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平成 30年度 希望の郷拠点事業報告 

               

≪デイサービスセンター希望の郷事業報告≫ 

 

１．事業総括 

 （１）サービス事業 

利用者様の一人ひとりの心身の状態を把握し、介護計画・個別機能訓練計画をたて、自立

に向けた支援を 職員と話し合い実施すると共に、他の事業所と密に連携をとり、利用者様

のニーズに合った支援が行えるよう努めました。また、地域に向けて 希望の郷の活動内容

を知って頂く為に、地域行事に参加しました。地域の皆様と話をする中で、希望の郷の活動

があまり周知されていないことを感じました。気軽に地域の皆様が立ち寄れる施設を目指し

て、今後も広報活動を行いたいと思っています。 

       サービス内容の充実を図り、利用者様の満足度をあげ、経営基盤の安定に努め、新規利用

者１５名に対し、終了利用者１５名と利用者数の増減はありませんでしたが、利用延実績が

伸び悩み、当初の延利用者数４，０００人に対し、３，５３５人と大幅に下回る結果となり

ました。年２回の利用者様アンケート・福祉サービス第三者評価等の結果をもとに、職員全

員でサービスの見直しをする必要があると考えています。現在利用されている利用者様の満

足度を高め、１人でも多くの方が利用を希望されるように、職員一丸となって頑張っていき

たいと思っています。 

 

 

 （２）人財育成事業 

デイサービスの役割について職員で再確認し、石見さくら会の職員としての自覚を持つた

め 毎朝、経営理念を唱えました。また、各職種・各段階に応じた研修にできるだけ参加し、

サービスの質の向上に努めました。 

毎月の職員会議では 利用者様についての情報交換や業務内容の改善等を話し合い、職員同

士で考え・実行できる環境作りを行いました。提案された件に関して、協力して取り組む姿

が見られました。今後も、自発的に提案・計画・実行・評価を繰り返し、全職員でレベルアッ

プをしていくよう努めます。 

 

 

 （３）施設整備事業 

   利用者様、職員、地域の皆様にとって快適、安全、安心となるよう環境整備を行いました。 
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平成 30 年度に実施した個別の事業の詳細及び成果等は以下の通りです。 

 

【サービス事業】 

計画上の事業 実施した内容・成果等 

介護予防・日常生活支

援総合事業支援 

介護予防に取り組みたい方を受け入れ、生活機能の維持向上の為

に機能訓練を行いました。しかしながら加齢に伴い心身の状態悪化

が生じ、要介護状態と判定される利用者様もおられ、２０１９年度

は事業所評価加算(利用者の要支援状態の維持・改善の割合が７０％

以上になったときに加算される)についてＨ３０年度が６７％であ

ったため算定不可との結果が出ました。今後も、介護予防に取り組

み 生活機能の維持向上を目指すよう努めます。又、総合事業の利用

者様を増やす努力を行います。 

自主事業の実施  居宅介護支援事業所や包括支援センターと連絡を取り、活動の様

子を周知して頂けるよう努めました。新聞の折り込みや、地域行事

に参加し、ＰＲ活動を行いました。その結果、年間 延１６４名の体

験や自主事業の利用がありました。 

相談支援  法人の広報誌「さくらだより」や「希望の郷だより」にどなたでも

気軽にお越し頂けるようコメントを載せ、利用者・家族様に限らず、

地域の方からの介護相談も随時受けるようにしましたが、地域の方

からの相談はありませんでした。気軽に立ち寄って頂ける施設とな

るためにどのような事をすれば良いか今後も仮説を立て試行錯誤を

行いたいと思います。 

地域との関わり強化  積極的にボランティアの受け入れや職場体験等の受け入れを行い

ました。高校生の授業の一環で来所した際には、福祉の仕事の大変

さだけでなく面白さ やりがいを伝えるように心がけました。また、

公民館主催の行事には 体験コーナーを設けて頂き、地域の皆様と話

をする機会を持つことができました。 

 防災訓練は事業所内での訓練は実施しましが、地域の方を交えて

の訓練等は実施できていません。 

利用者・家族、関係者機

関との信頼関係の構築 

利用者様・家族様とは 送迎時等 コミュニケーションをとるよう

にしました。担当者会議等に参加し、家での様子・状態の把握に努め

ました。また、利用中の様子・表情等を知ってもらうために、「希望

の郷だより」を年に３回発行しました。利用者様・家族様から「希望

の郷だより」を楽しみにしているとの声を頂きました。 

また、送迎時にご自宅で行っておられる介助方法や、希望の郷で

行っている介助方法等についての情報交換をするように心がけまし

た。利用者様・家族様、お互いに負担の少ない介護方法を提供できる

よう、職員も情報の共有を行いました。 
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心身機能の維持・向上  利用者様・家族様の意向をふまえ、ケアマネからの介護計画書を

基に通所介護計画、個別機能訓練計画、運動機能向上サービス計画

を立案し、利用者様、ご家族様の同意の下、実施をしました。職員が

計画書の把握ができるよう情報共有しました。介助方法の統一にも

力を入れて行いました。 

 環境面ではご自宅と同じような環境を作り、完全にバリアフリー

にするのではなく少しの段差は残し、足をあげてもらうよう声掛け

を行いました。 

サービス内容の充実  自立支援に結びつくよう多様な活動を行いました。タオルたたみ、

買い物、調理実習、野菜作り等、今までやってこられたことを行って

頂き、職員に教えて頂く事を役割として頂きました。昔からの知恵

や、コツなどを教えて頂き、職員の勉強にもなりましたが、いきいき

とした表情で話をされる様子がとても印象的でした。 

 入浴に関しては、お湯の温度をこまめに確認し、気持ち良く入っ

て頂けるように努めました。入浴剤の使用や、ゆず湯等も実施しま

した。 

 地域の方によるボランティア受け入れ、在宅親子さんとの交流会

(２回)、中学生職場体験、小学生町探検等の受け入れを行い、世代を

超えて交流を持つことができました。 

介護の質の向上  できる限り研修に参加し、自己研鑽に努め、スキルアップを図り

ました。学んだことを活かして支援ができるように心がけました。

また、利用者様・家族様からの要望・苦情に対しては迅速に対応する

ように努めました。苦情等はありませんでしたが、年に 2 回アンケ

ートをとり 要望を聞き、サービスに活かすように努めました。 

 介護相談員の派遣はありませんでした。第三者委員等の外部から

の意見や助言を聞くことや、ヒヤリハットの事例検討をすることで

ケアサービス提供の在り方を見直し、再確認を行いました。 

経営基盤の安定(利用者

の確保) 

 自主事業や体験利用のＰＲを行い総合事業及び介護保険への移行

に繋げるように努力しました。入所等で中止になる利用者様が多く、

利用者の確保が難しい１年でした。長期入院の利用者様に対しては、

月１回自宅に訪問し、直接家族様から情報を貰うように心がけまし

た。その結果、退院後も引き続き利用を希望されました。 

 新聞の折り込みや、地域行事の参加で活動の様子をＰＲしました。

地域で活動されている団体様に自主事業を利用して頂きました。利

用にはまだ至っておりませんが、希望の郷の活動を知って頂く良い

機会になりました。今後も 広報活動を行い、活動内容の周知に努め

たいと思います。 
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【人財育成事業】 

計画上の研修 対象者 参加者数 実施した内容・成果等 

認知症実践研修 介護職員 １名 

 

３ヶ月 認知症について学びました。他施設に

実習に行き、利用者として過ごし 介護される

側の気持ちを知ることができました。認知症介

護実践研修(実践者研修)修了書を取得しまし

た。 

認知症介護基礎研修 介護職員 １名 

 

認知症の人の理解と対応の基本、実践上の留意

点を再確認しました。 

高齢者虐待の防止に係

る研修会 

管理者 １名 

 

虐待防止法を正確に理解し、虐待を未然に防止

するための必要な倫理、技術、組織のあり方に

ついて学びました。 

結核研修会 看護係長 

 

１名 

 

高齢者の結核の特性を学び、初期対応の重要性

及び施設内等の感染拡大防止策の確認をしま

した。 

人権管理研修Ⅰ・Ⅱ 管理者 

 

１名 

 

福祉職場に求められる人事管理諸制度を学び、

組織経営に役立てていくよう努めました。 

人材育成研修会 看護係長 １名 魅力ある職場作りを目指すためのコミュニケ

ーション技法を学びました。信頼関係を深め、

モチベーションアップに繋げていくよう努め

ました。 

労務管理研修 管理者 

 

１名 

 

日常の労務管理業務を適正に行えるよう、正し

い知識を身につけました。 

認知症ケア研修会 介護職員 １名 認知症からくる身体の特徴とその対応や、在

宅・施設で暮らし、普通に生きる姿を支援する

方法を学びました。 

ケアマネジメント支援

研修会 

管理者 

 

１名 

 

介護にかかわる専門職として自立支援につい

て学びました。 

人材確保・定着に向け

た管理者のセミナー 

管理者 １名 介護人材の確保を成功例から学びました。他の

施設の取り組みを聞き、参考になりました。 

一般事業所等による学

校見学会及び懇談会

(島根県立石見養護学

校) 

管理者 １名 養護学校での、生徒の学習や作業学習の様子を

公開し、理解啓発を図りました。就労に関する

取り組みを紹介し、作業学習や進路指導のあり

方についての意見交換を行いました。障がい者

雇用支援制度についての情報を提供して頂き

ました。 

職員研修会 介護職員 １名 

 

リスク管理の注意点について事例を通して学

び、選ばれる施設を目指しました。 
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メンタルヘルス研修 

一般職コース 

管理監督職コース 

 

 

介護職員 

管理者 

 

 

１名 

１名 

 

良質な福祉サービスを安定して提供し続ける

ためのより良い関係づくりやコミュニケーシ

ョン又はストレスや怒りの上手な付き合い方

を学びました。 

管理監督職員は人材育成のポイントなどにつ

いて学び支援技術の向上、良い職場、人材育成

についての意識を高めることができました。 

皮膚科研修会 全職員 ３名 邑智病院主催 皮膚科研修に参加し、皮膚につ

いて学び今後のケア方法に繋げました。 

アンガーマネジメント

スキル講座 

介護職員 １名 イライラしない、怒りのコントロールを行い明

るい職場と人間関係の作り方を学びました。 

介護職員研修会 介護職員 １名 高齢者の認知症の状態の理解・介護技術等の基

礎知識を学び、利用者にあったケア方法を学び

ました。 

多職種連携による自立

支援に向けた地域ケア

個別会議研修会 

看護係長 １名 効果的な自立支援のために自立支援の重要性

や役割等を理解し、高齢者のＱＯＬの向上を目

指すことを学びました。 

人権研修 管理者 １名 事例を通じて、実践に活用できる知識の習得及

び人権意識醸成を学びました。 

集団指導 管理者 １名 介護保険法に基づく集団指導に参加し、法改正

に伴う重要点の確認を行いました。 

福祉サービス苦情解決

研修会 

管理者 １名 

 

サービスの向上を図るため、苦情申出人に対す

る適切な支援の在り方について研鑽しました。 

福祉職員キャリアパス

対応生涯研修課程 

管理職員コース 

指導的職員研修Ⅰ 

指導的職員研修Ⅱ 

 

 

管理者 

看護係長 

看護係長 

 

 

１名 

１名 

１名 

キャリアの段階に応じて求められる知識、能力

を段階的、体系的に学び、果たすべき役割を認

識することができました。 

（ 合同研修 ） 

法人職員としての接

遇、マナー 

全職員 

 

 

８名 

 

 

サービスに携わる社会人に必要とされるマナ

ーを習得すること、特に言葉遣いの大切さを学

びました。 

ハラスメント研修会 全職員 ４名 ハラスメントについて学びました。職場の人間

関係、ストレスについて再確認し、現在の状況

はどうなのかを確認しました。 

人権擁護研修会 全職員 ３名 人権について、介護・保育の現場から考えるこ

とができました。今後の支援の在り方に繋げて

いきたいと感じました。 
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高齢者の虐待について

考える 

 

全職員 

 

１名 虐待の種類、虐待になるまでの経緯等の再確認

をしました。虐待の予防策を考える時間を持つ

ことができました。 

ＯＪＴの実施 全職員  人事考課制度における目標面接シートに基づ

いて、年に４回 面接を行い能力開発のための

支援を行いました。 

（内部研修） 

接遇、マナー 

認知症の理解、実践 

虐待防止 

救急救命講習会 

不審者対応訓練 

介護技術 

感染予防 

 

全職員 

 

  

全職員に対し、資料の提供や事業所内研修に参

加してもらうよう声をかけました。 

３０年度は 初めて不審者対応訓練を行った

り、家族様と一緒に救急救命講習会を実施した

りしました。 

 

 

   

計画外の研修 対象者 参加者数 実施した内容・成果等 

ユマニチュード 

 入門コース 

管理者 １名 「ケアする人とは何か」「人とは何か」を問う

哲学と「見る」「話す」「触れる」「立つ」「歩く」

の非言語的コミュニケーションに基づいたケ

アの技法である、ユマニチュード学を学びまし

た。 

防火管理講習 管理者 

 

１名 防火管理者及び防災管理者として必要な資格

を習得しました。 

マニュアル作成 係長以上 ２名 各職種によるマニュアルを作成しました。 

 

 

【施設整備事業】 

計画上の施設整備等 実施した内容等 

サッシの取り付け 食堂・勝手口の木枠戸をガラスのサッシに取り替えました。 

畳上シートの設置 静養室にしている畳の間に、ベッド等からの移乗が安全にできるよ

う滑り止めシートをしきました。 

介護用ソフトの購入 作業の効率化や、他事業所との連携を図る為、介護ソフト「ほのぼ

の」を購入しました。 

 

 

【その他】 

  中期事業計画で立案していた福祉サービス第三者評価を受け、結果はワムネットに公表しま

した。 
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２．利用者状況の総括 

平成３０年度の新規利用者様は１５名おられます。又、施設への入所や永眠の為、利用中止

となった利用者様は、１５名であり、利用者数の増減はありません。以前は、入院に伴いＡＤ

Ｌが低下すると退院後は、他のデイサービスに移る傾向にありましたが、入院中の様子を家族

様に伺い、早い回復とＡＤＬが低下していても退院後利用されることを願っている事を伝える

事で、退院後も希望の郷を継続的に利用して頂くことができています。 

また、体験や介護認定を受けていらっしゃらない方を対象にした自主事業を、利用される方

が多く、２９年度は１２人でしたが３０年度は１６４人でした。自主事業等で希望の郷の活動

を知って貰い利用に繋がるように努めました。 

 

 

【利用率の状況表】 

（単位：人、％） 

定 員 計画人数 
計画利用

率 
実績人数 

実績利用

率 
備 考 

７，７００ ４，０００ ５２ ３，５３５ ４６ 通常規模型 

一日定員      ２５人 

営業日      ３０８日 

月平均延べ人数 １１.９人 

   

 

【利用者構成の状況表】  

（単位：人、％） 

構  成 

(介護度別) 

計 画     実 績 
備  考 

人 数  構成割合 人 数 構成割合 

総合事業    ５ １２.５ ３月末の実績 

(３月に利用のあった人数) 
要支援１  ６ １６.７  ３  ７.５ 

要支援２  ５ １３.９  ５ １２.５ 

要介護１  ５ １３.９ １２ ３０.０ 

要介護２ １１ ３０.６  ６ １５.０ 

要介護３  ５ １３.９  ７ １７.５ 

要介護４ ４ １１.１ ２ ５.０ 

要介護５ ０ ０.０ ０ ０.０ 

合 計 ３６ １００.０ ４０ １００.０  
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３．要員（人員）体制の総括 

  育児休暇をとっていた職員が７月に復帰し、いろいろな行事を実施することができました。

ワゴンタイプの普通車を運転できる職員が少なかったため、運転専属の職員を増員しました。

又、職員の負担を軽減するために 1 名増員しました。利用者様の個別対応をするにはぎりぎり

の人数ですが、職員全員で団結し、サービスの向上に努めました。 

 

 

【要員状況表】 

（単位：人、％） 

職  種 

計  画 実  績 

人 員 常勤換算数 人 数 常勤換算数 
計画に対す

る充足率 

所長（管理者） １ ０.１ １ ０.１ １００ 

生活相談員 １ １.０ ２ １.０ １００ 

看護職員 ３ １.０ ３ １.０ １００ 

機能訓練指導員 ２ １.５ ４ １.４ ９３ 

介護職員 ６ ３.４ ７ ３.３ ９７ 

調理員 ３ １.０ ４ １.５ １５０ 

運転手   １ ０．０５  

合  計 １５ ８.０ １６ ８.３５ １０４ 

 ※実績は 平成 31 年 3 月末に基づくもの 

※生活相談員・機能訓練指導員・介護職員 兼務の人数 

 

 

４．苦情処理結果の総括 

  ３０年度における苦情処理はありませんでした。年２回行っているアンケートの結果、利用

者様から「その日の体調に合わせ食事の量を調節してほしい。昔懐かしい歌をうたい思い切り

声を出したい。」又、ご家族様からは「足取り等の状態に変化があれば教えてほしい」等の要望

がありました。皆様から貴重な意見を今後のサービスに繋げていきたいと思っています。 

 

 

 

 

以上 


