校、幼稚園、保育園との合同

行事も開催することが出来た。今後も回数を重ねていくことで、より多くの

方との関係作りを行っていきたい。

同圏域内にある他事業所との連携も行ってきた。毎月定例会議を行い、地

域自治会やイベントへの参加、町田市グループホーム連絡会での研修開催、

認知症カフェの開催、交換研修と横の繋がりを深めてきた。

職員に向けては、外部研修への参加に力を入れてきた。外に出ることで自

分達のサービス提供を見直す機会とし、学んできたことを他の職員と共有を

図ることで伝える力を育んできた。今後も内外部研修への参加を行い、より

良いサービス提供へと繋げていく。

Ⅱ．実績

月別稼働率（18名定員）

稼働率 4月 5月 6月 7月 8月 9月

上半期実績 92.9% 96.0% 100% 98.0% 100% 100%

稼働率 10月 11月 12月 1月 2月 3月

下半期実績 100% 100% 95.3% 97.8% 94.6% 94.0%

1．利用者サービスの向上

（1）入浴の増回

基準とされる週に２回以上の入浴から望まれる方に対しては週に３回以

上の入浴を行った。ほとんどのご利用者様が週に３回以上の入浴を希望さ

れ、その要望に応えている。ご利用者様やご家族様からも喜びの声を多く

頂けた。

（2）医療連携を取り入れたケアプランの作成

往診医や訪問看護師に医療面での助言をもらい、情報共有をすることで

その方にあった食事や運動、排泄パターンなど、日々の状態を確認してき

た。そのモニタリングをもとに医療職の関わりを取り入れたケアプランの

作成をすすめた。
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（3）オレンジカフェへの参加

上半期まではオレンジカフェへの参加を行ったが、下半期より町田圏域

内にて４事業所合同で認知症カフェを行うこととなった。季節に合わせた

デザートを持ち寄り、オーダーから提供までをご利用者様が行い、地域の

方々と会話を交わすなどご利用者様の活躍の場がうまれた。来年度も継続

して行う予定となっている。

（4）居室担当二人制

常勤職員の一人体制から常勤・非常勤職員の二人体制へと変更を行った。

担当者が不在という場面も減り、ご家族様との連絡や細かな対応変更等、

ご利用者様の日々の変化に応じて対応が可能になった。

（5）ケース記録の整備と情報発信

入力場所を選ばないタブレット型と項目選択することで記録がつけられ

る介護記録システムの導入の検討をすすめた。記録にかかる業務時間を見

直すことでご利用者様と過ごす時間を増やしていく。ご家族への情報発信

としては毎月の月次報告を継続して行い、外部への発信はホームページや

悠々通信で行った。

2．職員の質の向上

（1）研修

イ、外部研修

町田市グループホーム連絡会の年に４回の研修（お薬について・看取り

介護・身体機能の維持向上について・権利擁護）に８名の職員が参加した。

学んできた内容をまとめ、フロア会議内で発表し、学んだ内容を共有する

ことに努めた。

ロ、内部研修

今まで通り感染症・身体拘束・虐待・事故検討の研修を行った。併せて

運営基準の研修を行った。職員一人ひとりが運営基準に基づいてサービス

提供が行われているか意識しながら業務に臨めるよう研修を行った。

ハ、交換研修

交換研修として４名の職員が町田圏域内のグループホームへ出向き、他

法人より４名の職員を受け入れた。自分達のサービス提供を見直すいい機

会となるため、来年度も引き続き行っていく。
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3．地域連携

（1）協力病院との連携

協力病院との情報共有シートの作成を行った。受診時や入院時のスムー

ズな連携を取ることができるようになり、施設内でもフェイスシートとし

て活用している。

（2）町田市グループホーム連絡会との連携

認知症カフェや地域の方へ向けての研修会の開催、交換研修をグループ

ホーム連絡会の方々と一緒に取り組みすすめてきた。来年度も継続して行

っていく。

4．地域貢献

（1）認知症サポーター養成講座

地域包括（高齢者）支援センターと連携し、自治会やイベント時に開催

の手伝いを行った。その際、事業所紹介を行うと共にＡＥＤ設置施設であ

ることのお知らせも行った。

（2）掲示板の活用

掲示板に求人や地域行事等のお知らせを掲示している。掲示板を見て連

絡を頂くこともあり、今後も継続して情報の発信を行っていく。

5．その他

（1）隣接する道路開発について

全体工事の完成までは至っていないが、施設脇までの歩道工事は完了し

歩道から施設までの舗装も整った。今後も道路工事が続いていく予定でい

る。出入口の設置や敷地庭の環境については今後も検討していく。
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Ⅲ．統計データ

1．利用者状況（平成 28年 3月末）

性別 入所者数 平均年齢 平均介護度 平均入所期間

男性 1人 88歳 2 4年 1ヶ月

女性 17人 84.5歳 2.8 2年 7ヶ月

計 18人 86.2歳 2.4 3年 4ヶ月

２．相談業務、事故、出来事、苦情関連

種別 件数 種別 件数 種別 件数

苦情件数 �件 入院 �件 見学 ��件

ﾋﾔﾘ・ﾊｯﾄ ���件 退院 �件 面会 ���件

事故 ��件 受診 ��件

行政報告： �件（主な内容： ※� ）

３．実習生受け入れ

【職業体験実習】 町田第三中学校・・・ 2名

４．教育、研修内容（勉強）

4月 事業計画について 10月 感染予防について

5月 認知症ケアについて 11月 身体拘束について

6月 食中毒について 12月 摂食・嚥下について

7月 お薬について 1月 運営基準について

8月 高齢者虐待について 2月 夜間緊急時の対応について

9月 身体機能の維持向上について 3月 センター方式について

５．行事

4月 お花見 10月 栗拾い

5月 バーベキュー 11月 イルミネーション

6月 12月 クリスマス会

7月 1月 初詣

8月 流し素麺 2月 節分

9月 夕涼み会 3月 ひな祭り

入退所者数
入所 退所（看取り介護）

4名 5名( 0名)
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Ⅰ．総括

2 年目は、他事業所への挨拶周りを繰り返し、一人でも多く地域の方に当

事業所の存在を知っていただくよう努めた。メディカルクリニック悠々主催

の地域向け講座に同席させて頂き、当ステーションとしても「在宅医療を支

える訪問看護」について講演活動をし、営業に力を入れた。ご利用者ニーズ

であった「住み慣れた自宅で最期まで」の思いに沿い、終末期における看取

りケアも 9件の実績に繋げることができた。

Ⅱ．実績

請求件数 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

上半期実績 27名 28名 29名 35名 36名 37名

請求件数 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

下半期実績 37名 35名 37名 37名 37名 34名

1．利用者サービスの向上

ここ数年の在宅療養の傾向として医療依存度の高い終末期のご利用者様が

増えるなか、当ステーションではこの 1 年間で 9 件という決して低くはない

数字で在宅の看取りを支援している。また、訪問看護サービスの合間を縫っ

て各事業所や関連機関への挨拶回りを継続し、月々の変動はあるものの年間

平均 34名様のご利用者様に訪問看護サービス提供することができた。

この 1 年での町田市の訪問看護事業所数の著しい増加にともない、他事業所

においてはご利用者様の獲得に困難をきたすなか、法人内の居宅介護支援事

業所および高齢者（地域包括）支援センターとの連携は、ご利用者様獲得に

おいて非常に大きな要因となった。

（1） 地域ニーズの把握とサービスの提供の見直し

今年度は 7 月と 2 月の二回、メディカルクリニック悠々主催の講演に同

席させてもらい、地域の方々の実際の生の声をお聞きすることができた。

一言に「かかりつけ医」「訪問看護」と述べてもまだまだ認識が浅いことを

知るきっかけとなった。とともに、知名度を上げるためにもこのような活

動を継続する必要がある。
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（2） サービス向上に向けた職員間の情報共有

訪問看護員 3名で 24時間オンコール体制をとっているため、毎日朝・夕

礼でご利用者様の状態変化など細やかに申し送り、職員間で情報共有する

ことでいつでも誰であっても対応できるよう、24 時間 365 日緊急訪問およ

び 24時間オンコール体制で対応した。

（3） 病状悪化および終末期における支援

毎月の訪問看護計画書に立案し、状態変化時には早急に訪問看護計画の

見直しを行い、状況の許す限りご本人様・ご家族様の思いに沿った終末期

支援に繋げることができた。

２．職員の質の向上

（1） 内外研修への参加

精神科訪問看護基本療養費算定要件を満たすことで、今後の精神科訪問

看護の支援が円滑にできることを目的に、8/25・26・27 の 3 日間で全国訪

問看護協会主催の研修に 1 名参加することができた。これにより、年度内

で 3名の訪問看護師すべてが精神科訪問看護の要件を満たすこととなった。

（2） 町田市訪問看護ステーション連絡会への参加

一年通して定期的に訪問看護ステーション連絡会に出席し、町田市全体

で取り組むべき事案の情報の共有や各事業所同士の問題提起しグループワ

ークを通し討議することで、顔の見える関係がさらに強化された。また、2

月の症例発表・事例検討会では司会進行を務めさせていただいた。病院の

医療相談員との情報交換の場ともなり、病院と地域をつなぐ看護間連携が

円滑に行えた。

３．地域連携

（1） 訪問介護事業やグループワーク事業との連携

日常の訪問看護サービス提供をする中で、法人内の居宅介護事業所や訪

問介護事業所との間で共通のご利用者様の支援にまつわる情報の共有がで

きたこと事により、その後の支援が円滑にすすんだ。

週一回、定期的にグループホームへの訪問看護サービスを通し、住人 の

体調管理（摘便・爪切りなど）およびそこで働く職員の身体面の悩みを聞

き、必要時受診を勧めるなどの助言をしてきた。
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４．地域貢献

（1） 地域イベントへの参加

今年度は法人主催の夏祭りで、体調不良の方がいないか巡回するのみに

とどまった。訪問看護事業においては、メディカルクリニック悠々の計ら

いもあり年二回（7月・2月）で講演会に出席させて頂いた。

５．その他

（1） サービス提供地域の拡大と人員の増員

年間通し、訪問看護サービスの合間を縫ってサービス提供地域の拡大を

視野に入れ、若葉台地区や稲城・平尾地区の居宅介護事業所や地域包括支

援センターに挨拶回りをしてきたが、年度末時点では地域拡大には至って

いない。その理由の一つには、夜間緊急時に 30分以内での訪問看護サービ

ス支援が現実的に難しいことがあげられる。

今年度、訪問看護師の増員には繋がらなかったが、12 月より週 3 日では

あるが事務員を配置し、事務作業の強化を図った。
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Ⅰ．総括

今年 8 月より東京都の地域居住支援モデル事業に選定された。先ずは町田

市全域をサービス提供エリアとする中で、鶴川地区と忠生・山崎地区を中心

に広報活動を行った。その結果、問い合わせ件数が増加しご利用者数も

増えた。広報活動についてはポスティング、ホームページ、インターネット

媒体、新聞折り込み等を中心に行ったが、問い合わせいただいた 8 割の方が

ポストに入ったチラシを見ての連絡であり、ポスティングの効果が一番良か

ったと言える。

また、問い合わせについては忠生、山崎地区に集中している傾向にあった

ため、忠生、山崎地区の不動産会社とも連携を取り入居に繋げてきた。

今後は、忠生・山崎地区にてあんしんハウス事業を進めるにあたり、グラ

ンハート町田を二つ目の共同リビング（地域交流の場）と位置付け、地域住

民との互助の仕組みづくりに繋げていく。

生活困窮者等の就労支援については、当事者の意欲の問題や精神的な不安

もあり、実績に繋がり辛く、今後は個別でのアプローチではなく専門職によ

るチームアプローチができる体制も確保し実績に繋げていきたい。

Ⅱ．実績

実績件数

あんしんハウス事業 4月 5月 6月 7月 8月 9月

件数 0件 0件 0件 2件 2件 2件

あんしんハウス事業 10月 11月 12月 1月 2月 3月

実績件数 2件 2件 2件 2件 3件 6件

1．利用者サービスの向上

（1）地域包括ケアシステム、地域公益活動の一環としての支援

あんしんハウスを利用する高齢者の方や、障がいをお持ちの方が安心して

暮らしていただけるよう、困りごとや問題等があれば近隣の地域包括支援セ

ンターやあんしん相談室と連携し、見守りに必要な情報を共有しながら対応

してきた。
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（2）各支援機関等への営業活動

様々な理由で引っ越しをしなければならない方や、不安要因をお持ちの方

の受け皿になるべく各支援機関及び行政機関に対し、直接的に営業活動を行

ってきた。また、鶴川地区よりも忠生・山崎地区からの問い合わせが増加傾

向にあることから、忠生・山崎地区を中心に不動産会社、空き物件のオーナ

ー様に対し「あんしんハウス」の理解を含めて頂くため現在も営業活動を行

っている。

(3) 入居時の援助、入居後のフォロー

ご入居時の引っ越しや梱包、ゴミ出し、家具の組み立て、買い物支援、行

関係政手続きや各支援機関との連絡、調整まで、ご利用者様に対しできる限

りの支援をさせて頂いている。ご利用者様の生活が落ち着くまでは、定期的

に訪問や電話連絡も行い、日々のご様子を伺いながら、問題点等あれば、各

支援機関に繋いでいる。また、ご入居後に共同リビング（地域交流の場）等

にお誘いし、その中でも問題点の吸い上げができるよう支援団体とも連携を

図っている。

（4）生活困窮者への就労支援

生活困窮者等へ積極的に就労を促してきたが、当事者の意識の問題や精神

的不安、生活面や社会面に関する複合的な課題等、様々な就業に対しての問

題もあり、就労支援としての実績は成果として挙げられなかった。今後は、

個別でのアプローチだけではなく就労支援員などを含めた専門職と合同によ

るチームアプローチも視野に入れ就労に繋げていきたい。

2．職員の質の向上

（1）支援困難ケースの対応

日々の生活に不安がある方や、見守りが必要な方のケースには、ご利用者

様がお住いの地域にある地域包括高齢者支援センターや障がい者支援センタ

ー、あんしん相談室と連携を図り、そのご利用者様を見守れる仕組みを構築

してきた。今後は、障がい者施設ともより連携を深めながら、あんしんハウ

スが自立支援のきっかけになれるよう注力していく。

3．地域連携

（1）ご利用者様の地域交流の促進

あんしんハウスご利用者様へ、積極的にオレンジカフェ等のランチ会や地

域イベント、交流会への参加を促してきたが、すべてのご利用者様が参加す
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ることは向き不向きもあることから難しかった。しかし、参加された方の中

には、サービスを受ける側よりもサービスを提供する側に興味がある方もお

り、そのような方には今ではボランティアとして、イベントのお手伝いをし

ていただいている。

４.地域貢献

（1）地域イベントの参加、交流

鶴川地区協議会が主催するイベントや福祉情報交換会などに積極的に参加、

協力することにより、専門職の担当者と定期的に会う機会が増している。

会う機会が増えることで、各支援機関との情報共有が容易になり、問題解決

がよりスピィーディーになった。今後は、あんしんハウスをご利用されてい

る方々との互助の仕組みづくりに、TALK（地域通貨）を積極的に利用し人と

人とを繋ぐきっかけにしていきたい。

５．その他

（1）緊急時・災害時の対応

ア.あんしんハウスでは、入居時に見守りシステムと火災・ガス報知器を

導入しているが、今年度は、電子レンジでの加熱のし過ぎによる煙感

知の警報と緊急ボタンの押し間違いによる誤報のみで、大事に至る緊

急通報は見受けられなかった。また、万が一、ご利用者様が急変して

も、随時、ご利用者様の情報を関わっている支援機関等に情報提供し、

緊急時の対応に活かせるよう連携を図っており、ご家族や身内の方に

対しても、定期連絡は絶やさないように努めている。

イ.大規模震災によるライフラインの寸断時の対処方法としての物資の

支援についての確実な体制は見出せていないが、安否確認の方法や今

後の対応などについては、鶴川地区協議会や町内会自治会等が主催す

る防災訓練や意見交換会に参加するなどし、緊急時や災害時の対応に

備えていく。また、ご利用者様への定期訪問時に倒れやすい家具や危

険物などがあれば、都度、注意喚起しながら対応している。

（2）医師との連携

鶴川地区にお住いのご利用者様には医療面でかかりつけ医との通院等に

不便を感じた際は、近隣のクリニックを紹介する体制を確保しており、オ

レンジカフェ等の共同リビング（地域交流の場）にお越しになられた際は、

通院支援の体制も敷くことができた。また、忠生・山崎地区のご利用者様
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については、今後グランハート町田を二つ目の共同リビングと位置づけ、

利便性も合わせてご利用者様に周知していく。

<主な相談内容>

・一人暮しで高齢であるため、何かあった際に心配

・経済的な理由により今よりも家賃を下げたい。

・身体状況により２階から１階に転居したい。

・建物の老朽化や衛生面を考え生活環境を改善したい。

<支援ケースの概要>

・居住地の取り壊しや強制退去

・介護施設等からの転居

・生活環境の改善

広報実績

媒体 掲載月 地域・場所 配布部数

新聞折り込み ��月、��月、��月 鶴川地区、忠生、山崎、木曽、他 ������部

ポスティング ��月、�月 鶴川地区、忠生、山崎、木曽、他 ������部

社協だより ��月、�月 新聞折り込み�町田市全域�、公共施設 �������部

鶴川地区協議会便り ��月、�月、�月、�月 鶴川地区回覧板、他 ������部

広報まちだ �月
公共施設、文化施設、コンビニ、鉄道駅、

郵便局、他
�������部

タウンニュース ��月 町田版�町田市内全域� ������部

町田市文化国際

交流財団チラシ
��月 公共施設、回覧板、掲示板、鉄道駅、他 ������部
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［ 介護職員初任者研修事業 ］

Ⅰ.総括

法人における新たな事業展開として、「元気高齢者地域活躍推進補助対象

事業」を活用し、元気高齢者を対象に「悠々いきいき介護職員初任者研修」

を実施し、資格取得により高齢者施設への就労支援を行い社会参加の促進

を図った。年間目標就労数には達しなかったものの、１年目としてはまず

まずの就労実績が残せたものと捉えている。準備、講義、就労支援にあた

っては町田市と適宜話合いを重ねながら事業展開を行った。

Ⅱ.実績

年間目標就労者数 20名を掲げ研修と就労支援を行った。初年度は全２回

定員 40名に対し 27名が受講、その内の 25名が資格取得、計 15名が就労

決定した。

数値目標（就労者 20名）

第Ⅰ期 第Ⅱ期 計

受講者数 8名 19名 27名

資格取得者数 8名 17名 25名

就労決定者数 4名 11名 15名

１．元気高齢者の社会参加の促進と地域貢献

（1）無料にて介護職員初任者研修を実施

町田市内の元気で就労意欲のある高齢者を対象に、介護施設での身体

的介護が可能なレベルの研修を行い、一定の専門性を有した人材の育成

と、就労支援を行った。

第１回 平成 28年 10月 20日から 11月 28日

第２回 平成 29年 2月 2日から 3月 9日

研修は週 5日終日で実施した。受講者からは「短期集中型で良かった。」

という意見と「体力的にきつかった。」という意見が聞かれたため、その

あたりを考慮し来年度は週 4日ペースとし、休憩の入れ方やプログラム

構成を工夫しながら受講者の負担軽減を図るようにしていきたいと考え

る。また、受講者からは、「研修で共通の仲間ができ、新たに人との繋が

りを得るきっかけになった。」との声も聞かれ、各回ともに、受講者が中

心となりクラス単位で自主グループを作り、研修終了後も交流機会が持

たれている。来年度も、本研修を介して受講者間で繋がりを持ち続けら

れるよう、会期中及び会期後のコーディネートに努めていきたい。
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（2）町田市内高齢者施設での就労への支援

研修を受講して資格を取得するだけではなく、修了者がスムーズに就

労できるよう、就業の支援や定着サポートを行う事業スキームとした。

介護に携わるのは初めての方がほとんどであるため、不安解消と就労へ

の前向きな気持ちの切り替えに繋げられるよう努めた。具体的には既定

の講義時間に加えて以下のプログラムを独自に追加した。

・介護施設で働くイメージを具体的に描けるように、現場の職員から

話を聞く機会やサービス種別ごとに施設見学会を実施した。

・就労サポートとして、個別面談の実施、体験ボランティアの協力依

頼、面接への同行を行った。また、本事業修了生から就労後の話を

聞く機会を設けた。

・就労定着のため、本人や受け入れ先へのヒヤリングを実施し、状況

把握とアドバイスを行った。

・１期単位で自主グループづくりを促し、資格取得後も継続的な同期

生の交流機会を設けた。

上記を展開していく中で、同期生同士の支え合いと、お互いが良い刺

激を受け合うことにより就労に向けて気持ちが固まった方もおられた。

来年度も同様に就労に向けたサポート環境を整え、高齢者施設に携わる

仲間を一人でも多く輩出していきたい。

２. 介護人材不足の解消

（1）受講修了者が介護人材として活躍

修了後の就労支援にあたり上記内容のほか、受講生へ町田市内の高齢者

施設求人情報を提供し、本人の希望や考え方に合わせマッチングを行った。

マッチングによる成果、得られた情報は下記のとおりである。

・仕事の内容が身体介助を主とするものは年齢・体力面から就労に繋

がりにくい一面がある。

・一般的なイメージでいうデイサービスやグループホームの介護職員

としての就労は、一定の戦力として就労可能な傾向にある。

・介護職員としてだけではなく、生活スペース等におけるハウスキー

パーとしての仕事もあり就労選択肢の一つとなっている。

就労以外にもボランティアを選択された方もおり、必ずしも給与を得

る仕事＝活躍の場というわけではなく、資格の活かし方は様々なかたちで、

力を発揮することができるものと捉えている。すでに就労している方への

アフターフォローのほか、就業が決まっていない方についても継続して支

援を実施する予定である。町田市全体の人材確保という観点から、今年度

実施した法人以外への施設見学やミニ面接会の実施、市内高齢者施設の求
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人情報収集等を行うなど、幅広い受入れ先の開拓をしていきたいと考える。

＜就労先の仕事内容＞

・通常介護業務（グループホーム、デイサービス、特養）

・身体介護補助＋間接業務（ベッドメイキング、清掃、物品補充等）

・車椅子清掃、フロア清掃等 ・相談員業務補助

３. 職員の質の向上

（1）研修講師

職員の育成を目的に、講師要件を満たす現任職員が出講した。テキスト

だけでは得られない介護現場ならではの話を織り交ぜ、リアルな研修内容

としつつ、一方通行な講義とならないよう講師・受講者相互のやり取りで

答えを導き出すようなディスカッション形式の講義を意識して行った。受

講者からの毎授業後のアンケート結果では、「熱心」「ていねい」「楽しか

った」「わかりやすかった」等のご意見が多くあり、一定の評価をいただ

けたものと考える。講師を担当した職員においては、介護知識・介護技術・

心得等の部分で振り返りのできる良い機会となっており、自分自身の学び

の場ともなった。また、人を前に話をすることにも少しずつではあるが手

応えを感じ始めている。今後も講師出講を依頼し、個々のスキルアップに

繋げていきたいと考える。

Ⅲ．統計データ

受講者状況

受講者男女別

男性 女性 計

受講者数 8名 19名 27名

資格取得者 8名 17名 25名

就労決定者 6名 9名 15名

受講者年齢別

40代 50代 60代 70代以降

資格取得者 5名 7名 9名 4名

就労決定者 4名 3名 5名 3名



(1)

(2)

(3)

(4)

(4)

開催 開催

企画運営部会

アンケート 報告
準備・送付
（配布） 準備

実施と集計
ケア会議に
於いて

送付（配布） 報告・配布
町プロ協議
会へ報告

連携ツール
再確認

ケア会議に
於いて

ケア会議に
於いて

定例会 定例会 定例会
ＲＵＮ伴ｺﾞｰﾙ
ｲﾍﾞﾝﾄ 定例会 定例会 定例会

　※評価欄には、以下のアルファベットを記入

　Ａ：当初の目標を大幅に上回る成果が上がった。

(1) Ｃ 　Ｂ：当初の目標以上の成果が上がった。

(2) Ｂ 　Ｃ：目標水準を達成した。

(3) Ｂ 　Ｄ：成果が不十分である。

(4) Ｃ 　Ｅ：取組が滞っている。

生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｲﾀｰ研修への参加、協議体構成団体の選出、調整、準備と開催

企画運営部会（必要数）・開催準備
企画運営部会・抽出課題
の共有、取組の確認等

企画運営部会（必要数）
・開催準備

企画運営部会・抽出課題
の共有、取組の確認等

開催・自主化準備（1ｸﾞﾙｰﾌﾟ）※5月～7月上旬及び自主化と形成支援の継続

開催準備・打ち合わせ（2015年度から）

開催後の振り返り・軌道修正
（毎週延べ9回）

開催・自主化準備

教室として月2回開催（全9回ｼﾘｰｽﾞ）

自主化準備・自主化ｽﾀｰﾄ①音楽療法グループ2/月②1/Ｗ町トレ（2016.10～）

支援ｾﾝﾀｰ職員によるモニタリング、形成支援等

開催準備・打ち合わせ（2015年度から） 支援センター職員によるモニタリング（当初はこまめに）、形成支援

自己
評価

市評価
自己
評価

市評価
自己
評価

市評価

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

市評価
自己
評価

市評価

（3）①
圏域合同地域ケア会議は課題抽出型の場として機能し、抽出された課題は無理なく取り組んでみることを継続する。
開催にあたり医師、歯科医師、薬剤師、介護系従事者等から成る企画運営部会で目線合わせを行った上で実施す
る。（開催後は政策形成型の町プロ協議会を積極的に活用し、意見具申。）

8
経年評価

（自己評価･市評価）

重点
目標

2015年度

（4）①
Ｄカフェに在宅の独居等当事者が参加するために、カフェまでの交通手段の確保が必要な方の存在が
十分、想定される等、課題が見えている。圏域内のＤカフェが複数立ち上がるが、地域性特有の課題共
有や協働した課題解決、取組も必要。圏域型の「Ｄカフェ情報交換会」構築したい。

（4）②

全支援センターに配置
されている認知症地域
支援推進員（有志）、市
内Ｄカフェ関係者、行政
関係者等と隔月（偶数
月）に継続開催の上、課
題共有・取組みを行って
いる。他、協働イベント
（ＲＵＮ伴ｺﾞｰﾙｲﾍﾞﾝﾄ）や
Ｄカフェマップの活用に
よる市民向け情報発信
（試行的取組み）を関係
機関と協働。

（1）②
特に当該地域の介護予防サポーターとは総合事業を見据えた、地域展開のあり方として、企
画段階から参画してもらい、自主化後の運営サポートを担ってもらう。

（4）①
実績

（2）①
駅前のポプリホールで開催される「3スマイルラウンジ」イベントは工夫次第で多くの集客と世代を越えた
つながり密度を高める、きっかけづくりの場として機能できる。得られた声や得られた課題を関係機関、
団体と共有し、協議体の構成や課題共有に反映させる。

（4）②
当初

前年度のケア会議の取組み課
題として挙がった医療介護連携
ツールのうち、「口腔機能アセス
メントシート」の意識づけ・実践
についてＰＤＣＡサイクルに基づ
きケア会議開催前・後について
再周知共にアンケート実施。(４)

多様なスキームを多面的に展開し、早期発見、早期対応、早期の社会参加の場を提供したい。特にＤカ
フェは多機関協働により継続的に開かれ、当事者本人の声が反映され、可能な限り社会参加ができる
よう、圏域のケアマネ、医療機関への広報活動の他、参加するための課題を解決する。

（3）②
実績

（2）②
（4）②
実績

・先ずは上半期
早々に1回実施
・関係機関と圏域
支援センターの認
知症地域推進員

認知症フレンドシップクラ
ブを中心に有志から成る、
立ち上げ準備会を経て、
「Ｄカフェ連絡会（認知症カ
フェ連絡会）」に移行するこ
とが出来た。

Ｃ

口腔機能アセスメントシート・連携ツール等の継続的取組（モデル的に実施）

かけ

開催 課題の共有と取組（情報交換会は定例化を目指す）

6

2016年
度事業計
画・取組
内容

（地域の将
来の状況
などを把
握した上
で作成）

（1）①
団地群内にＵＲと自治会の力により、2015年度に自治会集会所横に「ふれあいルーム」が建築された。地域住民の身
近な溜まり場として、自治会、隣接商店会、民生児童委員、介護予防サポーターとの協働の下、上半期に地域介護予
防教室を開催。音楽を媒体とした自主活動ｸﾞﾙｰﾌﾟを形成する。

（4）①
当初 ・開催数

・参加団体
数（者）

町プロ協議会
への報告・提言

(２)
支援センターの立位置を踏まえた地区協議会への参画をとおし地区協議会や社会福祉法人連絡会構
成団体と構築されたネットワークを下に第2層協議体構築を目指す。

(３)
圏域合同地域ケア会議は課題抽出型。開催においてはＴＶ会議システムを活用する。課題は無理がなく
出来ることから始める。（取組や成果は政策形成型ケア会議である、町プロ協議会で共有、意見具申す
る。）

（3）②
当初

・口腔機能ｱｾｽﾒ
ﾝﾄｼｰﾄ等の送付、
アンケート集計
・連携ツールの配
布（上記と同時配
布）

・左記1回
・ｱﾝｹｰﾄ結果、取組
成果は町プロ協議
会で報告　　　　　・
継続的に取り組む
（モデル的に）

町プロ協議
会へ報告

開催・町プロ協
議会へ報告

（3）②
2015年度のケア会議で抽出された課題である、口腔機能ｱｾｽﾒﾝﾄｼｰﾄの試行的な実施と事後アンケート
の実施、在宅における医療介護チームの連携ツール（名刺ﾌｧｲﾙの活用等）をモデル的に実施したい。

自己
評価

開催

・開催数
・参加者数

・年間2回
・150名程度（ＴＶ会
議システムでのア
クセス数によっても
左右）
・町プロ協議会で
の共有、意見具申
（適宜）

年間2回開催（7月・11月）延参
加者数263名（内三師会含む医
療系関係者延61名）・会場は圏
域支援センター、鶴川サナトリ
ウム病院の計3会場をＴＶ会議
システムで中継し開催。

Ｂ

三師会が参画する企画運営
部会において、ＰＤＣＡサイク
ルに基づく、医療介護連携
ツールの活用意識づけ・取
組みを町プロ協議会と連動
し継続実施。下半期は支援
センター所有の救急医療情
報キットを医療介護連携ツー
ルとして、普及啓発開始。ス
キームの下での配布状況を
統計だてしながら実施。救急
医療情報キットに関しては警
察・消防行政が十分に把握
していないことが解り、ケア
会議や町プロ協議会におい
て共有。町警だよりにも掲載
されることに。

企画運営部会（必要数）・開催準備 の共有、取組の確認等
企画運営部会（必要数）
・開催準備

認。ケア会議の広報紙による集約等 認・広報紙作成による集約、等

連携ツールの配布・周知

5

2016年
度重点目
標（1年間
で実現可
能な具体
的な目標）

(１) 高齢化率40％超の団地群内に自主活動ｸﾞﾙｰﾌﾟを形成する。

4

2016年
度市の事
業実施方
針（重点）

(１)地域ネットワークの充実 (２)社会参加の推進と介護予防
（2）②
実績(３)医療と介護の連携による自立生活の支援

の推進
(４)統合的な認知症ケアの体制作り

（3）①
当初

（3）①
実績

支援ｹｰｽ会議7件、支えあい連
絡会（議）」として計23回開催。
内1回は圏域型として町内会・
自治会、青少年健全育成・民生
児童委員を中心に構成される
地区協議会と協働開催。抽出
課題は高齢者を含む「多世代
間」の交流と顔の見える関係性
が機能する地域づくり。

Ｂ

「鶴川の課題は地域で
解決」を旗印に多世代
に亘る関連機関から成
る地区協議会と「支えあ
い連絡会（議）」の趣旨、
位置づけについて共有
の上、開催が出来たこ
と。「支えあい連絡会
（議）」のためだけの、新
たな構成メンバーを選
出することなく、既存の
スキーム・社会資源を活
用できたこと。なお、協
議会とは毎月協働イベ
ントを1/月継続開催中。

（2）①
実績

（2）②
当初

3

2016年
度に向け
ての課題・
改善点

（1）（2）当事者組織、地域住民、圏域内の認知症疾患医療ｾﾝﾀｰ、グループホーム、圏域支援センター等が参画・連携・協働し「ｵ
ﾚﾝｼﾞｶﾌｪ」（町田市の呼称：Ｄカフェ）を12月より毎月1回開催。気軽な雰囲気の中で、相談も行える環境を整えている。在宅の当
事者本人の参加が若干であることから、周知活動の工夫と参加の障壁となる課題の明確化、できうる取組を行う。
圏域内の社会福祉法人が連絡会を立ち上げ、地区協議会が主催する「3水スマイルラウンジ」（毎月第水曜日開催）にサテライト
の総合相談窓口（多機関協働によるもの）を立ち上げ圏域支援センターも参加。加えて、生涯学習センターが担当する「まなびの
ひろば」に介護予防普及啓発等のメニューを加え、総合事業を見据えた担い手として介護予防サポーターの参加機会を提供す
る。
（3）圏域合同地域ケア会議企画運営部会に複数の医師、歯科医師、薬剤師がメンバーとして参画。2015年度は課題抽出型を意
識し、目線合わせを行い、高望みせず、今すぐにでもできることを成果物として挙げてきたが、本会議に参加できなかった方々へ
の情報、課題の共有と取組についてどのように伝達していくかが課題。課題に対する継続的取り組みは企画運営部会で合議の
下、実施する。

（2）①
当初

・開催数
（未定）

40％を超える賃貸ＵＲ団
地群。ＵＲ、当該自治会
が2015年度に開所した
「ふれあいルーム」を活
動拠点として、ＵＲ、当
該自治会と地域課題共
有の上、開催が出来た
こと。自主化後、口コミ
で参加者は増えており、
①音楽療法グループは
平均10名②町トレグ
ループは平均30名が毎
回、活動的に継続参
加。

2

2015年
達成度
（自己評
価）

Ａ：当初の目標を
大幅に上回る成果
が上がった。

Ｂ：当初の目標以
上の成果が上がっ
た。

Ｃ：目標水準を達
成した。

Ｄ：成果が不十分
である。

Ｅ：取組が滞ってい
る。

（1）②
実績

・開催数
・参加者数

・9回ｼﾘｰｽﾞ
・2～3名 開催後の振り返り・軌道修正

（月2回　延べ9回）

開催準備・打ち合わせ（2015年度から）

自主化準備・自主化ｽﾀｰﾄ①音楽療法グループ2/月②1/Ｗ町トレ（2016.10～）

サポーター1名が継続参加中

(2) ○ （1）②
当初

(1) ○
※該当項目に
○を入れる

（1）①
当初

(3) ○

・9回ｼﾘｰｽﾞ
・15名

域介護予防教室を開催
（申込者数15名に対し、
13名が継続参加）自主
化に継続移行した参加
者は13名中10名。

Ｃ

（1）①
実績

2月 3月 成果
自己
評価

開催終了後、介護予防
サポーターは1名のみ
継続参加。参加者内か
ら2017年度実施分の介
護予防サポーター養成
講座受講希望者が出て
いる。

・開催数
・参加者数

2016年度　町田市鶴川第2高齢者支援センター事業計画書(兼報告書)
2016年5月17日作成

町田市鶴川第2高齢者支援センター

1
2015年
度重点目
標

（新）オレンジプランの推進（既存のネットワークの活用と常設のｻﾃﾗｲﾄ相談窓口、集う場づくり）

7

2016年度事業計画スケジュール（半期や四半期などの段階的な目標）

オール鶴川（世代を越えた）による圏域型地域包括ケアシステムの創造※「総合事業」に向けた準備 事業
計画

評価の理由
横断的な医療・介護等連携体制の構築（住民参加型も併行して実施）

8月 9月 10月 11月 12月 1月指標 目標値 4月 5月 6月 7月

「支えあい連絡会（議）」の開催※��月実施
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平成２８年度高齢者見守り相談窓口設置事業実績報告書

（区市町村名：町田市）

担当部署名 いきいき生活部高齢者福祉課 担当者名 関場・国弘

電話番号 ������������ ������ �������������������������������

事業実施地区の状況

地区総人口（人） ������人 高齢者人口（人） ������人

高齢化率（％） �����％ うち ��歳以上 �����人

拠 点 の 名 称 能ヶ谷あんしん相談室 実 施 地 区 名 能ヶ谷、三輪町、三輪緑山、

広袴、広袴町、真光寺、

真光寺町、鶴川

拠 点 の 住 所 町田市能ヶ谷 �����

鶴川地域コミュニティ１階

連 絡 先 ������������

実施地区の課題

【鶴川平和台地区】

���� 年に宅地分譲が開始された戸建て住宅中心の住宅街となっている。地区

内 ���戸の内、自治会加入世帯は ���戸、加入率 ��％に上る。加入世帯の多く

が高年齢化しており、自治会加入世帯の高齢者単身・高齢者のみ複数世帯が全体

の � 割近くとなっている。また、高齢者の年齢区分では後期高齢者が ��％以上

にも上る。急速な高齢化を迎えている地域であり、比例するように相談や地域か

らの心配な情報も増えている。空き家対策と詐欺や有事の際などの防災防犯への

取り組みを自治会でも検討されている。

見守り支援ネットワークが ����年度に発足後、����年度に入り �年目の活動

となった。����年 �月には「支え合い活動説明会」を �日間にわたり開催し、

協力ボランティア同士の顔合わせ、今後の支え合い活動への展望など話し合う機

会を設けた。その後、具体的な新な活動へとつなげていくには至らなかったもの

の、継続して講座などの開催やランチの会など「さりげない見守り」を地域に広

めてきた。

���� 年度には、� 年に � 度の実態把握アンケート調査を自治会として行う年

となる。調査内容のデータ更新を行い、活動へ生かしていく。

【三輪緑山自治会】

三輪緑山自治会は ����年頃、戸建てを中心とする住宅街として開発された。

大型のオートロックマンションや木造アパートなども点在する地区となってお

り、����年 �月時点で高齢化率 ����％、内、後期高齢者は ����％となっており、

町田市平均高齢化率を大きく上回っている。

自治会加入率 ���以上と、自治会活動も盛んな地域であり、自主的な活動も多

く開催され、元気に過ごしている高齢者も多い反面、どのコミュニティにも属せ

ず、家族とも疎遠な高齢者の孤立死や、刑事事件などが起きるなど、心配になる
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高齢者も増えてきていることを地域が切実に感じており、課題となっている。

見守り支援ネットワークへの機運が高まり、地域で孤立した高齢者や精神疾

患、認知症を患った高齢者などの見守り活動を進めていき、必要な支援へとつな

げていくことを目指している。

���� 年度より、見守り支援ネットワーク立ち上げについての相談が自治会か

ら入るようになり、自治会の定期開催する「健康福祉ネットワーク懇談会」への

参加から継続した関わりを開始。

「健康福祉ネットワーク懇談会」は地域住民の健康・福祉を推進するため、地

域で活動する福祉団体と福祉情報の共有化、活動上の課題について意見交換を行

い、福祉ニーズの把握や福祉活動が効果的に行われるようにネットワーク会議と

して自治会主催にて継続して実施されてきた。構成団体を�自治会（自主防災含

む）、健康づくり推進員、老人クラブ、子ども会、民生委員�とし、さらに地域福

祉活動団体として�ふれあいサロン � カ所、自主グループ活動団体（各種趣味活

動）、ボランティア団体、介護予防サポーター、その他個人�を参加者としている。

この懇談会の話し合いの中でも、見守り支援ネットワークへの取り組みについて

検討されてきた。

���� 年度に入り、見守り支援ネットワーク立ち上げへの流れが本格化。自治

会による決議を経て、�月、町田市によるアンケート調査を実施。アンケート回

収率は ���と高く、未返送者に対するアンケートの回収訪問を実施。自治会加

入・非加入世帯併せて ���件の訪問を実施中。ネットワーク立ち上げのための準

備会などを重ねている。

���� 年度より、アンケート集計結果をもとに、見守り希望者への対応や、見

守り支援ネットワーク定例会の開催を実施していくこととなる。

事業実績報告

区 分 内 容

拠点設置の目的

鶴川駅より、交通機関を利用することなく来所できる範囲で、近隣住民の方

が利用しやすい。また、建物内にはコミュニティレストランや介護予防に取り

組む施設も含まれており、人の集う場所であることから見守り拠点として情報

が集まりやすい場所である。

・地域住民や高齢者支援センター、他機関と連携し、見守り支援ネットワーク

構築支援を行う。

・６５歳以上の高齢者の生活実態把握を行う。必要時、関係機関と連携した支

援を行う。

・地域の方に広く窓口を周知し、気軽に相談しやすい窓口として、地域の方と

の関係づくりを行っていく。

ひとり暮らし高齢

者等の生活実態ア

セスメント・情報

町田市からのデータを基に一人暮らし高齢者、高齢者のみ複数世帯を中心と

する生活実態の把握を進めてきた。

����年度担当全エリア相談件数（来所・電話含む）・・・�����件
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収集等実施状況 ����年度担当全エリアへの実態把握訪問件数・・・�����件

内、見守り支援ネットワークのある地区 鶴川平和台・・・���件

見守り支援ネットワーク立ち上げ支援地区 三輪緑山・・・���件

重点地区 鶴川団地（鶴川 �丁目、�丁目、�丁目）・・・�����件

地域からの心配な高齢者相談から実態把握訪問を行ったケース・・・���件

窓口の周知が広がってきたこともあり、地域からの心配な高齢者についての

相談が、ネットワーク内外ともに増加している。

重点地区である【鶴川団地】についての通報が最も多く、民生委員との同行

訪問やポスティングなどの活動も力を入れて実施。高齢化率 ��％を超え、単身・

高齢のみ世帯が多い【公団住宅鶴川団地】（� 丁目）は、特に孤立・認知症高齢

者、多問題を抱える複合世帯等の早期発見、見守りの必要性が高い地区と言え

る。地域の集いの場とタイアップした出張相談 ��� などでも、実態把握進めて

おり、今後も継続して実施していく。

また、地域（自治会、老人クラブ、商店等）で介護予防や生きがい活動、自

主グループ活動などへ継続して訪問。心配な方の情報や困ったことが出た際に

気軽に相談できる関係づくりを行ってきた。安否確認や見守りの場として重要

な活動となっている。

見守りネットワー

ク活用・連携状況

【鶴川平和台自治会】

���� 年度より見守り支援ネットワークが発足してから、「さりげない見守り」

を中心とする、�年目となる活動を行ってきた。

① 「さりげない見守り」を中心とする日頃の見守り活動と毎月の定例会の開催

② ＜あんしんキーホルダー登録数＞

高齢者人口 ���名中、���名登録 保有率：���（��������現在）

自治会の助成により登録が推進され、保有率の高さを示している。

③ 高齢者相談窓口や医療介護に関する講座・勉強会の開催

「在宅医療セミナー」年 �回開催（�月・�月）参加者延べ人数：��名

④ 支え合い活動の協力ボランティアへの説明会・顔合わせ

「支え合い活動説明会」�日間開催 参加者述べ人数：��名

⑤ 単身等の高齢者の閉じこもり・孤立防止活動

「平和台ランチの会」年間 ��回開催 参加者延べ人数：��名

⑥ 地域イベント（自治会・子ども会）への参加

「平和台祭り」 相談室にて車椅子体験ブースを開設

⑦ 地域の自治会活動、老人クラブ活動、自主グループ活動へのお顔出しを定期

的に行い、情報提供や気になる方の通報など相談に対応。

⑧ 地域内にある商店、喫茶店など、見守り協力店舗への広報常設、気になる方

の情報を伺う。

⑨ 新規に ��歳になられた方のリストをもとに訪問する他、ネットワークから

の通報による安否確認や実態把握訪問を行ってきた。毎年実施している、民

生委員との同行訪問も行い、必要な相談や支援につないできた。
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【三輪緑山自治会】

① 健康福祉ネットワーク懇談会（年間 ���回）参加

見守りについての必要性や各団体の活動から出る、地域課題の共有・解決に

向けての意見交換の場

② 見守り支援ネットワーク立ち上げに向けて自治会役員との打ち合わせ

自治会承認に向けて・ネットワーク立ち上げまでの段取り、準備

③ あんしん連絡員の募集・・・地域内登録数：�名

④ あんしんキーホルダー出張登録会

＜あんしんキーホルダー登録数＞

高齢者人口 ����名中、���名登録 保有率：���（��������現在）

⑤ 見守りボランティア研修会開催 参加者：��名

⑥ 出張相談 ��� ～商店駐車場～ �時間開催

来所者：�名（内、あんしんキーホルダー登録 �名）

⑦ 自治会回覧にて「あんしん通信」配布、自治会ニュースにて窓口周知

⑧ 自治会活動、老人クラブ活動、ふれあいサロン、ボランティアなどへの参加

を定期的に実施。情報提供や心配な高齢者に対する相談を受付。

⑨ 地域の商店、郵便局、介護保険事業所、駐在所などとの連携による、見守り

活動実施。

⑩ 次年度、春「見守り支援ネットワーク」発足。その後、定例会への継続参加。

地区内、��歳以上全戸への実態把握訪問開始予定。

生活支援サービス

の活用状況

≪出張相談 ���≫

相談窓口ごと地域に出向き、車 �台で相談会を開催する出張相談 ���を独自

事業として展開。高齢者支援センターと同建物内に窓口があり、来所者数も少

ないことが従来からの課題であること、また、より地域の身近な存在として気

軽に相談できるような関係づくりのために、地域開催のイベントと抱き合わせ

るなど、地域の活動に参加する出張相談 ���を実施。����年度前期で構想、準

備、広報期間を設け、後期より実際の活動を開始。

【下半期（�月～�月）】

・開催総数：��回（全て �回 �時間）

・参加者述べ数：���名

・あんしんキーホルダー登録数：��件

・開催地区：�地区

・主な相談内容：あんしんキーホルダー登録、窓口の案内、近所の心配な方に

ついて、ご自身の今後の生活について、介護保険申請について、地域のイベン

ト情報、ボランティアをしたい等

・よろず相談窓口としての相談はもちろん、上映会や餅つき等との抱き合わせ、

職員による楽器の演奏なども同時開催するなど、楽しみを共有できるよう工夫

して行っている。

次年度へ向けても開催地区の拡大など、計画中。より身近な相談窓口として
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気軽に相談できる関係づくりを構築していく。

≪あんしんキーホルダー≫

出張登録会 �地区で開催。登録数：��件

他、通常窓口にても登録実施

≪広報：能ヶ谷あんしん通信≫

奇数月に「能ヶ谷あんしん通信」を発行。

実態把握訪問時のツールとしての配布や、地域の町内会・自治会、老人クラブ

などに回覧依頼をかけるなど、相談窓口の周知を行った。高齢者等に役立つよ

うな情報を届けながら、活用した。

＜その他＞

あらゆる生活支援サービスを活用しながら、対象となる高齢者の必要な支援へ

とつなげていく。

その他の課題解決

取組状況

・高齢者以外の家族を含む世帯でも、同居者がひきこもり、未就労、精神疾患

などを抱えており、家族単位で支援の必要なケースが増加している。町田市鶴

川地域障がい者支援センターや保健所等との連携を行い、引き続き支援にあた

っていく。

・地域での見守りを推進していくに当たり、高齢者に特化した見守り活動の展

開には限界がある。地域は多世代の地域住民によって構成されており、地域で

の見守りあう関係づくりもまた、多世代でのかかわりが不可欠となる。今年度

は鶴川地域子育て相談センターとの協働による多世代交流イベント「子育て×

シニア」ワークショップを企画。鶴川地区協議会の場を借りて子どもの喜ぶお

もちゃ作りを行った。子育てに携わることで自然と役割を持ち参加するシニア

の姿はいきいきとされ、双方からも大変好評であった。今後、年間 � 回の開催

を計画していく中で、見守りあえる関係づくりの場としていく。



実施月 部署 タイトル 内容 開催日 参加人数

4月 本部 事業計画説明会
法人が掲げる理念について全職員に向けて周知し、併せて平成28年度の計画骨子や各事業
の年間計画について概要を説明。全職員が参加しやすいよう計５回開催（４／19、21、22、
25、26）

4/19ほか 240名

5月
ボランティアセンター
あんしん相談室

ボランティアセンターの役割
法人ボランティアセンターが担っている役割と活動内容、毎月発行されている広報誌「悠々通
信」などの紹介を行った。

5月27日 25名

6月 ヘルパーステーション
サービス提供者の業務と総合事
業について

在宅支援を行うヘルパーステーション事業についての内容紹介、訪問介護サービスにおける
課題や事例などについて学ぶ。

6月24日 25名

7月 総務経理課 ストレスチェックについて
ストレスチェック実施に際しての内容確認、注意点や課題についての洗い出しなど、業務会議
の場を借りて各事業の代表と情報共有を行った。

7月27日 15名

8月
特別養護老人ホーム
短期入所施設

権利擁護について
高齢者サービスにおける虐待の定義や身の回りで見聞きした際の対応などについて、施設
長が講師となり、できるだけ多くの職員が参加できるよう３回（8/16、26、9/27）開催した。

8/16、
26、9/27

55名

9月 ケアフルクラブ 健康と体力づくり講座
体の作りや健康の仕組み、基礎代謝などの解説を行い、また実際にエアロビクスを実演し、
自宅でできるエアロビクスやストレッチを学んだ。

9月13日 28名

10月 法人本部 グランハート説明会
平成30年9月に開設予定の特別養護老人ホーム（グランハート悠々園）に隣接するグラン
ハート町田の概要や山崎地区における構想などを理事長が講師となり説明を行った。できる
だけ多くの職員が参加できるよう４回（10/18、24、28、11/9）開催した。

10/18、
24、28、
11/9、10

132名

10月 居宅介護支援事業所 多職種連携について
地域包括ケアシステムの実践が地域に求められていることや、総合事業への移行なども踏ま
え、在宅支援に関わる多職種の連携について、介護支援専門員の視点から解説を行った。

10月25日 29名

12月 あんしんハウス
地域居住支援事業の概要につ
いて

居住支援が求めれる高齢者や生活困窮者の実態を開設し、社会福祉法人の地域貢献のあ
り方としてのあんしんハウス事業の運営を紹介した。

12月14日 18名

1月 デイサービス
デイ事業で行うレクリエーション
の紹介

高齢者サービスに位置づけられるレクリエーション（趣味活動）の紹介を通じて、楽しみ方の
バリエーションや興味を持っていただく工夫などについて、実際の道具を触りながら学んだ。

1月18日 19名

2月 ケアフルクラブ 腰痛予防について
運動指導士を講師として招き、腰痛予防のための講和と自宅でもできる腰痛を予防するスト
レッチの仕方などについて実演も交えながら学んだ。

2月15日 11名

3月 訪問看護ステーション 訪問看護の役割と実例
在宅支援における医療ニーズについて解説し、事業開設からの２年間で得られた貴重な実例
を交えて訪問看護業務の重要性や現場での課題について学んだ。

3月15日 10名


