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［ 法人本部 ］ 

Ⅰ.総括 

新型コロナウィルスの度重なる変異によって全国的に感染リスクが高まる中、

第 6 波流行時には、当会が運営する複数事業でご利用者様および職員から感染者

が出るという異例の事態に見舞われた。 

２ヶ月近くにおよぶ緊急対応と蔓延防止策の徹底により、年度内に一旦は感染

者ゼロの状況に戻っている。 

緊急対応として決断した短期入所の一時受け入れ中止措置により、稼働率が大

幅に下落したほか、デイサービス事業の利用控えなども年間では相当数計上され

ている。比較的好調な事業もあったものの、総じて財務面では当初予算から大幅

な下方修正を強いられる結果となった。 

 

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 

社会福祉法の改正から 4年を経て、2021年 6月 19日の評議員会終結の時を

もって、評議員を含む理事・監事全員が新たな任期を迎えた。 

任期最初の理事会にて、感染症の流行を踏まえた会議の在り方についてご

意見を伺う時間を設けた。直接対面形式に及ばないものの、オンライン開催

に一定の理解を得たものと考えている。 

感染症クラスターの発生により、やむを得ず第４回理事会は急遽中止とな

ったが、その会を除く年間すべての会議をオンライン形式で開催している。 

感染防止の効果に加え、多忙な役員の方も会議参加が可能となるケースが

多かったことが、オンライン形式の利点として挙げられる一方で、通信環境

が安定しないなどの理由で議事進行中にオンライン通話が途切れるといった

不具合もみられた。 

今後は、オンライン会議の進行に支障が出ないよう設備改修を急ぎ、通信

環境を安定させたい。 

※評議員会、理事会開催実績 別表参照 

 

（2）介護報酬の改定作業 

  介護報酬改定に係る作業は、全ての事業で滞りなく進んだ。一方、特別養護

老人ホーム２拠点が町田市による実地指導検査を受審した際、一部特殊な事例

に係る加算の算定ケースで報酬の返還指示を受けている。 

近年は、セクションにかかわらず感染症対策のため業務量が増加傾向にある

が、特殊な事例の検証は複数の視点で十分確認するよう促すなど、再発防止に

努める。 
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（3）ＩＴ化の促進 

  業務のＩＴ化では、法人全体で勤怠管理を電子化したことが成果として挙げ

られる。 

各種申請が電子化されたことで業務効率や利便性が向上したほか、サービス

提供記録のペーパーレス化（タブレット活用）や給与明細のＷＥＢ配信化など

もペーパーレスとすることで省資源にも貢献したものと考える。 

    ＷＥＢ会議システム（ＺＯＯＭ）は感染症対策として定着したものの、決裁

の効率化や情報共有を見込んで始めたグループウェア（サイボウズ）は、活用

が進まなかったことから運用を取りやめた。 

Ｗｉ-Ｆｉ環境の増設については、新型コロナ感染症のクラスター対応を優

先し見合わせたが、ＷＥＢ会議システムの活用で通信環境が課題となっている

ため、次年度の落ち着いた時期に整備を進めたい。 

 

２．職員の質の向上 

（1）介護職員処遇改善加算（介護職員等特定処遇改善加算含む）の活用 

財源の一部を活用して資格取得を促す補助制度をはじめたが、雇用形態を

問わず申請者が増加している。キャリア段位制度や人事考課、資格手当とも

連動しており、キャリア形成に向けた良い成果を上げている。 

政府から新たに「介護職員処遇改善支援補助金」が発出され、法人として

対象事業すべての申請を行った。 

給与規程の改定により、2022 年 4 月から「処遇改善手当」を創設し、常勤

介護職員に月額 6千円、非常勤介護職員に労働 1時間あたり 50円の固定手当

支給を見込んでいる。先述の補助金は 2022年 2月サービス提供分から適用で

あるが、2021年度分（2022年 2月～3月分）については、相当額を一時金（年

度末賞与）として 3月 31日に支給している。 

 

  （2）本部および総務経理機能の見直し 

  これまで能ヶ谷拠点の総務経理課と一体的運用となっていた本部機能であ

るが、事務職員の入退職を機に体制を見直した。 

事務長職および会計実務者を本部配置とすることで、人事データ管理と会計

業務を本部機能に集約した。 

事業規模の大きい能ヶ谷拠点とグランハート拠点には事務主任を配置し、そ

の他の主要業務にあたらせている。 

将来的には人事や労務といった業務も本部機能に集約する構想だが、本部長

の配置や本部職員の増員が必要なため、2022年度に持ち越している。 

 

３．地域連携、地域貢献 

（1）ウェルネス貯金（ウェルちょ）への取り組み 

  健康促進を趣旨としたポイントサービス「ウェルちょ」への提携協力であっ

たが、新型コロナ感染症の流行による実施事業者撤退により、陽の目をみるこ

とはなかった。また、感染症流行の影響により、地域イベントの休止が相次い

だほか、近隣住民や学童との交流や実習生の受け入れなども制限が続いた。一

方で、成年後見人等受任事業など、社会福祉法人としてできる地域貢献の在り

方を模索し始めた。 
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別表 評議員会・理事会の開催実績 
 

［ 評議員会 開催実績 ］ 

評議員会  2021年 6月 19日（土）13：30～15：30  評議員 9名 監事 0名出席 

第１号議案  2020年度 決算報告について 

第 2号議案   理事・監事の選任について 

その他報告事項 2020年度事業報告について 
 

 

［ 理事会 開催実績 ］ 

第 1回 理事会 2021年 5月 29日（土）13：30～15：30  理事 8名 監事 1名出席 

第１号議案  2020年度 事業報告について 

第 2号議案  2020年度 決算報告について 

第 3号議案  議員選任・解任委員の選任について 

第 4号議案  評議員候補者の推薦について 

第 5号議案  評議員選任・解任委員会の招集について 

第 6号議案  理事・監事候補者の推薦について 

第 7号議案  評議員の招集について 

 

 

第 2回 理事会 2021年 6月 19日（土）15：00～15：30  理事 6名 監事 0名出席 

第１号議案  理事長の選出について 

 

第 3回 理事会  2021年 9月 11日（土）13：30～15：00  理事 6名 監事 2名出席 

第１号議案  管理者の任免について 

その他報告事項  理事長職務執行状況の報告 

 

 

第 4回 理事会  2022年 3月 26日（土）（中止） 

理由：施設内にて、新型コロナウィルス感染症の感染者多数のため 

 

第 5回 理事会  2022年 3月 26日（土）13：30～15：30  理事 6名 監事 1名出席 

第 1号議案 2021年度 第一次補正予算（案）について 

第 2号議案 2022年度事業計画（案）について 

第 3号議案 2022年度会計収支予算（案）について 

第 4号議案 業者選定について 

第 5号議案 規程類の変更について 

議案 5-1 給与規程の改定 

議案 5-2 育児・介護休業等に関する規程の改訂 

その他報告事項 

報告 1 理事長職務執行状況の報告 

報告 2 実地指導の結果について 
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［ 特別養護老人ホーム ］ 

Ⅰ.総括 

  1月に 2階フロアで起こった新型コロナクラスター発生により、波乱の年度末を

迎えた。この事態は稼働率にも大きく影響を及ぼした。年度末間際に複数の入院

者が出てしまったことから、稼働率を取り戻せないまま年度末を迎え、今年度の

目標であった 96.5％には届かず、最終的に 96.1％という結果となった。 

一方、2年ぶりの秋まつり開催という喜ばしい出来事もあった。久しぶりにご利

用者様と職員双方の活気づいた表情を見ることでき、楽しみを提供することの大切

さを実感した。次年度も感染予防に努めながら、喜んでいただける機会を提供して

いきたい。 

 

Ⅱ.実績 

１．利用者サービスの向上 

(1) ノーリフトケアの導入 

 2階フロアに 1台目を導入し、安全に使用できるよう主任・チーフを中心にフ

ロア職員へ丁寧にレクチャーを行った。非常勤職員を含むすべてのフロア職員が

使用できるようになるまで 2か月ほど要したが、女性職員では困難だった背の高

い男性ご利用者様を、どの職員でも移乗できるようになったことは大きな業務改

善に繋がった。次年度は 3階フロアにも導入したい。 

 

 （2) ＩＣＴ化の推進  

   会議や研修、外部業者との打合せだけでなく、面会や家族会もオンライン開

催が通常化となっている。また、主任や専門職職員一人ひとりにタブレット端

末を用意したことで、1月に 2階フロアで新型コロナクラスターが発生した際に

も、フロアの往来が難しい中、タブレット端末をオンラインで繋いで申し送り

を行い、他フロアと連携を取ることができた。 

 

  (3) ＱＯＬ(生活の質)の向上  

   秋に予定していた花火イベントは近隣への影響を考慮し直前で中止となって

しまったが、新型コロナの東京都感染者数が急激に減少した 11月に 2年ぶりに

秋まつりを開催することができた。感染対策に努めながらの開催となったため

ご家族様はお招きできなかったが、日々の楽しみに制限が生じている中、ご利

用者様と職員双方が笑顔で楽しめるひと時となった。また各フロアでも少人数

での出前イベントやスイーツイベントなど、コロナ禍でも可能なイベントを企

画・実施した。 
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２．職員の質の向上 

（1) 研修の実施 

  ア．介護に特化したコンテンツや動画による研修が受けられるｅラーニングサ

ービスの導入は、職員一人ひとりのＩＤやメールアドレスの管理などに苦慮

し活用までに至らなかった。代わりに外部講師を招いて身体拘束とリーダー

研修を下半期に実施することができた。外部研修についても、フロアチーフ

1名が実習指導者研修を受講し、資格取得ができた。 

 

イ．フロアの職員配置上、ノーリフトケア養成講座の受講は見合わせたが、福祉

用具業者を講師として招き、介助用リフトの操作について直接レクチャーを

受けた。 

   

(2) 人事ローテーションの実施 

ケアマネージャーのフロアチェンジを行った。これにより両ケアマネージャー

が両フロアのご利用者様・ご家族様と関係を築くことができ、どちらかが不在の

際もスムーズに対応することができるようになった。下半期には悠々園とグラン

ハート悠々園の施設長が交代となり、新体制がスタートした。今まで構築してき

た土台は大切にしつつ、新しい視点での気づきを活かしていきたい。 

 

（3) 海外人材の育成  

 ベトナム留学生は残念ながら介護福祉士国家試験に合格できなかったが、日本

語能力試験でＮ２レベルに合格した。養成校を卒業し次年度から正職員となるた

め、夜勤を含めたフルシフトに入れることを次の目標とし育成していく。介護福

祉士国家試験も引き続き合格を目指す。 

 

３．地域連携、貢献 

（1) 地域共生社会への取り組みと地域交流  

   今年度も精神疾患をお持ちの方の受入れを行った。地域交流については、近

隣の保育園と七夕や敬老の日などに交流の機会を持つことができた。少人数で

はあったが園児が来園し、園庭にてご利用者様と園児がそれぞれ手作りのプレ

ゼントを贈り合った。 

 

(2) 町田市内や近隣の事業所との情報共有 

 特に下半期は近隣の事業所から陽性者発生の報告が多発し、ショートステイご

利用者様の他事業所の利用中サービスについても情報収集に努めた。 
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［ 短期入所施設 ］ 

Ⅰ.総括 

  1月に短期入所のご利用者様から新型コロナが発生し、その後施設内がクラスタ

ーとなるという異例の事態となり、短期と特養のご利用者様共に多大なる影響を

与えてしまった。2ケ月近く短期入所の受け入れが中止措置となり稼働率も大幅に

下落し平均稼働率が 76.8％となった。  この事態の経験から、短期入所の受け

入れ前後の対応の見直し等、短期と特養のご利用者様が安心して過して頂く為の

多くの課題が浮き彫りとなり次年度にかけて取り組む事が必至となった。 

 

Ⅱ.実績 

１． 利用者サービスの向上 

 

（1）感染予防の徹底 

   2022 年 1 月滞在中のＳＳご利用者様より新型コロナが発生。クラスターの事

態となってしまった事を踏まえ、ご利用者様の受け入れと受け入れ後の対応を

整えた。 

前日にご利用者様と同居ご家族様もしくは、訪問される方への体調確認、更に

当日入所前にご利用者様の検温の実施を徹底するようにした。 

入所後も特養のご利用者様との接触を極力少なくなるよう対応している。 

 

（2）余暇活動の工夫 

   余暇活動はバリエーションを増やすことよりも、感染予防策を対応しながら

通常通りに継続して実施する事を重点とした。 

ご利用者様のマスク着用の徹底、開催場所の机のパーテンション設置等感染予

防をしながら変わらずに行えた。 

コロナ禍に関わらずご利用者様からは好評を得られる事ができた。 

 

（3）ご利用者様とご家族のニーズの把握とサービスの反映 

 現在ご利用頂いている方々へアンケートを配布し、80％の回収率であった。 

利用状況の満足度、職員の接遇面等を伺い普通～大変良いとの返答を頂けた。

その中でも対応についてのご指摘を頂いたり、利用しているご本人様が迷惑をか

けているのではないか等のご家族様の心情も伺えた。 

サービスの反映はもちろん、ご本人様とご家族様の気持ちに寄り添いながら努

めていかなければならない事を再確認できた。 

 

 （4）居室環境の整備 

   今年度は計画通りにご利用希望の影響もなく居室トイレの修繕を 2 部屋実施

できた。ご利用者様からの修繕後のトイレの利用も希望が増えており次年度も

引き続き 2部屋ずつ修繕を行っていく予定。 
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２． 職員の質の向上 

（1） 研修の参加と実施 

コロナ禍の為集合研修の開催が行えず、外部研修は見送りとした。 

施設内で開催された動画配信研修、外部講師による研修に関しては積極的に 

参加した。 

 

（2）運転従事者研修の実施 

   今年度は、職員が車椅子に乗車し送迎車両に乗ってみる研修の実施を予定し

ていた時期にコロナクラスターとなり実施に至らなかった。 

アンケート調査では送迎時の対応については「大変良い」「良い」の意見を 8

割の方から頂けているので、今後も引き続き安全、安心して頂ける送迎を心がけ

られるように次年度は実施していく。 

 

 

３．地域連携、貢献 

 （1）地域ケア会議のへの参加 

今年度は開催日と予定が合わすことができず参加に至らなかった。常々サー

ビス担当者会議や関連の居宅事業所とは情報を交換し地域課題やニーズの把握

に努めているが、地域の多職種との連帯図る為にも今後も参加していく。 

 

（2）緊急利用の受入れ 

緊急利用が必要となった際には、地域のセーフティネットとして受け入れを行

ったがコロナ禍の影響により受け入れ時には慎重にならざる負えない状況にあ

り、今年度の緊急受け入れ総数 7件に留まった。（昨年度 18件）。 

 



 8 

［ デイサービスセンター ］ 

Ⅰ.総括 

年度初頭より、介護報酬改定に伴い「ＬＩＦＥ」※によるＰＤＣＡサイクルの構

築と、機能訓練を主とした計画内容の抜本的な見直しや、整備に大きく時間を費や

すこととなった。 

年度後半には新型コロナ陽性者発生に伴い、大幅な利用人数の低下となり、感染

対策による制限のある中で諸々改善を思案していく状況であった。 

※「ＬＩＦＥ」…科学的介護情報システム 

Ⅱ.実績 

１．利用者サービスの向上 
（1）科学的介護データベース「ＬＩＦＥ」の導入 

今年度の介護報酬改定における厚生労働省への情報登録システム「ＬＩＦ

Ｅ」の導入に際し、現在登録されているご利用者様のアセスメントデータ全

数と、個別機能訓練計画書の刷新及び計画書情報の全数登録等、初期導入に

大きく時間を費やすこととなった。ＰＤＣＡサイクルの構成としてわかりや

すい内容となったが、現状の計画書作成と同時にデータ登録を行う手間など

が今後の運用に課題があると考察された。 

 

（2）「個別機能訓練」の見直し 

  介護報酬改定に伴い、個別機能訓練加算の内容が大きく変更された。今年度

より機能訓練指導員の配置要件が、直接指導を実施する内容が要件となった為、

業務役割を変更した。 

また、「ＬＩＦＥ」への情報提供とフィードバックを行う、「個別機能訓練加

算Ⅱ」の内容について、これまで使用していた個別機能訓練計画書から、「Ｌ

ＩＦＥ」登録内容に準じた厚生労働省より発布されたひな形を活用した計画書

内容に変更した。 

３ヶ月に一度の評価、登録が必要な為、非常勤職員を含む、担当制を置き遺

漏なく実践していく為の業務見直しを図った。 

  

 

２．職員の質の向上 

（1）職員の負担の均衡化と士気の向上 

人員の不足が原因となり現場の教育が滞ってしまったことから、十分な教

育体制の構成が行えなかった。新たに入職された職員への教育に関してもＯ

ＪＴの実践等が十分とは言えない状況であった。教育委員会の再編と、滞り

ない運用を行う為に再考を行った。 

    

（2）「接遇」向上推進 

     「接遇」は、当事業所において必須ともいうべき重要な取組みであり、職
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員一人ひとりに意識してもらう対応を行った。 

基本的な考え方として、介護現場におけるホスピタリティとは何かを理解

する事で、職員一人ひとりがどのような姿勢でご利用者様の支援に携われば

良いか、思慮する機会を設ける事ができた。継続的に行う事が求められる為、

主任を中心に接遇についての管理を実践していく事とした。 

   

  （3）「ご利用者様担当」による計画書管理 

「ＬＩＦＥ」導入に伴い、データ管理、ＰＤＣＡサイクルの実践について、

質量ともに大きな業務内容が求められる事となった。予てより「ご利用者様

担当」による計画書管理は行っていた為、円滑に移行はできたが、これまで

の通所介護計画書の日常的なアセスメントと評価に加えて、個別機能訓練計

画書の評価を行う事となり、負担が大きくなった。その為、今後の方向性と

して、合理的な運用を行い、負担の軽減を推進していく必要性が露わとなっ

た。 

 

 

３．地域連携、貢献 

（1）近隣の障がい者施設との連携 

新型コロナの影響により、障がい者施設側の事業再開の目途が立たない状

況を鑑み、豆腐販売、パン販売共に当面の間中止する事となる。 

 

（2）地域ボランティアとの関わり 

引き続き、新型コロナの影響によりボランティア活動の制限を行った。 

ご利用者様の中では、ボランティアが行う趣味活動を目的にご来園される

方も多数おり、ボランティア再開の目途が立つまでお休みされる方もいらっ

しゃる状況であった。また、イベントの開催についても例年行っているイベ

ントボランティアによる音楽祭なども実施出来ない状況となっている。 

今後、ボランティアとの関りについて、感染症対策や情勢に考慮しつつ、

再開の目途を見出していく為、考察を要する結果となった。 

 

  （3）デイサービス車輛の活用 

     「鶴川 CAP」へのデイサービス送迎車両の貸し出しを行った。車両貸し出

し中に、対物事故が発生した事もあり、事故発生時の対応や、事故防止、

安全な運行についてのルールなど「鶴川 CAP」と話し合いを行い、安全な

運用を実践していく為、検討していく。 
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［ ヘルパーステーション ］ 

Ⅰ.総括 

  2021年度は前年に引き続きコロナ禍での事業運営となった。 

長期に渡る自粛生活や感染症に対する緊張感を職員だけでなくご利用者様も感じ

ている中、いつもと変わらない支援を求められることとなった。 

できうる限りの感染症予防対策を行い、平時と変わらぬ支援を提供し続けたことは

前年度に引き続き大きな成果である。 

 また、前年度から進めていた東京都の補助金を活用してのＩＣＴ化について年度

途中から訪問活動記録等に関して本格運用を開始したことも大きな前進である。 

  

Ⅱ.実績 

１．利用者サービスの向上 

    (1) 稼働率の向上 

    本年度は年間で新規利用者 31名の受入れを実現した（前年度 51名）。 

   長期に渡る自粛生活の影響も大きく、利用者様の介護度変更による支援内容

の見直しや増回依頼等により年間平均の訪問回数が前年度を大きく上回り 

33.5件/日となった。（前年度 29.1件/日） 

 

 (2) 職員間の情報共有  

    業務支援システムの本格運用を 11月より開始した。 

   サービス提供責任者がシフトや訪問介護記録などがタイムリーに確認でき、

利用者様に係る職員が情報を即時共有できるようになった。 

また、クラウド型ビジネスチャットツール『ＬＩＮＥ ＷＯＲＫＳ』も同時に

導入し、職員間での申し送りや事業所からのお知らせ発信などに活用している。 

 

(3) 定期的な情報発信と営業活動 

    コロナ禍において、積極的な活動は行えていない。 

 

  (4) コンプライアンスの徹底 

引き続き事業所内での内部監査を年２回実施（５月・１１月）。 

それ以外でも、不定期に必要書類の点検を行うなど、適正な運営を行った。 

職員・登録職員へは研修時に介護保険法や社会的なルールについても、研修

などで徹底するよう指導を行った。 

 

(5) 「混合介護」への取り組み 

  保険外サービスについては年間を通してお問い合わせをいただいている。 

ご利用者様・ご家族様をはじめ介護支援専門員からのお問い合わせに対し、

詳細な聞き取りと説明を行っている。 



 11 

 ご利用者様の様々なニーズに対応するには必要不可欠であるが、訪問介護

としてのルールにのっとったサービスの提供に努めていく。 

 

      

   ２．職員の質の向上 

 (1) 登録職員教育 

感染症防止対策のために集合研修の開催を断念し、在宅での自主研修と 

した。資料を用意し自宅で実技が行えるプログラムも試み、ほぼ全員が研修

を終えている。 

ただ、前年度に引き続き年間計画通りのプログラムは行えておらず、また    

集合研修での実技実習等も要望があることから開催方法についてが課題と

して残った。 

 

      (2) 人材の確保 

     町田市人材開発センター主催のまちいきヘルパー養成講座の講師として    

講義を行い、またその面接会にも参加した。採用には至らなかったが、就

労について複数名からの問い合わせはいただいている。 

その他、訪問介護員の確保という面では、新規採用１名となっている。 

      

  (3) サービス提供責任者の資質向上 

集合研修ができない中であるため外部研修への参加や部内でのスキルア

ップ研修は見送った。 

外部主催の研修や町田市人材開発センター主催のオンライン研修など次

年度では積極的に活用できるよう検討する。 

       

３．地域連携、貢献 

（1）地域ケア会議等の参加 

前年度からオンラインでの会議に切り替わっていたため、今年度開催され

た会議にも問題なくスムーズに参加をすることができた。 

訪問介護事業者協議会、地域ケア会議、町プロと多職種との連携を図れる

会議もあり、訪問介護事業者として積極的に発言をさせていただいた。 

 

 (2) 地域イベントへの参加 

     様々な地域イベントは中止となり、参加は行っていない。 

イベントとは異なるが、毎年受け入れしている専門学校生の実習が見送り

となり代替授業の講師依頼があった。 

『訪問介護の実際』『サービス提供責任者の仕事と訪問介護の視点』の授

業を行い、施設サービスとは異なる視点や支援方法を伝えさせていただいた。 
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［ 居宅介護支援事業所 ］ 

Ⅰ.総括 

2021年度介護保険制度改正については、法令に遵守した仕事内容に切り替え、契

約書、重要事項説明書の内容変更を行った。ご利用者様へ、法改正の内容について

書面を用いて説明し、同意を得て署名捺印いただきファイルに保存した。 

BCPに対する取り組みは、コロナ禍の業務経験を活かすことで、全ての利用者様、

サービス事業者の新型コロナウィルス感染状況を把握し、感染拡大を防ぐ対応策の

構築に役立った。 

ICT化は、ノートパソコンを使用した在宅ワーク、タブレットを活用した画像の保

存、研修参加、訪問の隙間時間を利用した入力作業を行う等、多様に活用し、業務

の効率化に寄与した。今後はコロナ禍でも業務を滞りなく行い、仕事効率向上のた

め在宅ワークに必要な設備の充実、職員全員が機器を適切に使用できる技術の向上

を図る。 

厚生労働省推進のLIFEの活用方法の模索を継続し、一定の情報通信機器の活用、

または事務職員の配置を行っている場合に算定ができる「居宅介護支援費Ⅱ」の算

定については、要件を把握し、職員の業務負担を考慮しながら取り組みたい。 

Ⅱ.実績 

１．利用者サービスの向上 
（1）法令を遵守したケアプランの作成 

ケアマネジメントプロセス、2021年度法改正の内容について、4回の内部監査

を実施し、評価、必要な是正することで、介護保険法令の理解を深め、職員の技

術向上につながった。 

 

（2）ICTの活用による支援体制の構築 

会議や研修、企画の打ち合わせなど、オンラインで積極的に参加し、必要時に在

宅ワークを取り入れたことで、業務の効率化、職員の新型コロナウィルス感染予防

の推進に役立った。 

医療・介護連携ツール ＭＣＳを活用し、積極的に多職種と連携した。 

 

（3）インフォーマルサービスも含めた包括的な支援の提供 

ご利用者様に複数の事業所を提案し、ご自身に選択していただくことで、介護支

援専門員として求められる中立公正な立場から、自立支援に寄与した。地域内イン

フォーマルな支援については、活動の自粛傾がみられ、サービスに繋がらない場面

が多くみられ、コロナ禍における地域資源の活用は今後の課題となっている。 

 

（4）感染症対策、BCP(継続事業計画の作成) 

 利用者様基本情報一覧を毎月更新し、新型コロナウィルス感染状況を時系列で確
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認できるファイルを作成し、最新情報の把握、職員間の情報共有に役立てた。

新型コロナウィルス発生時のマニュアルを整備し活用したことで、効率よく業

務を遂行し、感染拡大予防に努めた。 

    BCP(継続事業計画の作成)の研修に積極的に参加し情報収集を行った。 

今後も、研修参加を継続し、業務上の経験を活かすことで、次年度中の完成を

目指したい。 

 

２．職員の質の向上 

（1）研修への参加と研修内容の共有 

コロナ禍でも研修計画に基づいた研修へ参加できた。2021年度法改正、支援

技術等について、週間ミーティングで内容を共有し、職員全体の技術向上に役

立った。 

 

（2）週間ミーティングの実施 

概ね１週間に１度のペースで開催し、支援技術の向上、情報共有をおこなっ

た。ICTを活用し会議に参加できる環境を整備したことで、在宅ワーク中の職

員も会議に参加することができた。 

 

(3) 実習生の受け入れ 

   新型コロナの影響で、社会福祉士実習は中止となったが、介護支援専門員実

務研修は、オンライン研修に変更し、1 名の実習生を受け入れた。介護支援専

門員実務研修への協力が、特定事業所加算(Ⅱ)算定要件となっている為、今後

も ICTを活用しコロナ禍でも積極的に実習生を受け入れていきたい。 

 

(4) 業務マニュアルの見直し 

   コロナ禍で作業が遅延した為、引き続きマニュアル作成を継続していく。 

 

３．地域連携、貢献 

（1）地域課題の把握 

週間ミーティング、ケアマネカフェにおいて、処遇に悩む事例の情報共有や

意見交換を行い、課題の把握に努めた。 

 

（2）主任介護支援専門員の活動に通じた地域への取り組み 

鶴川圏域地域ケア推進会議、ケアマネジメント勉強会、各種研修会における

ファシリテーターなどを担い、地域内の介護支援専門員の指導や助言を行った。 

 

  (3) 厚生労働省で行う LIFE(旧 CHASE)への協力 

    LIFE の効果がまだ確認できていない為、今後も情報収集を継続し有効な活

用方法を模索していく。 
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［ あんしん住宅（住宅確保要配慮者の居住の支援に係る事業） ］ 

Ⅰ.総括 

今年度は、国土交通省の重層的住宅セーフティネット構築支援事業を受託した他、

町田市居住支援協議会より、「住まいの電話相談窓口」を受託し、事業展開を行った。 

事業実績は、総入居支援者数が計 90名を超えた。新しく受託した「住まいの電話

相談窓口」との連携もあり、高齢者以外にも、DV被害者や子育て世帯、外国人、LGBT

等からの相談が寄せられた。発達障害等の精神疾患を持つ若い世代の支援にも多く

関わらせていただくなど、多様なニーズに対応してきた 1年でもあった。 

相談支援では、遠距離やさまざまなご事情により面談が難しい方へ、電話相談以

外にチャットやメッセージ、ビデオ通話機能等を活用した相談体制を整備した。 

あんしん住宅の YouTubeアカウントも取得し、お部屋紹介の動画も公開した。ICT

化を目指す中、ソーシャルメディアをより充実させ、住宅確保要配慮者のニーズや

入居率の向上に努めていきたい。 

Ⅱ.実績 

１． 利用者サービスの向上 
（1）補助事業への取り組みと財源の確保 

国土交通省の重層的住宅セーフティネット構築支援事業に採択され、財源の

確保に繋がった。相談支援では、町田市居住支援協議会より受託した「町田市

居住支援協議会住まいの電話相談窓口」と連携を図ったことで新規相談件数

121件と新規入居件数 27件の増加に繋がった。 

ICT 化を進める一環で、若い世代の方や、さまざまな事情により電話相談に

抵抗がある方へ、LINE等の SNSを活用したオンライン相談の体制を整備した。 

 

（2）サービス提供と経費削減について 

  24 時間見守りシステムのコスト削減ため、突然死や病死のリスクが少ない

若い世代の入居者を中心に IOT 電球の導入を進めてきた。警備会社のホーム

セキュリティーに比べ、月額利用料を一件当たり 1/4まで削減できた。 

IOT電球は、殆どの建物で取り付け場所が、玄関、トイレ、風呂場に限定さ

れる事が多い。取り付ける場所によっては、プライバシーに配慮しなくては

ならないため、取り付ける際は、ご入居者様と相談の上、決定する。 

 

（3）広報活動の強化 

  あんしん住宅の YouTube アカウントを取得し、お部屋紹介を動画にて配信

した。今後は、音声読み上げアプリ等を活用しながら、アイキャッチ力のあ

るアニメによる事業概要や利用案内、入居事例等も配信していく。 

  地域包括支援センターや障がい者支援センター、居宅介護支援事業所への

周知が進み、新規相談件数が増えた。また、当会の取り組みを理解してくれ

る不動産会社も増えており、新規物件の獲得につながった。 
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２．職員の質の向上 

(1）職員の専門性の向上  

東京都や全国居住支援協議会が主催するオンラインセミナーに参加した。 

セミナーを通じ、他法人の支援事例等からノウハウを学ぶ事ができた。 

鶴川地区協議会や鶴川地区社会福祉協議会の事務局をサポートした。福祉 

ニーズ等に対し、様々な団体と連携できる関係の構築に努めた。 

 

３．地域連携・貢献 

（1）地域課題の把握と共生社会における地域連携 

ア，あんしん住宅がある地域に住む方が、ボランティアとして、ご入居者様

のご自宅に定期訪問し、日々のご様子の確認や困りごと等を傾聴する体

制を整備した。地域住民同士との繋がりや、社会的孤立防止に役立つ取

り組みとしていきたい。 

 

イ．鶴川地区協議会が主催する「鶴川フードバンク」と連携し、住宅確保要   

配慮者や食料品の調達に困っている方へ、食料品の提供を行った。同時

に相談支援も実施し、必要であれば支援機関へお繋ぎすることもできた。 

 

ウ，鶴川地区協議会が主催する「3水スマイルラウンジ」にてサポーターとし

て参加した。他事業所や支援者同士が交流するいい機会となり、連携を

強める良いきっかけができた。 

 

（2）鶴川団地住民への電動カートによる買い物支援 

買い物や移動が困難な方々を対象に鶴川団地地域支え合い連絡会と連携 

し、買い物支援と電動カートの運行管理を行ってきた。ボランティアへ運行

管理を移行するまでには至らなかったが、ドライバーが 4名まで増えた事で、

シフト調整がスムーズに行えるようになった。 

 

（3）地域イベントへの参加 

鶴川地区協議会や鶴川地区社会福祉協議会等が主催するイベントのサポー

トメンバーとして運営に携わることができた。スマホ教室や ICT 化に向けた

オンライン講座等、地域課題の解決に向けて取り組むことができた。 

特にスマホ教室は、地域ニーズが高く、人気イベントの一つとなった。ス   

マホを教わりにくる高齢者が多い中、多世代のボランティアが受講生をサポー

トし、世代間交流と小さな共生社会が実現できた。 



 16 

［ ケアフルクラブ（介護予防・日常生活支援総合事業） ］ 

Ⅰ.総括 

まん延防止重点措置や緊急事態宣言の発出等、その度にサービス利用を控える

方が増え稼働率が低迷した。人件費をはじめ支出の抑制に努力したものの、収支

の面では計画通りには進まない一年となった。しかし、比較的お元気な方が利用

する当事業所において、感染者が出なかったことは、定期的な運動による免疫力

向上に加え、感染予防対策標語にしている「うつらない、うつさない、持ち込ま

ない」が定着し、基本的な感染予防対策を徹底して行われた結果と高く評価がで

きる。  

今後も新型コロナに翻弄される状況は続くが、感染予防に最大限努め、健康寿

命延伸をテーマにする当事業所ならではの取組みを次年度の課題とした。 

 

Ⅱ.実績 

１． 利用者サービスの向上 

（1）「健康度向上」への支援 

ご利用者様との何気ない会話の中に「リエイブルメント」（できなくなって

きてしまったことの再獲得）につながる言葉を発し、生活習慣の改善や健康

リテラシー向上の啓発活動に努めた。「リエイブルメント」については重要課

題とし、次年度の計画にも盛り込み今後も継続して取組んでいく。 

 

（2）フロア環境の整備 

経年劣化によるトレーニングマシンの不具合をメーカーに依頼し、メンテ

ナンスを受けた。早めに発見できたことでトレーニングマシン等の備品は、

大きな故障もなく順調にサービス提供が実施できた。 

感染予防に関わる衛生環境整備に努め、次亜塩素酸ナトリウムによるフロ

ア内の消毒をクラス毎（車両については送迎毎）に実施した。更に季節問わ

ず、サービス提供中や送迎中の常時換気も実施し感染予防を徹底した。 

  

（3）交通安全とリスクマネジメント 

 車両側面のかすり傷程度の軽微な車両物損はあったが、大きな事故はゼロに

終わった。次年度も継続して安全運転を心掛け、安心して乗車頂けるよう全職

員で意思統一を図った。 

また、緊急時を想定し、非常階段を使い屋外に脱出する避難訓練を全クラス

で実施し、延べ 227名のご利用者様参加した。そのほか防災や特殊詐欺等に関

わる情報を発信に努めた。 

 

２．職員の質の向上 

（1）研修 

例年月間定例会議で職員向けの研修を行うが、感染予防のため定例会議を
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一度も実施していないため、資料の回覧で情報を発信した。事業所全体のス

キルアップとして重要課題であり、オンライン形式の研修に複数回参加でき

るよう次年度の計画に盛り込んだ。 

 

（2）運営点検シートの活用 

加算の項目が増え煩雑な業務になったが、川崎市から送付される「通所介

護用運営状況点検書」を活用し、適正運営に努めた。 

 

３．地域連携、地域貢献 

（1）健康作り支援の講師活動 

感染予防に関わる 3密の回避で、介護予防教室をはじめ、地域での健康作り

教室の講師活動は激減した。高齢者支援センターと共同してオンラインでの介

護予防教室等の開催を今後の課題とした。 

 

（2）自費クラスの活性と NPO法人の活動フォロー 

自費クラス「ケアトレ」の新規利用者は 17 名、退会者は 21 名であった。4

月現在 93名が参加し稼働率は 90％となっている。「総合事業クラス」の新設を

視野に 3月末に土曜日の 2クラスを閉鎖した。 

また、「悠々学園」を主催する NPO 法人に、車両の貸し出し等送迎サービス

のフォローを行い事業運営に協力した。 

 

（3）動画の配信 

スマートフォンやタブレット（以下スマホ等）の利用状況を含めたネット環

境の聞き取り進めたが、想定以上に利用がなく、ご利用者様向けの動画配信は

需要がないと判断した。高齢者のスマホ等の利用率は年々高まることは予想さ

れるため、今後の検討課題とした。 

 

４. その他 

（1）コロナ禍の対策 

「うつらない、うつさない、持ち込まない」を感染予防対策標語として、継

続して感染予防に努めた。ご利用者様、職員ともに感染者はなく、今後も安心

して通って頂ける事業を目指していく。 

 

（2）中長期計画の見直し 

2018年に策定した中長期計画を見直し、現状と照らし合せた。今後見直す計

画と課題にする計画を共有した。 

 

（3）その他 

新規ご利用者様は、45名（町田市 40名、川崎市 5名）で昨年度からの回復

は見られたが例年と比べて低い数値であった。終了者は、56名（町田市 46名、

川崎市 10 名）となり、体調不良に加え新型コロナを理由に終了される方も目

立った。また、目標に対しての稼働率は 89.7％、感染予防のため 1か月単位で

お休みされる方も多く、事業運営に影響が出た。 
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［ 訪問看護ステーション ］ 

Ⅰ.総括 

 長く続いているコロナ禍において入院ができない在宅療養中のコロナ陽性患者へ

のフォローアップ事業を町田市医師会、保健所と協同し依頼も増える中、職員は「自

分が媒介者にならないか」「自分が感染しないか」等、不安を抱えながらも表出せず

に体調管理を行い感染者を出すことなく笑顔で訪問を続けた。また、ここ数年取り

組んでいる在宅での看取りについても依頼が増え、訪問看護ステーション悠々園の

基本理念である～生活の中で最期まで看ていく～を心がけ、信頼していただけるよ

う、丁寧に誠実に思いに寄り添いながら、医療・介護・福祉連携の一員としての役

割を担った。 

 

Ⅱ.実績 

１．利用者サービスの向上 
（1）在宅看取りへの取り組み 

コロナ渦において、入院や施設の入所では家族と思うように面会もできないと

在宅での療養を希望する方が増えたことと、今までの在宅での看取りの実績を踏

まえて終末期の依頼が増えた。最期まで寄り添う看護を目指し日々訪問してきた。

自事業所だけではなく、地域の事業所とも在宅チームとしての協働・連携がどの

ケースもスムーズに行えた。近隣のクリニックからも支援を頂き在宅でのチーム

ワークの良さに評価を頂き次のケースへつながることもあった。 

 

（2）介護予防・重症化予防 

口腔の状況や体調の変化や飲み込みの変化時は歯科医師へ繋ぐことで素早い

診察へとつながった。また、誤嚥での入院者はいなかった。引き続き医療連携し、

研修や勉強会なども行い双方の啓発活動にも繋げていく。 

 

（3）精神科長期入院者の退院支援 

退院支援を行ったが、訪問診療と訪問看護のご利用にはつながったが障害での

サービスの利用へはつながっていないケースもある。在宅療養を長く続けるには、

訪看が橋渡しになりサービスを繋いでいく必要がある。 

 

（4）安心感の提供 

24 時間体制で利用者とその家族様へ安心感と、不安や疑問の払拭に努めた。

利用者からの聞き取りでは「安心して任せている」「心強い」「頼りにしている」

「訪問日が楽しみ」等のお言葉を頂いている。また、24 時間緊急体制は加算希

望者が 95％以上であり、オンコール体制は必須である。 
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（5）効率的・効果的な訪問看護の提供 

訪問中の記録入力や、報告書・計画書への記録のリンク、紙ベースのカット、

記録にかかる時間の短縮や残業時間の短縮にはやはりＩＣＴの導入が必要であ

り他事業所との情報の共有や交換にも必要ルーツであると考え、タブレットの

購入と「ココナース」の導入を開始した。 

 

２. 職員の質の向上 

（1）働きやすい職場環境づくりをし、生き生きと訪問する 

職員が一丸となった結果が収支として現れた。引き続き、職員全員で事業経

営・運営へ参加していく。看護職員の増員が思うように運ばずに今年度はサテ

ライトの設立は延期とした。 

 

（2）「看護体制強化加算」「看護・介護職員連携強化加算」の算定 

たん吸引が必要な患者に他ヘルパーステーションとの協働の下「看護・介護職

員連携強化加算」の算定ができた。また、訪問看護スタッフは全員が指導要件で

ある 3 号の研修を終えることができた。 

「看護体制強化加算」に関しては、介護保険請求でのターミナルケア加算が（1）

で 5 名以上必要だが、前年度のターミナルはほぼ医療保険への移行であった。（2）

は介護保険請求でのターミナル加算1名だが、特別管理加算が30％必要である。

引き続き算定基準を満たす翌月には届け出をしていく。 

 

３．地域連携・地域貢献 

 （1）鶴川地区訪問看護ステーションによる看看連携の構築・運営 

現在鶴川地区は 8 ステーションが町田市訪問看護ステーション連絡会へ所属

している。ブロック会を 1～2 か月に 1 回は開催し研修会の実施や情報共有に努

めている。今後はＢＣＰ作成においても協力していく。 

 

   （2）ひとり暮らしの方の希望した場所でのお看取りの支援 

     医療ニーズが高い方や、独居・高齢者世帯、老老・認認介護世帯といった介護

基盤が脆弱な家庭が増えている。特にひとりで在宅療養をしている方が最期を自

宅で過ごしたいと希望した時の在宅チームの構築が困難でぎりぎりに望まない入

院をするケースもある。引き続き、利用者の代弁者となり模索していく。 

 

 （3）訪問看護の提供の場の拡大 

 グループホーム 7 ユニットへの訪問を行い、今年度は初めてターミナルケアを

実施するユニットのバックアップができた。サ高住への訪問も増えている。障が

いグループホームへも訪問開始した。今後も学校や作業所など必要であれば訪問

し、予防・相談機能などの訪問看護の機能拡大も必要になってくる。 
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［ グループホームⅠ・Ⅱ ］ 

Ⅰ.総括 

コロナ禍において概ね、計画の実施には至ってはいるものの、地域参加や連携に

おいては課題を残している。新型コロナの施設内感染もあり、職員配置やサービス

提供に苦慮した場面もあったが、関係医療機関との連携にて収束することができた。 

看取り介護に取り組み、グループホームとしての役割の幅を広げる機会を持つこ

とができたが、身体機能の低下している方に対しての職員の技術向上が課題となっ

ている。継続的な研修、教育を次年度より取り組んでいく。 

 

Ⅱ.実績 

１．利用者サービスの向上 

（1）食事、おやつ作り 

  季節の食材やご利用者様のご要望を取り入れながら、材料から仕入れる食事作

りを月に１回～２回、週に 2 回程度のおやつ作りを行っている。それ以外にも

季節行事に合わせた弁当やおやつの提供を行っており、今後も継続して行ってい

く。 

 

（2）園庭活動 

  外出行事が難しい中、園庭での活動を行ってきた。バーベキューや花火大会、

茶話会、花壇作りなどを通じて季節を感じて頂ける時間を設けてきた。今後、イ

ベントだけではなく、日々の中で園庭活動を増やしていければと考えている。 

 

（3）非常用自家発電設備の整備 

  補助金を活用しながらの非常用自家発電設備の整備を検討していたが、コロナ

禍などの影響で整備が難しくなっている。設置を前提に状況に合わせながら検討

していく。 

 

２．職員の質の向上 

（1）内部研修の充実化 

  毎月、ユニットリーダーが中心となり、現在のサービス提供に関連した内容に

ついて、全職員を対象とした勉強会を開催してきた。今後は医療連携や看取り介

護などの勉強会も計画していく。 

 

（2）Ｗｉ－Ｆｉ環境の整備 

  業務用とは別の職員専用のＷｉ－Ｆｉ環境を整備した。休憩時間に安定した回

線速度でインターネット検索や動画視聴を利用することができ、職員からの満足
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度は高い。 

 

 （3）業務時間帯の変更 

   16 時間の夜勤形式と８時間の夜勤形式を併用しながら進めてきた。８時間の

場合の夜間と早朝の人員配置が難しい場合もあるが、夜勤専任者の確保が出来

ていることで日中のサービス提供が安定したものとなっている。 

 

 ３．地域連携・貢献 

（1）新型コロナウィルス接種 

  １名のご利用者様と一部の職員を除いては３回目までのワクチン接種を行っ

た。今後も情報収集に努め、行政、医療機関と連携を継続していく。 

 

（2）地域との情報共有 

  高齢者支援センターやグループホーム連絡会、自治会などの会議にオンライン

形式で参加した。手紙や絵の交換で保育園との交流も継続しているが、今までの

ような触れ合いが難しい中で、これからどのような交流ができるのかを双方で検

討している。 

 

４．その他 

（1）園庭出入り口の整備 

  園庭側の生活道路に沿った出入り口、駐車場の整備を検討しているが、生活道

路の整備が進んでいないこともあり、現在のところ整備には至っていない。 

 

 （2）備蓄品の整備 

   備蓄倉庫の設置と備蓄品、防災用品の見直しを行った。今後も必要に応じて

物品の整備を行い、有事の際に備えていく。併せて感染症対策用品の備蓄も進

めている。 

 

 （3）新型コロナウィルス感染 

   みなし陽性も含めて９名のご利用者様と２名の職員のコロナ感染があり、職員

配置やサービス提供で、今後の課題も見られたが、関係医療機関の支援もあり、

重症者を出すことなく、その場の収束を迎えることができた。 

 

 （4）看取り介護 

   経口摂取が難しくなり、ご本人様の意向やご家族様の想いから、施設での看

取り介護を行った。在宅医療に特化した医師へ引継ぎ、医師を中心に訪問看護、

職員とで連携を行った。多くの時間、ご家族様にも関わって頂き、感謝の言葉

を頂けたことで職員からも今後に向けて前向きな意見を多く聞くことができた。 
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［グランハート悠々園］ 

Ⅰ.総括 

今年度もコロナと対峙しながらの一年となった。計画的に 3 回のワクチン接種

を行えたこともあり、職員 2 名の陽性者を出したものの、感染拡大には至らなか

った。一年を通じ穏やかにサービス提供を継続できたことは、日々の感染予防に十

分に努めた結果だと評価したい。また、開所してから初の実地指導があった。開所

から 3 年が経過し、適正なサービス提供が行えているか、再確認する良い機会と

なった。「看取り介護加算」について 1 件指摘事項があったが、すぐに改善を行っ

た。その他の日々のサービス提供については、適正に行えている確認が取れた。開

所以来、手探りではじめてきたが実施指導で大きな自信を得ることができた。今後

も適正なサービス提供を継続して実践出来るよう努めていきたい。 

 

Ⅱ.実績 

１．利用者サービスの向上 

（1）安定的な稼働率の確保 

  今年度は目標稼働率 96％に対し、目標に届かず 93.7％で年度を終えることと

なった。コロナ禍ではあったが、入所前の訪問調査も関係機関の協力も得られ、

円滑に進めることができ、待機者の確保も予定通り進んだ。上半期については、

稼働率は順調に伸びていったが、下半期に施設内において新型コロナが発症して

しまった結果、十分な感染予防に努め、受け入れを慎重に行った為、稼働率が下

降してしまう結果となってしまった。陽性者が出てしまった際の受け入れについ

て一定のルールを設け次年度は速やかに入所できるよう進めていく。 

 

（2）ユニット行事計画 

  コロナ禍のため、施設全体での大きな行事は実施することが出来なかったが、

協力ユニット単位では、ほぼ毎月、全ユニットでイベントを実施することができ

た。施設内限定にはなってしまったが、工夫を凝らし四季を感じて頂き、ご利用

者様にも楽しんで頂くことができた。 

 

（3）看取り介護 

      2020 年度から看取り介護を開始し今年度は 10 名を看取らせて頂いた。看取

り介護は実際に体験することで得られるものがとても大きいが、場面としては

限られている。貴重な経験をユニット内だけでなく施設全体で共有し、看取り

介護に対する不安や課題を検討出来るような場があればと、新たに看取り委員

会を 6 月に立ち上げた。月に一度開催することで、看取り介護の経験がない職
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員も事例検討をしながら、不安の軽減や課題の解決に取り組んでいる。今後は

委員会が中心となって勉強会を開催出来るよう進めていきたい。 

 

 

２．職員の質の向上 

（1）各主任及びユニットリーダーのマネジメント研修 

上半期は、教材を基にユニットリーダーを対象にリーダーのマネジメントの勉強

会を毎月開催し、知識を深めた。下半期についてはリーダー同士のコミュニケーシ

ョンだけでなく、管理者とリーダーともコミュニケーションが深められるよう意見

交換の場を設け、閉鎖された環境になりやすいユニットの中でユニットリーダーが

抱える課題を皆で共有出来るよう環境作りを行った。 

 

（2）ユニットケアの取り組み 

ユニットケア向上委員会を中心に研修を立案し、8 月に外部講師を招きユニット

ケアについて研修を開催した。研修会に参加できなかった職員に対しても研修会を

録画し後日、全職員に配信しユニットケアについて知識を皆で深めた。委員会の中

ではユニットケアを進めていく上で核になる「24 時間シート」を導入するためにど

のように進めるべきなのか、繰り返し検討を続けている。今年度中の作成には至ら

なかったが、次年度に作成が出来るよう準備を進めている。 

 

（3）職員の情報共有 

昨年度から、職員間の情報共有について課題として挙げられ、今年度課題の修正

を行った。日々の申送り、毎月の定例会議等を開催することで、コミュニケーショ

ンの場を増やし、またＰＣ内の掲示板を有効に活用し、いつでも情報の確認がとれ

る環境を作ることで、情報共有については改善が見られた。 

 

３．地域連携 

（1）東京都立町田の丘学園との交流 

コロナ禍のため、今年度については感染予防の観点から、予定していた絵画作品

の授与式、施設敷地内清掃を取りやめることとなった。次年度についてはコロナ禍

であっても交流会が行えるよう打ち合わせを重ね、連携を図り準備を進めている。 

 

（2）おうちでごはん事業 

子育て世帯へお弁当を届ける、おうちでごはん事業はコロナ禍の中、感染予防

に十分に努めながら約20名のボランティアのご協力頂き、週に200食の配食を1

年間行い皆様に喜んで頂いた。新たに利用したいとお声かけも多数頂いているの

で、次年度、ご要望に応じられるよう食数について検討していく。 
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［短期入所施設グランハート悠々園］ 

Ⅰ.総括 

新型コロナの影響を受けてしまったが、安定的な稼働率を維持するために大きな

手応えを得た一年となった。稼働率は惜しくも目標値には届かなかったものの新規

利用者の獲得やリピーターの確保、課題であった特養の空所利用も一部のユニット

ではあるが、利用が可能となった。空所利用を効果的に行うことで、より多くの方

にご利用頂きたいと考えている。利用者が増えればコロナの感染のリスクも高まる

が、感染予防にも引き続き最大限に努め、安心して在宅で生活出来る支えになるよ

うに次年度も取り組んでいきたい。 

 

Ⅱ.実績 

１．利用者サービスの向上 

（1）安定的な稼働率の確保 

  今年度、目標であった稼働率 90％に対し結果は 89.9％と惜しくも届かなかっ

た。しかし 4 月から年末の 12 月までは順調に数字を伸ばし、100％を超える月

もあったが、年明けに特養でコロナ陽性者が出た為、受け入れを一時期的に停め

たことが目標に到達出来なかった大きな原因となってしまった。結果として目標

値には届かなかったが、新規利用者の獲得、特養の空所利用等、次年度に繋がる

明るい材料を得ることができた。 

 

（2）アクティビティと年間行事計画 

「また利用したい」と思って頂くために、「楽しみ」の充実を図ることが今年

度の課題であった。コロナ禍ではあったがユニット内で四季を感じて頂けるイ

ベントを企画しご利用者様に大変喜んで頂いた。リピーター獲得の大きな要因

となった。今後も通常のサービス提供の質を落とさず、楽しんで頂けるイベン

トの充実を図っていく。 

 

（3）認知症対応、重度化の対応 

今年度、稼働率を上昇させるため新規契約数を増やすことが大きな目標であ

った。より多様なニーズに応えられるように、毎月行われるユニット会議で、

認知症や医療的な対応について定期的に勉強会を行い職員のスキルアップを目

指した。 
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２．職員の質の向上 

（1）ユニットリーダーのマネジメント研修 

上半期は、教材を基にユニットリーダーを対象にリーダーのマネジメントの勉強

会を毎月開催し、知識を深めた。下半期についてはリーダー同士のコミュニケーシ

ョンだけでなく、管理者とリーダーともコミュニケーションが深められるよう意見

交換の場を設け、閉鎖された環境になりやすいユニットの中でユニットリーダーが

抱える課題を皆で共有出来るよう環境作りを行った。 

 

（2）ユニットケアの取組み 

ユニットケア向上委員会を中心に研修を立案し、8 月に外部講師を招きユニット

ケアについて研修を開催した。研修会に参加できなかった職員に対しても研修会を

録画し後日、全職員に配信しユニットケアについて知識を皆で共有した。委員会の

中ではユニットケアを進めていく上で核になる「24 時間シート」を導入するために

どのように進めるべきなのか、繰り返し検討を続けている。今年度中の作成には至

らなかったが、次年度に作成が出来るよう準備を進めている。 

    

 （3）職員の情報共有 

より細やかな対応をする上で、ご利用者様の情報を職員間で共有することはとて

も重要である。前年度の課題となっていた情報共有について、窓口となる相談員と

フロア職員や専門職との連携を図る為、申送り方法の見直しを図った。正確により

多くの情報を共有することで、ご利用者様にもより安心してご利用頂くことができ

た。 

 

 

３．地域連携 

（1）東京都立町田の丘学園との交流 

コロナ禍のため、今年度については感染予防の観点から、予定していた絵画作品

の授与式、施設敷地内清掃を取りやめることとなった。次年度についてはコロナ禍

であっても交流会が行えるよう町田の丘学園とも打ち合わせを重ね、連携を図り準

備を進めている。 

 

（2）町田山崎団地自治会の回覧版協賛 

開所後 3 年が経過するが、開所まもなくして新型コロナにより地域との関わり

が拡げにくい状況となってしまった。事業所の認知度を向上するために近隣の地

域である山崎団地自治会の回覧板に協賛させて頂いた。 
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２０２１年度鶴川第 2高齢者支援センター重点事業計画書兼報告書 

 

 以下の項目について、町田市地域包括支援センター運営方針を踏まえて記載してください。 

１ 担当する地域の現状と課題 

 担当する地域の現状と課題の中から、特に重要であるものを３点記載してください。 

 

【現状と課題①】 

生活を支えていた親世代が認知症を発症したり、要介護状態になったりすることで、こ

れまで福祉的な支援と関わってこなかった世帯で、様々な課題が表面化することが増え

ている。 

同居家族の引きこもりや、経済的困窮、世帯構成員への不適切な介護状況など、い

わゆる 8050問題として町田市全体での課題としても取り上げられているが、高齢分野に

よるアプローチだけでは、子ども、孫世代など他分野での課題を抱える世帯への課題解

決が難しくなっている。 

【現状と課題②】 

各町内会自治会の加入率減少や役員の高齢化、自主グループの高齢化が進み、世

代交代がうまくいかず運営自体が危うくなっている。その結果、多世代交流の場が減少

し、互いに見守り、支えあう地域力が低下している。若い世代からは町内会自治会やグ

ループ活動に関心はあるが、参画する機会がないとの声もある。 

また、2021年１月現在、鶴 2エリアでは、２９地区のうち 8地区で民生児童委員が欠

員、その中でも高齢化率 45.56％となっている鶴川５丁目が３地区全て欠員となってい

る。今後ますます孤立していく人が増えていき、SOSをキャッチできなくなっていく可能性

が高い。 

【現状と課題③】 

三輪地区にて地域住民より認知症高齢者の見守りについて不安があると声が上がっ

ている。 

地区内にアパートも多く、単身高齢者も多く居住。 

活動拠点となる施設が少ない為、徒歩圏内で参加できる自主活動グループが立ち上

がり難く、古くからの住民と新しく居住し始めた住民との交流の場が少ない等の課題を抱

えている。 
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２ 課題解決に向けた重点的な取組 

 「１」の課題を解決するため、重点的に取り組む内容について記載してください。 

取組名① 多問題を抱える世帯に対応できるネットワークづくり 

計 
 

 
 

 
 

 

画 

目標 

高齢分野だけでは解決の難しい、8050問題などの多問題を抱える世帯に対応できる多分

野協働でのネットワークづくり 

２０２１年度の取組 

①多問題を抱える世帯に分野を超えて対応できるよう、地域ケア会議を活用する。鶴川第

1 高齢者支援センターと協働し、鶴川圏域内の他分野福祉関係機関と更なる関係強化を

行い、圏域内の 8050問題等の課題の共有をはかる。 

②8050 問題等の地域課題を共有する事で、地域で必要な多分野協働での支援体制の

構築を図る。 

活動指標 

①鶴川圏域内の福祉関連機関との連携会議の開催 

②鶴川地区社会福祉協議会が主催している高齢・障がい・子どもなど多分野の支援団体

が集まる福祉情報交換会への参加 

目標値 ①連携会議の開催 年 1回以上 ②年 12回参加 

実 
 

 
 

 

績 

実績値 ①連携会議 ２回開催（予定） ②12回参加（予定） 

２０２１年度の成果 

①高齢分野だけでなく、多問題を抱える世帯に他分野の相談機関が協働して関わること

が出来るよう、各機関の相談内容や対応方法、役割、職員の専門・担当地区や職務内容

などをお互いに理解し、意見交換をする連携会議を継続開催する事となった。（主催：鶴

川第 1、鶴川第 2高齢者支援センター） 

②他分野の機関が参加する鶴川地区社会福祉協議会主催の福祉情報交換会へ継続参

加する事により、同居している高齢家族に関する通報や相談が支援センターへ寄せられ

るようになった。 

２０２２年度に向けた課題 

・多問題を抱える世帯へ分野を超えた機関で関わる事が求められている。今後具体的な

個別ケースへの検討なども行えるよう、連携会議の開催を継続し、関係強化が必要。 

・福祉情報交換会に参加する団体が増えることで、これまで各相談機関につながりにくか

った方が必要な支援に繋がり易くなる為にも、今後も鶴川地区社会福祉協議会と連携し

て地域の活動団体や相談機関の普及啓発が必要。 
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取組名② 多世代交流ができる場づくり 

計 
 

 
 

 
 

 

画 

目標 

子育て世代との交流、他の年代へのアプローチができるグループ作り 

多世代で見守り、支えあえる関係性づくり 

２０２１年度の取組 

・鶴川地区協議会で毎月第３水曜日にポプリホールで開催している３水スマイルラウンジ

での鶴川子育て相談センターと高齢者支援センター合同イベント（２～３回/年）の継続。 

・2020 年度中止、延期となった地域介護予防教室を開催し、読み聞かせの自主グループ

を立ち上げる。 

・自主グループ立ち上げ後、グループの活動の場になりうる施設の発掘、協力依頼 

・多世代交流につながる自主グループに向けて見守り普及啓発講座を開催し、子どもから

高齢者まで互いに見守りあえる関係性づくりの意識付けを行う。 

活動指標 

① 多世代交流が期待できる自主グループの立ち上げ 

② 見守りへの意識づくりのための見守り普及啓発講座の開催 

目標値 ①読み聞かせ自主グループ立ち上げ 1 ヶ所 

②自主グループへの見守り普及啓発講座 1回 

実 
 

 
 

 

績 

実績値 ① 読み聞かせ自主グループ立ち上げ 0 ヶ所 

②自主グループへの見守り普及啓発講座 1回 

２０２１年度の成果 

① 感染拡大防止の為地域介護予防教室は開催を中止。自主グループの立ち上げはで

きなかった。 次年度開催予定。立上げ予定の自主グループの多世代交流の場とし

て３カ所協力頂ける事となった。 

② 圏域内の自主グループ代表者の集まりに対して 1 回実施。鶴川第 3 小学校、鶴川第

二民生児童委員協議会へ見守り普及啓発講座を各 1 回ずつ開催し、世代を超えた

見守りの意識づくりを行った。 

③ ３水スマイルラウンジにて感染拡大防止に配慮した形で多世代交流合同イベントを７

月、１１月に開催し、３月にも開催を予定。 

２０２２年度に向けた課題 

・コロナウィルスの感染状況によって、ＳＮＳなどのオンラインツールを活用した地域介護予

防教室開催の検討が必要。 

・オンラインツールを活用したいが、機器の操作など不慣れな高齢者の方が多く、利用の

為の支援が必要。町ネットサポーターと連携して支援出来るよう働きかける必要がある。 
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取組名③ 三輪地区での支え合い連絡会の開催 

計 
 

 
 

 
 

 

画 

目標 

三輪地区における既存のグループ活動の把握と支え合いの仕組みづくり  

２０２１年度の取組 

① 三輪地区内で行われている交流の場と自主活動団体を把握し、センターとの関係づ

くりを行う 

② 町内会自治会、老人会、民生児童委員、介護保険サービス事業所、自主活動グルー

プ等に地域の現状を伝え、地域の見守りや認知症への理解を高める為、支え合い連

絡会を開催する。 

活動指標 

① 自主活動グループ（町トレ２か所、体操 1か所）への訪問数 

② 支え合い連絡会の開催数 

目標値 ①各グループ年 1回以上 ②年 1回以上 

実 
 

 
 

 
績 

実績値 ①体操 1 ヶ所 ②2/19に開催予定 

２０２１年度の成果 

① 体操グループの活動中に 1 回訪問。他のグループに対しては、電話でコロナ禍での

活動状況の聞き取り等を行った。 

② 緊急事態宣言期間中は各団体等と電話でやり取りを行い、状況の把握をしながら

2022年 2月に三輪地区の現状や地域課題の共有、活動団体同士の意見交換を目的

として開催を予定。 

２０２２年度に向けた課題 

・地区内に単身用アパートなども多く、見守りの目が届きにくい地区となっている。 

・感染状況により、自主グループの活動再開、継続など活動状況の把握が必要。 

・次年度以降三輪地区での支え合い連絡会を継続的に開催出来るよう支援が必要。 

 

３ 地域ケア推進会議の開催予定 

 ２０２１年度に開催する地域ケア推進会議について記載してください。 

開催予定回数（企画会を除く）          6       回 

検討する課題（決まっている場合のみ） 

複数ある場合は、箇条書きで記載してください。 

 

 


