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［ 法人本部 ］ 

Ⅰ.総括 

平成 29 年度は、グランハート悠々園の開設準備を中心にヒト・モノ・カネが大

きく動いており、法人が歩んできた歴史の中でも稀有な１年という印象を持つ。 

キャリアパス制度の取組みは、大きな混乱もなくキャリア認定に係る実施項目

をすべて消化しており、雇用定着と介護職員育成に向けて大きく前進した。 

実地指導検査が法人運営も含めた７事業に入ることは想定外だったが、東京都

および町田市の指摘を真摯に受け止め、事業運営の適正化を図っている。 

 

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 

社会福祉法の一部の改正により、平成 29 年 6 月 17 日の評議員会の終結を

もって、理事および監事の任期が終了し、全員が再任された。年度を通して

予定されていた役員会は概ね計画通りに開催されたが、臨時で召集をかけた

評議員会が定足数を満たさないことで不成立となるなど、課題も残された。

評議員の召集に至るプロセスとして、理事会の決議を経る必要があることか

ら、これまで以上に余裕を持った開催日程のご提案を心掛け、場合によって

は書面決議といった手法も活用するなど柔軟な対応に努めたい。 

※評議員会、理事会開催実績 別表参照 

 

（2）グランハート悠々園の開設に向けて 

  グランハート町田敷地内に開設準備室を設置し、建設業者との定期的な打ち

合わせや行政手続きなど、事務作業を円滑に行える環境を整えた。準備室には、

室長や相談員のほか、２名の事務員を配置し、専用の電話回線も設置するなど、

万全の体制をもって連日多くの電話・来客への対応を行っている。 

今後は、現地で入所相談および申込、施設見学や職員の求人応募も受け付け

る。最寄り駅からのアクセスや施設内外の雰囲気など、入所・就労の検討材料

となる情報をできるだけ多く提供していく。 

 

（3）実地指導検査の受審 

    平成 29 年 12 月 14 日、法人運営に関し、町田市の実施指導検査を受審して

いる。役員会の議事録や備付け書類を通して、社会福祉法の一部改正が法人

運営に正しく反映されているかを判断いただいた。そのほか契約行為や会計

帳簿、資産管理、許認可届出など幅広く確認される中で、書類の不備など一

部、口頭指摘はあったが文書指摘には至っていない。講評では、運営内容を

高く評価いただく場面もあり胸を撫で下ろしたが、今後も気を緩めず、引き

続き行政から示される最新情報の収集に務め、適切な運営を心掛ける。 
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２．職員の質の向上 

（1）ストレスチェックの実施 

平成 29 年 11 月にストレスチェックを実施した。受検対象者 142 名のうち

126 名が受検しており、率にして 88.7％を示している。 

各部門の所属長が集う衛生委員会では、ストレスチェックが持つ意義と趣

旨の共有に時間をかけ、ストレスチェックに対する誤解や不安を払しょくす

る努力を重ねた結果、受検を拒んだ職員数が前年 26 名から 16 名に減少して

いる。また、初年度は記入ミスによる判定エラーが 11 件出ていたが、記入上

の注意喚起を行うなどした結果、判定エラーは 0 件となり、ストレスチェッ

クにおける実態把握の精度が向上したものと考える。 

 

（2）本部業務の見直し、組織編制 

  事務員の増員を図り、グランハート悠々園の開設を視野に人材育成を進めた。

会計や労務といった運営上重要な業務については、集中的に教育を施し、グラ

ンハート悠々園での業務が円滑に進むよう配慮している。また会計処理に関し

ては、情報をクラウド化することで遠隔地での同時処理を可能とした。重要案

件に係る情報の共有方法や、各事業の代表が集う会議の在り方も継続協議して

おり、グランハート悠々園開設時期を目途に刷新を図る予定としている。 

 

（3）介護職員処遇改善加算の活用 

対象となる事業全てで、最も要件の厳しい処遇改善加算Ⅰを取得し、キャリ

アパス制度の運用を開始した。初年度は、介護福祉士の介護知識・技術の水準

を見極めるため、２段階に分けて対象者への検定試験を実施している。 

結果、41 名が無事試験に合格したが、なかには試験を辞退したいと申し出た

者もおり、試験に対する苦手意識や向上心の有無を汲み取っての個別対応も必

要と感じている。平成 29 年度中に得られた介護職員処遇改善加算は、処遇改

善計画に沿って、昇給、資格手当、夏冬と年度末の一時金（賞与）をもって支

給、還元している。 

 

（4）職員紹介制度、支度手当の活用 

  不足する介護人材の発掘を趣旨とした職員紹介制度を１年間運用してきた

が、職員紹介の実績は２件に留まり、効果は限定的となった。 

一方で、入職者を対象とする支度手当は好評だったものの、手当取得後に早

期退職する者も少なくなかったことから、制度の一部見直しを進めた。具体的

には、給与前払いの形で支度金のニーズに応えつつ、別途、報奨金を充実させ

るなど、勤続年数の評価を行う方針とした。今後は、職員の勤続年数や実績を

評価する仕組みを充実させ、離職率の低下や労働意欲の向上を図っていく。 

 

 

３．地域連携、地域貢献 

（1）公益事業による地域支援 

  鶴川地区協議会が主催する鶴川 de ウォーキングイベントに協力し、職員も

仮装するなど、イベントの雰囲気を盛り上げながら交通誘導や見守り活動とい

った支援を 20 名以上の体制で行った。 
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［ 特別養護老人ホーム ］ 

Ⅰ.総括 

15 年目を迎え、館内のカーテンのリニューアルや洗濯乾燥機の入れ替え、新た

な介護記録システムの導入など、ご利用者様が快適に過ごせる環境づくり、職員

が効率よく業務にあたれる環境づくりを行った。 

また、来年度のグランハート悠々園オープンに向けての大きな課題である、人

材の採用・育成にも努める年となった。フィリピンの EPA（経済連携協定）職員も

受け入れ開始から 1 年が経過し、着実に業務を習得し貴重な人員となっている。

悠々いきいき初任者研修修了生の採用も 4 名に増えた。外国籍とシニア層の新た

な介護人材を採用・育成できたことは、今後の介護人材確保に向けての大きな自

信となった。 

 

Ⅱ.実績 

１．利用者サービスの向上 

(1)快適に過ごせる環境作り 

 12 月に館内のカーテンのリニューアルを行った。直接フロア職員が色や柄を

選んだことで、各フロアの特色に合った雰囲気となっている。フロア内のテーブ

ルや椅子の入れ替えまでには至らなかったが、来年度早々に入れ替えができるよ

う選定を進めている。 

 

 （2）介護記録システムの変更 

   10 月末にタブレット端末に対応した新たな介護記録システムを導入した。開

所時より15年間使用してきた記録システムからの切り替えのため戸惑いもあっ

たが、約半年間の移行期間を経て 2 月から本格的に運用が始まっている。今後

はケアプランの作成も同システムに切り替え、更なる業務の効率化を図ってい

く。 

                             

  (3)ご利用者様の体力向上 

   今年度は非常勤の機能訓練士を 1 名増員したことで、個別のマッサージや関

節可動域運動だけではなく、集団体操や昼食前の口腔体操など集団で行う機能

訓練のプログラムも充実している。 

 

２．職員の質の向上 

（1）人材育成 

   「キャリア段位制度」の導入として、フロアチーフがアセッサーの資格を取

得した。昨年度は主任が取得しており、これでリーダー層の職員が取得したこと
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となる。施設内において介護職員のキャリア・アップを推進・支援していく役割

を担う人材育成が進んでいる。 

 

（2）新たな介護人材の採用 

    今年度はベトナムからの留学生 1 名の受け入れを行ったが、日本語力を高

める環境をお互いに構築することができず語学力が伸び悩み、継続して就労

することが困難となった。来年度も 1 名の受け入れを予定しているため反省

点を活かし、外国籍の介護人材が仕事に従事できる環境を整えたい。 

 

（3）介護職員初任者研修事業への参加 

 7 月と 10 月の 2 回、介護職員も講師として参加した。講師経験を通じて、

受講生の個別性や集中力、体力などに応じた講義内容を組み立てることがで

きるようになり、「伝える力」の向上に繋がった。 

 

３．地域連携、貢献 

（1）障がい者施設との連携 

ア．花壇作り 

 6 月に障がい者施設のご利用者様と、当事業所のご利用者様が一緒に

苗を植え「sakuko の花壇」を育てる予定であったが、天候に恵まれず 10

月に変更し実施した。障がい者施設のご協力のもと苗植えをしながら互

いに交流を深める良い機会となった。 

  イ．勉強会の開催 

      障がい者福祉、高齢者福祉の連携の一環として互いに学べる環境作り

を検討していたが、今年度中の実施に至らず来年度の 5 月に持越しとな

った。障がい者施設の職員を講師としてお招きし、精神障がい分野につ

いて理解を深めていく場とする。 

    ウ．特別支援学校との連携 

   今年度は、特別支援学校から職場体験の依頼はなかったが、就労支援

の一環として施設見学会を開催し、6 名の学生が参加した。次年度に向

けた就労には至らなかったが、今後も地域の支援学校とは連携を図り就

労に向けた支援を実践していく。 

 

 （2）小学校における総合学習プログラムへの協力 

  「高齢者を知ろう」や「高齢者と触れ合う」を学習のテーマとして来園

した鶴川地域の小学校 2 校の生徒の受け入れを行った。明治生まれや大正

生まれの高齢者と触れ合うことが初めての生徒がほとんどの中で、質問形

式での会話や手遊びなどを通じて交流を図ることができた。 
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［ 短期入所施設 ］ 

Ⅰ.総括 

「ご利用者様の立場になって考える」をテーマとしてサービス提供を実践して

きた。有意義に過ごしていただく為に出来ること、「またここに来てよかった。」

と思っていただけるには何が必要かを考える１年であった。 

昨年度実施したアンケート結果を元に、居室環境の整備や外出イベントの計

画・実施を行う事、滞在中のアクティビティについても、機能訓練を始め様々な

趣味活動を提供する事で、ご利用者様の滞在中の満足度を高める事ができた。 

地域のセーフティネットという役割についても意識して取り組み、諸事情によ

り在宅生活が困難になってしまったご利用者様の緊急受入れも積極的に行った。 

 

Ⅱ.実績 

１．利用者サービスの向上 

 
（１）外出イベントの実施 

月に１回ご案内していたイベントを、今年度は月に２回ご案内することで、

滞在中の楽しみを増やす事ができた。ご利用者様に事前に行きたい場所を伺

い、「ケーキが食べたい。」「季節の花を見に行ってみたい。」「久しぶりに買い

物に行ってみたい。」といったご要望に沿った場所へご案内する事ができた。 

 

（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運動する

機会を多く設けられるように取り組んだ。 

特に新規ご利用者様を機能訓練にご案内した際には「とてもいいね。次に

来た時もやってもらいたい。」等、評価をいただく事と共にリピート利用に

繋げる事ができた。また、「家に帰ってから歩くのが楽になったよ。」と、嬉

しいお言葉も多く頂いている。 

機能訓練のニーズは高くいただいている為、引き続きサービスの特色とし

て取り組んでいく。 

 

（３）居室環境の整備 

ご利用者様より「飲み物を置く場所や、書き物をする為に机があるとい

い。」とご希望があり、より過ごしやすい環境を提供できるように、居室に

設置するテーブルを４台購入した。 

また、「部屋に観葉植物を置いてもらいたい。」と希望があったが、管理

や衛生面を考慮し、壁に飾れる花柄の大きいカレンダーを各居室に用意し

た。「これがあるだけで部屋の雰囲気が変わるね。」との声も頂けた。 
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（４）福祉用具の充実 

当初購入を予定していた福祉用具は、新規のご利用者様が増えた事、リ

ピーターのご利用者様の利用終了に伴い、ご利用者様に大きな変化があっ

たため、購入を見合わせた。再検討した後、ご利用者様の声や状態の変化

に対応していけるように、福祉用具を準備していきたい。 

 

（５）アンケート調査の実施 

昨年度に続き、滞在中に簡易的なアンケート調査を実施した。アンケー

ト用紙をお渡しして記入していただく事や、聞き取り形式でアンケートを

行い、ご利用中の率直な意見や要望をお聞きした。職員の接遇や対応につ

いては「優しくて笑顔が多い。」と評価をしていただけている。また「ポプ

リホールや武相荘に行ってみたい。」などの具体的なご意見も多くいただい

た。来年度の実現に向けて取り組んでいく。 

 

 

２．職員の質の向上 

 

（１）人材育成 

「キャリア段位制度」を導入し、アセッサーによる職員の「知識」「実践的

スキル」の評価に取り組んだ。評価基準が明確となり、介護業務に何が求め

られているのか、目標を定めやすくなり職員のモチベーションアップに繋が

った。一方で、評価項目の多さと、実践評価を行う際の時間の確保が課題と

して挙げられる為、業務体制の見直しやマニュアルの整備等を検討していく。 

 

（２）障がい者ケアについての理解 

障がい者福祉、高齢者福祉の連携の一環として互いに学べる環境作りを

検討していたが、今年度中の実施に至らず来年度の 5 月に持越しとなった。

障がい者施設の職員を講師としてお招きし、精神障がい分野について理解

を深めていく場とする。 

 

３．地域連携、貢献 

（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、解決策等について情報収集に努め、短

期入所としての役割を見出していけるように参加調整を図ったが、ご利用者

様への対応等と重なり、参加する事に至らなかった。 
 

（２）緊急利用の受入れ 

居宅介護支援事業所や地域包括（高齢者）支援センターと連携し、介護者

（ご家族様）が病気で入院になってしまい、在宅での生活が一時的に難しく

なってしまったケースや、虐待（ネグレクト・セルフネグレクト）により保

護を目的として緊急利用が必要になったケースなどに対し積極的に受け入

れを行った。 
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［ デイサービスセンター ］ 

Ⅰ.総括 

「ご利用者様ファースト」。ご利用者様を第一にと職員の意識改革を行ってきた。 

内容としては広義に渡って変革が求められるものである為、今年度中での完遂と

いう結果には至らなかった。今後も継続し、職員の意識改革を浸透させていく。 

「認知症支援」について、在宅で生活される方の困りごとや、お悩みについて、

親身に関わる事は出来たが、同時に職員の認知症についての基本的な理解や、知

識の薄さが露呈された。この反省を生かし、次年度はより高い知識を身につける

事ができるよう邁進していく。 

「接遇」について、接遇マイスター受賞者を中心とした委員会組織を立ち上げ、 

接遇の向上について取り組みを開始した。まだ、着手間もないという段階である

為、今後も高い尺度で接遇改善を遂行できるよう、委員会を構成していく。 

 

Ⅱ.実績 

１．利用者サービスの向上 
（1）アクティビティの充実 

 当事業所の特色である、「充実した趣味活動・イベント」について、アクテ

ィビティの拡充を担当「趣味活動委員会」を中心に実施する計画にあったが、

立ち行かない結果となってしまった（趣旨を理解できていなかったなど）。委

員会の編成を見直し、次年度はご利用者様からのリサーチをはじめ、アクテ

ィビティの拡充を行えるよう取り組む。 

 

（2）「介護予防・日常生活支援総合事業」への取り組み 

  平成 30 年 4 月より、「国基準型指定第１号通所事業」町田市に指定更新の申

請を行った。要支援の方の受入れを全体の10％前後という事で申請を行った。 

  近隣事業所の要支援の方の受け入れ状況から、今回のような自己申請での受

入数ではなく、何らかの基準というものが策定されるとするならば、この 10％

前後という数が適切であるかは現段階で推し量る事はできない。 

今後の受け入れ体制については、平成 30 年度の受入れ状況を鑑みて、要支

援の方々のニーズにお応えしていく。 

 

（3）「認知症支援」の強化 

「認知症」について、職員一人ひとりがもつ知識や理解などの底上げを図る

ことを目標に取り組んできたが、まだまだ浸透が浅い状況を否めない一年とな

った。ご本人様や家族への支援についても、在宅で生活されている状況を踏ま

え、より認知症ケアの複雑な問題点を考察する必要がある。来年度は更なるス

キル向上に取り組む。 
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２．職員の質の向上 

（1）職員の資質及び専門性の向上 

毎月開催している月例のミーティング内にて、各委員会が主催となり勉強

会を執り行った。資質や専門性の向上は一朝一夕で成り立つものではないが、 

    職員によっては取り組み方に斑があるような場面も見られた。職員全員が 

必要性を理解し、スキル向上への取り組みを実践していく。 

    

（2）「接遇」向上推進 

    接遇マイスターの受賞者で構成される「接遇改善委員会」を設置、メンバ

ーを中心に「接遇の改善とおもてなしの心」を主眼に、職員主体となり改善

に取り組めるよう構成した。今後も職員の接遇向上推進に努める。 

 

３．地域連携、貢献 

（1）近隣の障がい者施設との連携 

今年度も計画通り、豆腐販売、パン販売を実施していただいた。パン販売 

について、ご利用者様からの購入希望が多く聞かれた事から、新たな事業所  

つるかわ学園「もくもくてん」様に販売を依頼。快諾をいただき、月２回の 

定期販売を新たに設ける事となった。ご利用者様からの評判も上々であった。 

 

（2）地域ボランティアとの関わり 

 今年度も、新たなボランティアが加入され「趣味活動」やイベントの充実化

を図る事ができた。引き続きアクティビティ等の拡充を行えるよう、法人ボラ

ンティアセンターと協働していく。 

 

  （3）地域包括ケアシステムへの参画 

    特定非営利活動法人コミュニティフレンド「悠々学園」の「住民主体によ

る地域活動団体型サービス」が行う地域の介護予防事業への協力について、

年度途中で欠員が出た事で、当初２名担当を予定していたが、１名での対応

となった。引き続き協力を行う。 

 

（4）地域交通安全への取り組み 

   運転従事者の安全運転励行と、体調管理、アルコールチェック等、滞りな

く実践できた。引き続き取り組みを行っていく。 
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［ ヘルパーステーション ］ 

Ⅰ.総括 

 29 年度は安定した運営と職員の質の向上を目標とし事業を進めた。全体研修や勉

強会の実施回数を増やし、事業所全体として職員の質の向上に努めた。各種マニュ

アルの見直しを行うなど、サービスの標準化も図っている。ただ稼働率は目標値に

は届かず、安定した事業運営を行うことはできなかった。原因としては目標として

いた人材の確保が出来ず、新規や増回依頼を受けられなかった事が挙げられ、人材

の確保と稼働率向上については次年度への課題となった。 

  

Ⅱ.実績 

１．利用者サービスの向上 

(1)「総合事業」への取り組み 

    総合事業の移行にあたっては、ご利用者様に対して制度の説明を行い、移

行後も小まめに訪問を行うなどした結果、大きな混乱はみられなかった。介

護支援専門員に対しても適宜、サービスの利用状況を報告し、連携に努めた。 

 

    (2)自費サービス 

    月平均 14 名のご利用者様が自費サービスを利用し、介護保険サービスでは

対応ができない部分の支援を行っている。月平均の利用人数としては 28 年度

から横ばいだが、問い合わせ件数は増加している為、様々なニーズに応じら

れるよう引き続き対応していく。 

 

     (3)アセスメント力の強化 

    アセスメントシートを再作成し、勉強会を行う事でアセスメント力だけで

はなく、ケアマネジメントプロセス全体についても理解が深まり、サービス

提供責任者の資質向上に繋がった。 

 

(4)コンプライアンスの徹底 

    事業所独自の内部監査点検シートを作成し、年 2 回(6 月、12 月)内部監査

を実施するなど法令遵守に努めた。また 12 月には町田市の実施指導を受け、

指摘事項については改善し、適正な事業運営を行った。 

 

   (5)リスクマネジメント 

「事故・ヒヤリハット区分表」の見直しを行い、全体研修で周知したこと   

でヒヤリハット報告件数が増加した。1 週間ごとに集計したヒヤリハット報告

の内容については経過検討会を実施し、大きな事故やトラブルに繋がる前に未

然に防ぐなど、事業所全体のリスクマネジメントに対する意識も高めることが

できた。 
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   (6)営業活動 

     新規利用者獲得の為、関連先居宅介護支援事業所へ登録職員の待機情報

を毎月提供すると共に広報誌(悠々通信)を通じて、当事業所の特色や魅力

を伝えたが、新規利用者数は月平均 2.6 人(28 年度月平均 3.3 人)と 28 年度

を下回る結果となった。 

   

    ２．職員の質の向上 

  (1)全体研修の継続 

     29 年度は全体研修を同じ内容で月 2 回実施し、多くの職員が参加しやす

い環境を整えることに尽力した。結果として 28 年度より参加人数が 2 倍に

増え、登録職員の質の向上に努めた。 

 

       (2)登録職員指導テキストの見直し、再作成 

     「サービスマニュアル」の見直しを行い、再作成し、全体研修にて周知

する事で、サービスの標準化を図り、事業所全体として質の向上に繋がっ

た。また、安全対策と感染予防を目的に各種マニュアルも全面的に見直し

を行い、有事の際に適切な対応を迅速に行える準備を整えた。 

      

 （3）サービス提供責任者間の勉強会 

     サービス提供責任者のヒアリングを 3 か月毎に主任が行い、業務上の課

題や不安箇所を確認している。課題改善と実務能力向上を目的としたミー

ティングと勉強会も毎月実施した。特に介護保険制度改正をテーマとした

勉強会を 3 回行ったことにより、制度改正に対する理解が深まり、次年度

に向けての準備がスムーズに進んでいる。また外部研修にも積極的に参加

することでサービス提供責任者としての資質向上も図っている。 

 

   （4）人材の確保 

     悠々いきいき初任者研修修了生から 2 名採用したが、目標していた 5 名

採用には至らなかった。引き続き人材の確保に努めるが、採用は厳しい状

況にある。仕事と子育てが両立できる、働きやすい職場環境の構築や登録

職員の時給の見直しなど、人材確保に向けて今後も検討していく。 

 

 ３．地域連携、貢献 

 （1）知的障がい者支援法人との連携 

     2 月と 8 月に開催された白峰福祉会主催の「知的障がい者 移動支援従事

者養成研修」に登録職員も参加し、連携を図る事でヘルパー派遣能力の向

上に努め、共生型サービスに向けて準備を進めた。 

 

 (2) 地域イベントへの参加 

   地域連携を意識し、地域で行われるイベント(鶴川 de ウォーキング、フェ

スタ鶴川)に積極的に参加した。 
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［ 居宅介護支援事業所 ］ 

Ⅰ.総括 

平成 29 年 12 月、町田市による実地指導検査を受けた。その総括にて、指摘事項

が無く、必要書類が整っているとの評価をいただくことができた。 

定期的な「内部監査」の実施によって業務点検の効果を大きく実感しており、今

後も法令遵守・質の高いサービス提供ができるよう継続して取り組むこととする。 

また、「医療連携の強化」を意識し取り組んだことで、平成 30 年度介護報酬改定

での「医療と介護の連携の強化」にも対応できる準備が可能となった。 

 下半期において職員の入退職があったものの、年間を通して安定して事業運営に

取り組むことができた。 

Ⅱ.実績 

１．利用者サービスの向上 
（1）自立や生活の質の向上 

    身近に支援者がいないご利用者様や、世帯全体を支援する必要があるご利

用者様の対応を多く担当させていただいている。 

   行政機関や地域包括(高齢者)支援センター、サービス事業所等、様々な関係

機関との連携をしながら、支援に取り組むことに努めた。 

 

  （2）町田市「総合事業」への取り組み 

    「町田市介護予防・日常生活支援総合事業」についての情報を、町田市や

身近にある地域包括（高齢者）支援センターより情報収集し、ご利用者様や

ご家族様に対し適切な情報提供を行い、スムーズにサービスが移行できるよ

う取り組むことができた。 

 

（3）医療連携の強化 

  介護保険制度上でも医療連携の強化が大きく言われている。医療機関・医療

職の方とスムーズに連携ができるよう、町田市「Ｄｒ．ＬＩＮＫ」や「ケアマ

ネサマリ（入院時・外来受診時情報提供書）」を積極的に活用することに努め、

入退院時の連携がスムーズに行われるように取り組むことができた。 

 

（4）ケアマネジメントの充実 

     ア．事業所内内部監査を定期的に実施したことに加え、１２月に町田市実

地指導が行われ、そのことを機に更なる法令遵守を徹底し、適切なケア

プラン作成に取り組むことができた。 

イ．週間ミーティング等で事例を検討・情報共有し、質の高いサービス提

供ができるよう努めた。また、町田市が行うケアマネジメント勉強会へ

事例を１件提出し、作成しているケアプランの点検を実施してもらうこ

とができた。 
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２．職員の質の向上 

（1）業務マニュアルの作成 

   業務マニュアルの作成に取り組み、業務手順や内容を明文化し、業務内容を 

再確認しながら進めた。しかし完成までには至らず、次年度も引き続き完成に

向けて継続して取り組むこととする。 

 

（2）研修の充実 

ア．外部研修での「町田市ケアマネジャー連絡会」「相模原町田地区介護医

療圏インフラ整備コンソーシアム」への定期的参加はもちろんの事、「ケ

アマネカフェ」「市民向けセミナー」や「多職種連携研修」、「国際福祉機

器展」「東京都・国保連開催研修」等多くの研修に積極的に参加している。 

イ．事業所内での週間ミーティングでの研修を週 1 回実施。また法人内研  

修にも積極的に参加している。 

 

（3）実習生の受け入れを通して学ぶ 

ア．「介護支援専門員実務研修」における実習生を３名受け入れ。職員全員

がケアマネジャー育成に携わることを通して、自らの業務の振り返りに

つなげている。 

    イ．「社会福祉士の実習生」を１名受け入れ。自らの相談援助技術を振り返

り、気付きを得る機会となっている。 

 

３．地域連携、貢献 

（1）介護保険制度および医療・保健・福祉制度の情報提供 

ア．平成 30 年度の介護報酬改定への取り組みについて、鶴川圏域内の特定

事業所となっている居宅介護支援事業所が集まり、情報を共有し、今後

も協力・連携して取り組めるよう努めた。 

イ．デイサービスの家族会に参加し、必要に応じた情報の提供が行えるよ

う協力している。 

    

（2）地域との交流 

   「鶴川ｄｅウォーキング」等の鶴川地域のイベントへ参加し、地域の方々と

の交流が図れるよう努めた。 

 

     (3) ケアマネジメントの質の向上 

     週間ミーティング内で、社会資源の情報共有として、福祉用具事業所を招

き商品等の体験・説明会を実施。近隣の他居宅介護支援事業所４事業所（７

名）も参加し、他の居宅介護支援事業所やサービス事業所と情報共有し連携・

貢献に努めることができた。 
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［ ケアフルクラブ ］ 

Ⅰ.総括 

事業展開する町田市及び川崎市の総合事業がスタートし、業務のスリム化、オ

ペレーションの簡略化を大きな課題として取り組んだ一年であった。各職員のア

イデアを反映させ十分に成果を得ることができたが、まだまだ改善の余地が残さ

れており、引き続き進めていくこととする。 

平成 30 年度より参入する「各市基準通所型サービス（町田市：単独型、川崎市：

短時間型）」に向けて大きな変化を求められ、準備に追われる日々であったが、建

設的な意見をもとに、「筋トレ」と「脳トレ」のサービス提供等新たな事業体制を

作りあげることができ、次年度に繋がる一年となった。 

また、残念ながら目標達成できずに終わった稼働率については、重要課題とし

て継続的に取り組み、経営基盤の安定した元気で賑わいのある事業所目指すここ

とする。 

 

Ⅱ.実績 

１． 利用者サービスの向上 

（1）サービス提供内容の見直し 

サービス提供の主である「筋力トレーニング（筋トレ）」に加え、新たに脳

の活性化を目的とした学習指導「脳活性化トレーニング（脳トレ）」のプログ

ラムをはじめた（４月）。「脳トレ」参加者からの評判も良く、「筋トレ」だけ

ではない複合的なサービス提供により、新たな魅力を発信できている。 

 

（2）機能訓練室（フロア）の模様替えと環境整備 

「脳トレ」プログラムの開始に伴って、パーテーション利用やカフェコー

ナーの設置等、大幅なフロアのレイアウト変更を行った（４月）。 

また、環境整備については、衛生管理巡視指摘事項を速やかに改善し、職

場の安全と環境の整備に努めた。 

  

（3）交通安全と防災意識 

 運転員と添乗員の「送迎業務相互チェック」を予定していたが、業務スリム

化による添乗員の廃止に伴い実施には至らなかった。事故ゼロで終わり、今後

も丁寧で安全な送迎サービスの提供を心掛ける。 

また、計画された避難訓練は予定通り実施し、それ以外でも防災や安全、特殊

詐欺等に関わる情報を発信した。 

 

（4）イベントの開催 

 計画に沿って「非日常の提供」を目的としたイベントを月末に開催した。し

かし、マンネリ化もあり参加者は減少傾向にある。今後要検討材料とする。 
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２．職員の質の向上 

（1）研修の充実 

各種研修への積極的な参加を促したが、日常業務の煩雑化で外部への研修

参加は計画通りにはならなかった。しかし毎月の定例会議での職員研修は実

施できており、事業所全体のスキルアップには繋がっている。 

 

（2）業務のスリム化 

トレーニングプログラム管理ソフト（テクノジム社）のサービス終了に伴

い、デジタル化から紙ベースのアナログ化に変わった（10 月）。大きな混乱も

なく、業務もスリム化されている。また、オペレーションの簡略化も各所実

施できており各職員の負担軽減に繋がった。 

 

 

３．地域連携、地域貢献 

（1）地域ケア会議等の参加 

  定期開催される地域ケア会議や、地域連携に関わる会議や交流会に積極的に

参加し、顔の見える関係作りを築いた。 
 

（2）介護予防教室の受託 

健康に関する講師活動は、継続して受託した。また、フロアを開放しての各

種運動教室も開催し、地域ぐるみで健康作りに努めた。 

 

（3）自費クラスの増回 

フロアの空き時間を有効利用し、月曜及び金曜日の８時半より自費クラスを

増回させた。３月末現在 104 名が参加されている。 

 

 

４. その他 

（1）次年度の事業に向けて 

平成 29 年度を以て、「国基準型サービス」の「みなし指定」有効期間が終了

した。平成 30 年度は各市基準でのサービス提供となり、新たに指定申請の必

要がでてきたため、町田市及び川崎市の指定基準を確認し申請を行った（１月

及び２月）。また、平成 30 年度の事業説明をご利用者様向けに行い、継続利用

を促した（2 月）。 

 

（2）稼働率の向上 

当事業所の特色や魅力を伝えるパンフレットを作成し、各高齢者支援センタ

ーを中心に広報活動も強化した。継続して多くのご利用者様の獲得を目指す。 

 

（3）総合事業移行に伴う確実な事務作業 

予防給付と各市の総合事業が混在し、ご利用者様との契約をはじめ請求や行

政への手続き等混乱しやすい状況であったが、大きなミスやトラブルなく確実

に実施することができた。 
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［ グループホームⅠ ］ 

Ⅰ.総括 

 新しく記録管理システムを導入することで、業務の効率化、改善に向けて大きく

踏み出した一年となった。ご利用者様の身体機能が徐々に低下し、介助量が増えて

きている中でも、ご利用者様と関わる時間は維持しつつ、残業時間を削減すること

が可能となった。 

近隣のグループホームとも、施設、地域のイベントに参加、共同開催をし、ご利

用者様の地域交流の場も増え良い関係性が築けている。 

近隣の高齢者支援センターや近隣の保育園、幼稚園、小学校と昨年同様に連携を

図り、恒例イベントにも参加させて頂いた。今後も関係性も継続しつつ、自施設の

イベントにも多くの方が参加して頂けるよう準備を進めていきたい。 

Ⅱ.実績 

１．利用者サービスの向上 

（1）個別サービス年度計画 

  年度の計画を立てるというところまでは至らなかったが、各居室担当が意見を

出し合い、個々のニーズに応じた外食や外でのイベント参加、1 泊旅行など行う

事ができた。ご利用者様の笑顔もたくさん見え、日常生活の活性化にも繋がった。

継続して外出する機会を増やしていく。 

 

（2）家族との共同イベント 

  5 月、バーベキュー 7 月、夕涼み会 10 月、秋祭りのイベントを園庭で行い、

ご家族と一緒に食事や花火鑑賞を楽しめた。今後も継続して行なう。 

 

（3）優っくりカフェへの参加 

  隔月で開催される優っくりカフェに参加をし、デザート作りから提供まで関わ

っている。地域交流の場を今後も増やし、ご利用者様の生きがい、やりがいに繋

げる。 

 

（4）展示会等への作品作り 

  グループホーム連絡会と本町田小学校の展示会に参加し、作品の展示を行った。

販売ブースにも出展し、７４点の作品を販売することが出来た。作品が売れるこ

とで、ご利用者様も次回の作品作りへの意欲にも繋がっている。 

 

（5）ご利用者様・ご家族様へアンケートの実施 

  奇数月にアンケート用紙を請求書に同封させて頂いた。現在までに２通のお声
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を頂き、返答、対応をしている。 

２．職員の質の向上  

（1）ケース記録のタブレット化 

  ケース記録入力ソフトを導入することで業務の効率を図った。全ての職員が入

力業務にも慣れ、ケアプランの作成にもソフトの導入を進めている。今後は請求

業務にも同ソフトの使用を検討する。 

 

（2）交換研修 

他法人と４名の職員の交換研修を行った。視野を広げることや見られること

で日々の業務を振り返り、改善に繋げていくことが出来ている。 

 

 （3）他ユニットとのミーティングの開催 

   会議等で対応事例や業務内容について新たな対応、改善方法を見出せるよう

検討する場を持った。他ユニットからの意見を貰うことで新しい発想に繋がり、

サービス提供の向上、業務効率に繋がった。 

    

 （4）職員確保 

  学童の迎え入れや休日の昼食等、親が安心して就労できる体制作りを行ってき

た。土日祝日の就労人員が少ない中、児童の受け入れが可能だということで出勤

出来る職員も増えている。 

 

 （5）内服薬研修 

   製薬会社より認知症薬や糖尿病薬についての研修を開催してもらう。効能か

ら副作用について学び、改めて服薬の重要性を共有出来た。定期的な開催をす

るとともに様々な内容の研修を計画し、職員のスキルアップに繋げる。 

 

３．地域連携・貢献 

（1）他圏域との連携 

  町田圏域で受け持った研修で、他法人と行えなかったが、町田病院の管理栄養

士と共同で、「食事から認知症予防」を開催した。地域の方からの反応も良く、

次回は近隣自治会に向けて開催する予定になっている。 

 

（2）近隣施設との連携 

  近隣施設からタオル集めをすることからはじめ、頂いたタオルで雑巾作りを行

ってきた。思ったほどのタオルが集まらず、当初予定をしていた数の雑巾を作る

ことが出来なかったが、小学校の PTA の方にも協力頂くことが出来た。今後も

様々な連携が図れるよう新たな関係性を探っていく。 
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［グループホームⅡ］ 

Ⅰ.総括 

 平成 29 年度はご利用者様の顔ぶれも変り、身体機能の高い方々も増えた。役割

も変化し、施設、地域イベントへの積極的な参加や、生活の役割の中でも広がりを

感じた年であった。 

身体介助だけではなく、外出や作品作り、デザート作りに多くの時間を使い、活

動的な時間が増えた。そのため、ご利用者様の活動時間に多くの職員が配置できる

よう、職員の勤務時間の変更や介護ソフトの導入、職員同士の意見交換を行い、業

務の見直しに注力した。 

 近隣の高齢者支援センターや近隣の保育園、幼稚園、小学校と昨年同様に連携を

図り、恒例イベントにも参加させて頂いた。今後も関係性も継続しつつ、自施設の

イベントにも多くの方が参加して頂けるよう準備を進めていきたい。 

Ⅱ.実績 

１．利用者サービスの向上 

（1）外出イベントの継続 

  各ユニットの定期イベントを継続して行なうとともに、地域の飲食店や美容室

等とも引き続きいい関係を築いている。今後もご利用者様が社会参加できる環境

作りを広げていく。 

 

（2）家族との共同イベント 

  5 月、バーベキュー 7 月、夕涼み会 10 月、秋祭りのイベントを園庭で行い、

ご家族と一緒に食事や花火鑑賞を楽しめた。今後も継続して行なう。 

 

（3）優っくりカフェへの参加 

  隔月で開催される優っくりカフェに参加をし、デザート作りから提供まで関わ

っている。地域交流の場を今後も増やし、ご利用者様の生きがい、やりがいに繋

げる。 

 

（4）展示会等への作品作り 

  グループホーム連絡会と本町田小学校の展示会に参加し、作品の展示を行った。

販売ブースにも出展し、７４点の作品を販売することが出来た。作品が売れるこ

とで、ご利用者様も次回の作品作りへの意欲にも繋がっている。 

 

（5）ご利用者様・ご家族様へアンケートの実施 

  奇数月にアンケート用紙を請求書に同封させて頂いた。現在までに２通のお声
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を頂き、返答、対応をしている。 

 

２．職員の質の向上  

（1）ケース記録のタブレット化 

  ケース記録入力ソフトを導入することで業務の効率を図った。全ての職員が入

力業務にも慣れ、ケアプランの作成にもソフトの導入を進めている。今後は請求

業務にも同ソフトの使用を検討する。 

 

（2）交換研修 

他法人と４名の職員の交換研修を行なった。視野を広げることや見られるこ

とで日々の業務を振り返り、改善に繋げていくことが出来ている。 

  

 （3）他ユニットとのミーティングの開催 

   会議等で対応事例や業務内容について新たな対応、改善方法を見出せるよう

検討する場を持った。他ユニットからの意見を貰うことで新しい発想に繋がり、

サービス提供の向上、業務効率に繋がった。 

 

 （4）職員確保 

  学童の迎え入れや休日の昼食等、親が安心して就労できる体制作り行ってきた。

土日祝日の就労人員が少ない中、児童の受け入れが可能だということで出勤出来

る職員も増えている。 

 

（5）内服薬研修 

   製薬会社より認知症薬や糖尿病薬についての研修を開催してもらう。効能か

ら副作用について学び、改めて服薬の重要性を共有出来た。定期的な開催をす

るとともに様々な内容の研修を計画し、職員のスキルアップに繋げる。 

 

３．地域連携・貢献 

（1）他圏域との連携 

  町田圏域で受け持った研修で、他法人とは行えなかったが、町田病院の管理栄

養士と共同で「食事から認知症予防」を開催した。地域の方からの反応も良く、

次回は近隣自治会に向けて開催する予定になっている。 

 

（2）近隣施設との連携 

  近隣施設からタオル集めをすることからはじめ、頂いたタオルで雑巾作りを行

ってきた。思ったほどのタオルが集まらず、当初予定をしていた数の雑巾を作る

ことが出来なかったが、小学校の PTA の方にも協力頂くことが出来た。今後も

様々な連携が図れるよう新たな関係性を探っていく。 
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［ 訪問看護ステーション悠々園 ］ 

Ⅰ.総括 

医療依存度の高いご利用者の「人生の最期を長年住み慣れた家で家族と一緒に過

ごしたい。」という切実な思いに対し、その時その場面に応じた訪問看護による支援

展開を 365 日昼夜問わず実働してきた。また、「老老介護」「独居」「認知症」の高齢

者に関しては、日頃より情報共有しながら訪問繰り返し在宅療養生活の継続困難と

思われた場合は居宅介護支援事業所や地域包括（高齢者）支援センターへつなげ、

早期に働きかけ社会資源の活用に動いた。そして、一連の経過から今後の問題点と

して介護する側の「介護者の弱体化」が浮き彫りとなった年であった。また、12 月

には開設以来初の東京都福祉保健局の実地指導があり、指摘内容を踏まえ適正な運

営に努力した。 

 

Ⅱ.実績 

１．利用者サービスの向上 
（1）安心できる環境づくり 

   退院前カンファレンスには積極的に出席し在宅療養生活に向けての環境を

整えるべく在宅医の選定・介護力の補充・訪問薬剤師の導入・介護ベッドや手

すりなどの設置について話し合い、在宅に繋げた。人工肛門造設された方や輸

液ポンプによる 24 時間輸液注入の方など退院前には一通り説明・指導を受け、

在宅生活へ移行するが、慣れない手技などからくる緊張や不安を少しでも払拭

することができるよう 365日いつでも必ずつながる緊急コールで電話対応し訪

問が必要と感じられ同意が得られた時には緊急訪問し対応した。 

 

（2）早期発見と円滑な医療機関との連携 

   独居のご利用者が転倒され緊急コールあった時は緊急訪問し、受傷部位の確

認後、かかりつけ医師に連絡し状態報告、病院受診に繋げた。ほか、訪問時に

ご利用者の呼吸状態に異変認めた際には必要な看護手技実施する傍ら、医師に

状態報告、医療機関に電話連絡し救急搬送依頼、緊急入院となった。 

 

（3）サービス向上に向けた職員間の情報共有 

   ご利用者に「訪問看護に来てもらい安心できた。」と思っていただけるよう、

各受持ちに限らず全ご利用者の状態を把握するため、毎日朝・夕礼で申し送り、

職員間で情報共有した。 

 

 （4）看取りへの対応 

   その人らしく最期の時を迎える準備とし、経過段階に合わせての説明をさせ
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て頂き、ご利用者・ご家族の意思決定のもと看取り支援をしてきた。ご家族と

の思い出づくりの為に旅行に出かけ、最期を迎える体力の限界まで医療機関に

受診された事案もあった。また、最期の瞬間まで好物を摂取され、息を引き取

る直前まで入浴された事案もある。今年 1 年間の看取り件数は 5 件であった。 

 

２. 職員の質の向上 

（1）内外研修への参加 

   通年実施され全国訪問看護協会主催の「訪問看護師基礎研修」「精神科訪問

看護基本療養費算定要件研修」に新人看護師 1 名が参加することができた。 

 

(2)  町田市訪問看護ステーション連絡会への定期的な参加 

年間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共有ができた。また、昨年度から引き続き症例発

表・事例検討の司会進行を務めた。在宅医療依存度の高いご利用者が増え

ている中、病院の医療相談員や保健師との顔の見える関係づくりの場とな

り、看看れんけいに繋げることができた。 

 

 

  ３．地域連携、地域貢献 

（1） グループホームとの医療連携 

    今年 7 月末でグループホーム悠々園Ⅰ・Ⅱとの医療連携契約は解約とな

ったが、グループホームファーストリビングへの医療連携（業務委託）に

よる週一回の入居者への健康管理および医療相談は継続できた。 

 

（2） 地域協力病院との連携 

     病状悪化による入院や予期せぬ緊急入院となった時には、看護要約サマ

リーを入院先医療機関に FAX・郵送することでご利用者の情報の共有に役

立てることができた。 

 

（3）地域イベントへの参加 

    5/28 開催イベント「鶴川 de ウォーキング」、10/29 開催の「ハロウィン・

ウォーキング」にそれぞれ訪問看護師 2 名づつ参加し、救護班を務めた。 

 

 ４．その他 

   12/21（木）13 時から東京都福祉保健局の実地指導が行われ、運営規定と 

契約書類の文言の整合性がとれていない、苦情処理体制の詳細明記、訪問看

護療養費の誤請求等の指摘あったが、すでに報酬返還手続きと行政報告を終

えた。今後、適正な運営に努める。 
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［ あんしんハウス ］ 

Ⅰ.総括 

平成 28 年 8 月から始まった東京都居住支援モデル事業も 2 年が経過し、東京都

への居住支援法人の申請や、町田市居住支援協議会設立に向けた意見交換会等、

居住支援の担い手として社会的な役割を果たしていく大きな節目の年となった。 

事業実績として入居者数は、2 年間で 20 件を超え、相談件数については、町田

市以外からの問い合わせも含めると 200 件程となった。共同リビング（地域交流

の場）への参加人数は、延べ 800 名を超え、多くの方々が参加し、地域住民との

顔の見える繋がりと、ご利用者様との互助の関係を少しずつであるが構築できた。 

共同リビングや買い物支援に関わる送迎の仕組みについては、車両や人員の問

題などにより整備を進めることが難しかったが、今後は、住民主体による生活支

援に絡めた送迎の仕組みづくりに取り組んでいく。また、国土交通省の重層的セ

ーフティネット構築支援事業に係わる助成金の申請も行い、財源の確保も同時に

していく。 

Ⅱ.実績 

１． 利用者サービスの向上 
（1）共同リビング及び買い物等の送迎支援 

ご利用者様へ、個別に共同リビングへの参加を促し、延べ 800 名を超

える方にご参加いただいた。その一方で、一人での参加に不安を感じる方

や、送迎の仕組みが無いと参加が困難な方もいた。 

 

（2）木曽、山崎地区の広報活動 

    地域密着型の介護情報誌を利用し、木曽、山崎地区だけではなく、町田

市全域への広報活動に努めたが、問い合わせ件数は 10 件程度であった。

しかし、新たに施行された住宅セーフティネット法により、昨年 10 月以

降マスメディアからの取材が増え、報道をご覧になった全国の視聴者・購

読者から居住支援について多くのお問い合わせをいただいた。居住地が遠

方の方に至っては、電話相談のみとなったが、全国からお寄せいただいた

貴重な情報や相談事例を今後の支援に活かしていきたい。 

     
（3）現サービスの見直しと新サービスの検討 

入居相談時に、賃料を下げられないかという要望があった。健康面の

サポートが必要なく、自立した生活を営むことが可能と思われる方に対し

ては、見守りシステムを除外するなど、相談者のニーズに合わせたサービ

ス提供を行った。 

 

（4）生活困窮者への就労支援 

就労を希望するご利用者様へは、ハローワーク等への同行を行った。  
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今後は、生活困窮者就労訓練事業書の認定の申請を行い、生活困窮

者へ就労支援を個別に計画し、社会参加や自己実現、知識や技能の

習得の機会に繋げていく。 

       

２．職員の質の向上 

（1）研修会への参加  

伴走型支援士 2 級講座を受講した。また、その講座に参加する他

の居住支援事業者と意見交換でき、他法人の現状や動向を把握する

良い機会になった。居住支援に係わる研修等へは、継続して参加し

ていく。 

 

３．地域連携 

（1）地域で見守る仕組みづくり 

ご利用者様への定期訪問や見守り支援と併せて、鶴川地区協議会

のフードバンクを利用し、お米や冷凍食品の提供を行った。食材の

配達時や定期訪問の際には、ご利用者様の生活状況等を伺うことが

できた。今後は、見守り機能と緊急時の強化の為、民間企業からの

暮らしに役立つ情報提供の仕組みを鶴川地区協議会の応援企業と構

築してく。 

 

４. 地域貢献 

(1）地域共生に向けての取り組み 

鶴川地区協議会が主催する鶴川 de ハロウィンウォーキングや グ

ランハート町田主催の日刊スポーツボッチャ大会等、多くの地域イ

ベントに参加させていただいた。子供から高齢者まで世代を問わず

交流する良い機会となり、今後も、鶴川地区協議会等が主催するイ

ベントに参加、協力させていただき、地域との繋がりを絶やさない

ように努めていく。 

 

５．その他 

 (1）緊急時・災害時の対応 

1 名のご利用者様が入院先で持病の為、死去されたが、ご家族様、

病院、行政、不動産会社と連絡を密に取り、最後までご利用者様に

親身になって寄り添えたことで円滑な退去支援に繋がった。 

 

(2）動画サイト等を利用しての情報発信 

あんしんハウス事業のニュースやメディア掲載の内容が一目で

分かる様にホームページに変更を加えた。メディアに掲載された際

のアクセス数は、通常の 10 倍もあった。今後は、アクセス数のデー

タを分析し、記事や更新のタイミングを検討していく。 
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［介護職員初任者研修事業］ 

Ⅰ.総括 

昨年度に引き続き、「町田市元気高齢者介護人材育成雇用事業」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」を実施した。介護資格取得後

の高齢者施設等への就労支援と、既就労者へのフォローアップを行い就労定着と社

会参加への促進を図った。就労以外にもボランティアとして介護施設等で関わるな

ど、研修修了後、多くの方々が介護現場の一端を担う役割を持ち、様々なかたちで

活躍されている状況である。 

 

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。全2回定員40名に対し、

受講者数：35名、資格取得：33名、就労決定：22名であった。 

１．利用者サービスの向上 

（1）介護現場に則した講義の実施 

現場ならではの話や資料を織り交ぜ、就労に向けたイメージが湧くような講

義展開に努めた。受講アンケートでは各科目、「イメージしやすく、分かりや

すかった。」との評価を概ねいただくことが出来た。 

 

（2）市内高齢者施設への就労への支援 

市内事業所連絡会等において研修の周知を図り、合同面接会への参加協力を

得るなど受講者の就労先創出に努めた。合同面接会には8社の参加があり、実

際に就労に繋がったケースもあった。受講者・事業所双方にとって有用な場と

なっているため、来年度も市内事業所の協力を得られるように努め、就労のき

っかけ作りをしていきたいと考える。 

 

（3）就労支援と就労者へのフォローアップ 

既定の講義時間に加え以下のプログラムを独自に追加した。新たな取組みで

は、就労定着サポートとして全修了者を対象とした「悠々いきいき同窓会」を

開催し、近況や仕事のやりがい、悩み等を共有する場とし、お互いが良い刺激

を受け合う機会となった。  

＜就労支援プログラム＞  

・職業人講話 ・施設見学会 ・合同面接会 ・個別面談 ・面接同行 

・キャリアコンサルティング ・職場体験協力依頼 ・同窓会 
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２．職員の質の向上 

（1）研修講師 

職員育成を目的に、講師要件を満たすリーダー層の職員が出講した。介護職

の魅力発信と、介護現場や就労後のイメージができる講義内容となるよう講師

一同心掛けた。受講アンケート結果では「熱心」「ていねい」等のご意見を各

回いただき、今年度においても一定の評価をいただけたものと考える。 

 

（2）リーダー職の指導力向上 

多くの受講者の個別性に応じた指導機会を得ることにより、着実に伝える力

を向上させていると捉えている。講師職員においては、介護知識・介護技術・

心得等の部分で自身を振返る良い機会にもなっているため、今後も講義展開に

磨きをかけながら、職員個々の資質やリーダーシップ向上に繋がるものとして

いきたい。 

 

３．地域連携、貢献 

(1）元気高齢者の社会参加の促進 

（ア）介護職員初任者研修を受講料無料にて実施 

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育成と就労支援を行った。 

＜年2回＞ 第1回 : 平成29年6月 9日から 7月21日 

 第2回 : 平成29年9月29日から11月10日 

昨年度受講者の意見を踏まえ、研修は週5日から週4日に変更した。受講者より

「週半ばに休みがありバランス良く受講できた。」という反応をいただけたこと

から、来年度も週4日ペースとしていきたいと考える。 

 

（イ）元気高齢者を福祉サービスの担い手、地域の担い手に 

上記の就労支援を行い目標の20名に達する方々が介護施設等で就労された。

「研修を機に共通の仲間や、新たな人との繋がりを持てるようになった。」等の

声も聞かれ、この研修が元気高齢者にとって地域や社会との繋がり・役割を持つ

きっかけにもなっている。 

＜就労先の業務内容＞ 

・介護職員（特養、デイサービス、グループホーム、訪問介護）：18名 

・介護補助、送迎ドライバー、ハウスキーパー：3名 

・職業指導員（就労継続支援施設）：1名 
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［特別養護老人ホーム グランハート開設準備室］ 

Ⅰ.総括 

平成 30 年 3 月開設に向けて準備を進めていたが、造成工事の遅れに伴い開設

時期を平成 30 年 9 月に変更することとなった。建設工事は変更後の工期に従い

順調に進行しており、開設準備室では主に業者選定、備品選定を進めた。また職

員の確保に向けて、法人 WEB ページ掲載、WEB 求人広告の活用、就職説明会

の開催などを行った。 

 

Ⅱ.準備計画 

（1） 開設準備室の設置 

     開設準備室はグループホーム内に設置予定であったが、職員面接や入所相談、

それに伴う見学希望者への対応などを考慮してグランハート敷地内のバルリレ

イスに設置することとなった（2 月 10 日付）。 

     開設準備室は 11 月に設置され、1 月からは準備室長が専任となり、3 月から

は生活相談員（1 名）、事務員（1 名）が専任で配属された（介護支援専門員は 4

月から兼務で配属）。 

 

（2）入居者受入準備 

町田市行政と連携を図りながら、3/15「広報まちだ」にて入所申込が公になっ

た。入所申込に関する資料請求に際し、予めリーフレット・料金表を作成し、事

前にお問合せを頂いていた方へご連絡し郵送した。入所判定会議日程、事前調査

の訪問の流れを策定し、4 月以降の動き出しがスムーズに行えるよう努めた。開

設後 3 ヶ月の満床計画に向け、4 月以降は入所受入の詳細な計画を策定する。 

 

（3）職員募集・人材確保 

2 月中旬より法人ＷＥＢページのエントリーフォーム開設、ＷＥＢ求人広告を

開始した。3/29 にはグランハート町田内のレンタルルームにて第 1 回オープニ

ングスタッフ就職説明会を開催し、50 名程参加頂いた。4 月以降は面接を随時

行うと共に、第 2,3 回就職説明会の日程（5、6 月）を決め、職員の人材確保に

努めた。 

 

（4）必須研修・資格取得  

3 月末時点で運営上、必要な研修資格取得状況は以下の通りとなった。 

・施設管理者研修（3 月修了済み） 

・ユニットリーダー研修（1 名は 3 月修了済み、1 名は 30 年 7 月修了予定） 
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・第 1 種衛生管理者（30 年度取得予定） 

・防火防災管理者（開設前までの取得予定） 

 

（5）提携医療機関の確保 

  グループホーム悠々園で訪問診療を行なっている町田病院と協力確認書の取

り交わしを行なった。併せて往診医の確保、看取り看護の実践に向けて、看護師

の確保を進めた。 

 

（6）近隣医療モールとの連携 

グランハート町田敷地内の医療モールとの連携に関して、訪問歯科、透析クリ

ニックの担当者の方と打合せの場を設けた。入所後のご利用者様の生活において、

安心して暮らして頂けるよう、引き続き各専門医との連携を進めていく。 

 

（7）業者選定 

  給食は給食業者への業務委託ではなく、セントラルキッチン方式を採用し自営

による提供を行うこととした。備品については、納品までの期間が長いベッド、

家具の入札を 3 月 23 日に実施し、売買契約を締結した。その他の家電、備品に

ついては来年度 4 月から 7 月に順次入札を実施するが、おおよその商品選定を

年度内で終えることができた。設備管理業者は設備仕様が定まってきた 3 月頃

から見積比較等を開始したが、9 月開設からの契約を予定しており年度内での選

定は見送った。 

 

（8）建築進捗確認 

  5 月から継続して現場定例会議に出席し、施設がご利用者、職員にとって過ご

しやすく、居心地がよいものとなるよう意見交換をしながら、設備・内外装品の

選定を進めた。建築工事は年度を通して安定的に進行し、特別な工期の遅れや事

故などはなかった。また建設会社が毎月の工事予定などを配布したこともあり、

近隣住民からも大きなクレームを頂くこともなかった。3 月 20 日には東京都の

中間検査を受け、軽微な指摘事項はあったものの、後日改善報告を行い無事に完

了した。年度別出来高 30％を達成できたため東京都および町田市の施設整備補

助金も当初の計画から変更はなかった（4 月 13 日東京都出来高検査終了、指摘

事項なし）。 

 

（9）地域連携 

   地域連携として忠生第 1 高齢者支援センター、忠生第 2 高齢者支援センター 

  へ訪問し、意見交換を交わした。また、忠生地区民生児童委員の会長の方々と

連絡し 5 月に行われる定例会議に参加させて頂く事となった。今後、近隣自治

会の方とも連携が図れるよう進めていく。 














































