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平成３０年度 香梅苑拠点事業報告 

              

≪養護老人ホーム香梅苑事業報告≫ 

 

 

１．事業総括 

 （１）サービス事業 

養護老人ホームの保護施設としての役割を再確認し、施設が持つ専門的な知識や技術等を

活かした事業展開に努めました。地域の方々との交流、ボランティアの受入などを強化した

ことは、入居者様の生きがいの高揚や、認知症の予防、身体機能低下予防等を図り、自立意

欲をさらに促進すると同時に地域住民の方の施設への理解にも繋がりました。 

地域に出かけ、在宅において介護をされている方々との連携を通した活動は、少なかった

為、次年度強化していく必要があります。 

又、災害時に備えた職員の防災教育及び災害発生時の安全かつ迅速な避難、誘導、初期消

火等の総合的な防災対策の強化を図ることができました。しかしながら、地域住民からの求

めに応じ受入ができるほどの施設機能は充分に果たせず、課題を残しました。 

 

 

 

 （２）人材育成事業 

職員一人ひとりが専門的な知識、技術の習得と能力の向上を図り、外部研修、内部研修に

積極的に参加し、自己研鑽に努めました。法人の理念を念頭におき、より質の高いサービス

提供を目指し、処遇にあたりました。 

又、職員それぞれが人事考課制度を活用し、自己の振返りを行うと共に求められる姿に至

るよう努めました。 

 

 

 

 （３）施設整備事業 

入居者様一人ひとりが快適で尊厳ある生活が送れるよう努めました。 

 

 

 

 

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。 

 

  



45 

 

【サービス事業】 

計画上の事業 実施した内容・成果など 

在宅介護総合相談 邑南町主催の在宅介護者家族の会（羽須美地域、石見地域）へ

の出前講座に出かけました。要望のあったオムツの当て方につ

いては「参考になった。」と喜んで頂きました。いつでも在宅

介護の相談に応じられるよう更に施設の専門的機能強化の必要

性を感じました。 

社会復帰等自立促進 地域社会との関わりを持つことで利用者の自立を促進し、地域

の一員としての生活が送れるよう努めました。 

  社会復帰促進 ・年５回町内のご住職様にお越し頂き、ご講話を頂きました。 

・町内の飲食店で、好みの昼食をとるお出かけランチ、自分の

生まれ故郷で墓参りをしたり、思い出の地を巡ったり、地域

の方と久しぶりに会ったりした故郷めぐり、イベント参加、

３Ｂ体操教室の場所を公民館から移動しての活動等地域との

関わりを作り、より自立した生活が行えるよう、又利用者が

社会の一員としての役割を再構築できるよう図りました。   

 

 心身機能低下防止 ・ボランティアの受入、地域交流を強化し１００名を超える

方々に来苑して頂きました。 

愛香園 2回(29名) 

ＪＡしまねおおち婦人部（17名） 

日貫仏教婦人会（7名） 

井原仏教婦人会（9名） 

緑風園（9名）     (ミュージック・ケア） 

養護学校窯業班（10名）（絵付け体験） 

養護学校寄宿舎（10名） 

日和銭太鼓（5名） 

日和神楽団（15名 ） 

３Ｂ体操教室（8名） 

 

 ・月に 1回は全員で取り組む行事を開催しました。 

   ４月 

  ５月 

  ５月～６月 

  ７月 

  ８月 

  ９月 

  ９月～10月 

 １０月 

 １１月 

お花見会、花見ドライブ 

交流運動会 教養講座 

お出かけランチ 

家族会・夕涼み会 

盆法要 

敬老祝賀会 

故郷、思い出巡り 

秋空ランチ  昼食作り 

彼岸法要 
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 １２月 

  １月 

  ２月 

  ３月 

忘年会 餅つき 

新年祝賀式 

節分ランチ 巻きずしなど昼食作り 

彼岸法要 雛街道巡り 

 

 ・様々なクラブ活動を月３～４回実施しました 

  音楽クラブ、運動クラブ、習字クラブ、学習クラブ、 

クラフトクラブ等 

 

・桃源の家の理学療法士による月１回の機能訓練を実施しまし

た。 

 

・朝の体操は継続して実施しました。 

 

以上のような事を通して利用者の孤独感の解消、生きがいの高

揚、認知症の進行予防、身体機能低下予防等を図りました。 

  処遇困難事例研究 

 

在宅介護者家族の会の参加や、桃源の家の職員と処遇困難ケー

スについて情報交換を行うことにより処遇技術等の向上を図る

事に繋がりました。 

専門機能強化 地域で在宅介護を行っておられる方との連携を通して施設の専

門的機能をさらに高めるよう努めました。 

  

  

  

  

介護機能強化 在宅において要介護状態の高齢者等を介護している家族等を対

象として開催されている邑南町主催の介護者家族の会に参加

し、介護方法についての相談に応じました。オムツの当て方に

ついては、大変参考になったと喜ばれました。要介護者の多様

な態様や、それに対応して家族で行っている様々な介護の方法

などを把握することができ、専門職として知識、技術を深める

必要性を感じました。 

 
 

機能回復訓練機能強化 在宅において要介護状態の高齢者等を介護している家族等から

機能回復訓練や補装具や自助具の装着等についての相談はあり

ませんでしたが、いつでも対応できるよう研鑽を積む必要があ

ります。 

今年度は、３Ｂ体操教室の方々を招いただけでしたが、邑南町

福祉課、町内の公民館及び自治会などに機能向上のためのレク

レーションや体操などの指導を行うことができるとチラシを配

布しアピールしたところ、次年度、公民館運動教室などへの職

員派遣の依頼を頂きました。 
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技術訓練機能強化 在宅の一般的な高齢者や障がい者等を対象として、技術習得の

相談に応じ指導する機会はありませんでしたが、いつでも対応

できるよう利用者の訓練内容を更に充実させるよう努めまし

た。 

 

総合防災対策 施設における火災等の災害時に備え、職員等の防災教育及び災

害発生時の安全かつ迅速な避難誘導等の訓練を年 2回実施しま

した。 

その内１回は消防署員の指導を仰ぎました。初期消火訓練はで

きるだけ多くの職員が行えるよう 3回実施したり、緊急時の連

絡網が機能するか確認したり、総合的な防災対策の充実の強化

を図りました。又、不審者対応のマニュアルが、機能するかど

うか利用者居住区域までに防げるかどうか確認しました。 

自然災害発生時に地域からの求めに応じ、被災者等の受入を行

えるだけの充分な備蓄の準備や、防災体制支援体制を整備、地

域住民等との合同避難訓練等が実施できておらず、次年度への

課題を残しました。 

認知症予防 認知症予防に効果的な体操やレクリエーションは毎日取り組み

ました。今年度は特に外部との交流を積極的に行い、予防効果

を高めることに努めました。 

認知症介護の在り方については、外部研修、内部研修により、

研鑽を積みました。 

誤嚥予防 嚥下体操の指導を昼食時に継続的に行い、誤嚥による肺炎の発

症は１件もありませんでした。   

さらに、口腔ケアの大切さを邑智病院歯科医師、歯科衛生士を

講師に招き、講義、歯磨き指導を受けることで、一層、予防の

為の取り組みを深めることができました。 

個別ケア ・年１回、処遇計画を作成し、利用者一人ひとりの心身の状況

に応じ自立生活に向けての支援を行うよう努めました。 

・月１回、利用者全員参加の行事に取り組み一人ひとりの残存

機能の維持・向上を図りました。利用者一人ひとりの能力維

持、向上を図る為に介護計画を基にした機能訓練計画を立案

し、訓練を実施し、評価を行いました。  

・週１回、利用者の希望に基づきレクリエーションを実施する

よう努めました。 

・誕生者のリクエストメニューを取り入れたバイキング方式の

昼食を提供しました。 

・年１回は、し好調査を行い、苦手な食材は、献立に応じて代

替え品を提供しました。 
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・随時、咀嚼・嚥下機能等を評価し、安全にまた食べ易いよう

工夫した食事を提供しました。 
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【人財育成事業】 

 ① 事業所外研修 

計画上の研修 対象者 参加者数 実施した内容・成果等 

生涯研修 

（チームリーダーコース） 

係長 1名 組織力のキーパーソンである職員の知

識、能力の習得を図りました。 

人事マネジメント研修 

（人事管理研修Ⅰ） 

施設長 1名 福祉現場に求められる人事管理諸制度

について学びました。 

生涯研修 

（中堅職員コース） 

介護職員 1名 福祉サービスの中心的担い手としての

知識、能力の習得を図りました。 

生涯研修 

（初任者コース） 

厨房職員 

 

1名 福祉業界の初任者としての知識、能力の

習得を図りました。 

人事マネジメント研修 

（指導的職員Ⅰ．Ⅱ） 

係長 2名 果たすべき役割について理解し、問題解

決能力を身に付け、更に業務の標準化、

手順書の整備、活用、実践と職場活性化

に結び付けることを学びました。 

労務管理研修 施設長 1名 

 

人事、労務管理の基礎的事項を学び、日

常の労務管理業務を適正に行えるよう

正しい知識を身に付けるよう図りまし

た。 

人事マネジメント研修 

（中堅職員スキルアップ） 

介護職員 

 

1名 

 

役割行動や身に付けるスキルを学び、チ

ームケアの中心的担い手として実践に

活かす意味を理解することができまし

た。 

人事マネジメント研修（新

任介護職員教育担当育成） 

係長 1名 職員育成のための実践的スキルを学び

ました。 

人事マネジメント研修 

（キャリアパス導入支援

Ⅰ．Ⅱ）） 

係長 

 

1名 

 

「働きがいと働きやすさを両立し、職員

の定着を目指す仕組みや制度」「サービ

スの質を上げる研修体系」更に「人事管

理制度」についての理解を深めました。 

人材育成研修 係長 

主任 

2名 

 

魅力ある職場作りを目指すコミュニケ

ーション技法について学びを深めまし

た。 

人材確保、定着に向けた管

理者セミナー 

施設長 1名 先進的に人材育成確保に取り組んでい

る県内外の施設、法人の実践発表や講演

により、見聞を広めることができまし

た。 

認知症介護基礎研修 介護職員 

 

2名 認知症の人の理解と対応の基本、ケアの

実践上の留意点などを再確認できまし

た。 
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認知症ケア研修 係長 

主任 

2名 

 

認知症ケアについて笑顔で介護するた

めの基礎知識を学びました。 

口腔ケアサポーター研修 係長 

介護職員 

2名 

 

基本的口腔ケアについて理解し術式を

習得すると共に必要な医療やケアに結

び付ける視点を身に付けることを学び

ました。 

ユマニチュード入門コース 施設長 1名 

 

入居者様の尊厳を持った生活を支援す

る為、人間らしさを尊重する哲学を具現

化したケアの方法の大切な４つの柱に

ついて学びました。 

メンタルヘルス研修Ⅱ 

（管理監督者コース） 

係長 1名 部下がストレスを抱える要因を把握し、

対処していく方法やスムーズなコミュ

ニケーションの取り方について学びま

した。 

リスクマネジメントⅡ 

（管理監督者コース） 

係長 1名 

 

リスクマネジメントについて正しい知

識を身に付け、予防策やヒヤリハットな

どの発生時の対応力について学びまし

た。 

介護技術等に関する講習会 施設長 

係長 

2名 

 

やる気を引き出す「ほめ方・叱り方」に

ついて学び、部下への指導力アップを図

りました。 

能力開発啓発セミナー 施設長 

係長 

2名 

 

パワハラ対策、働き改革について学びま

した。 

人権研修 係長 1名 

 

職員自身のストレス対処法や感情コン

トロール（アンガーマネジメント）につ

いて学び人権意識の醸成を図りました。 

高次脳機能障がい者支援研

修会 

施設長 

係長 

2名 

 

支援の質の向上を図るよう、虐待を通し

て学びました。 

高齢者虐待の防止に係る研

修 

施設長 

介護職員 

2名 

 

高齢者防止法の基礎知識、養護者や要介

護施設従業者等による高齢者虐待を防

止するための視点を学び、未然に防止す

るための必要な知識の習得を図りまし

た。 

苦情処理解決研修 係長 1名 

 

利用者様や家族様の信頼感を高め、サー

ビスの質の向上を図ることの理解を深

めました。 

コミュニケーション技法 係長 

主任 

2名 

 

職場内の関係性を良くするための考え

方、テクニックを学びました。 

介護支援専門員更新研修 介護支援 1名 必要に応じた専門知識及び技術を習得
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専門員  し、専門性、資質の向上を図りました。 

介護支援専門員再研修 施設長 1名 

 

必要な知識、技能の再習得を図りまし

た。 

平成 30 年度ケアマネジメ

ント支援研修会 

施設長 1名 他職種による自立に向けたケアプラン

に係る手引きの活用について学びまし

た。 

邑智郡転倒予防シンポジウ

ム 

介護職員 1名 転倒予防の為の他施設の取組みや、専門

家の講演を聞き、運動する事の重要性、

連携について等学びました。 

邑智地区福祉施設連絡協議

会 

施設長 1名 郡内施設の運営について意見交換をし

ました。 

全国老人福祉施設大会 施設長 

係長 

2名 

 

入居者様の尊厳を保持し、社会性を損な

うことのない支援の在り方、施設へのニ

ーズに対しできる事について研鑽しま

した。 

中国地区老人福祉施設研修

大会 

施設長 1名 

 

医学的に正しい高齢者との付き合い方、

接し方についての講演や事例発表を聞

き見識を深めることができました。 

県老人福祉協議会 施設長 1名 

 

地域包括ケアシステム時代の介護事業

所の在り方について再確認することが

できました。 

県養護老人ホーム部会施設

長運営会議 

施設長 1名 全国の動向、罪を犯した方への支援の在

り方、県内の施設の地域貢献、利用者様

の処遇について等施設運営に活かせる

内容でした。 

県養護老人ホーム部会研修

会 

施設長 1名 

 

施設の更なる充実を目指した他事業所

の取り組みや、精神疾患の方のケアにつ

いて学びました。 

県社協研修大会 施設長 

介護職員 

3名 笑顔でいきいき働く現場を作る為のヒ

ントを頂きました。 

介護保険サービス事業所集

団指導 

施設長 1名 介護報酬改定、適切なサービス提供、介

護関係制度等について県より指導を受

けました。 

防火管理・防災管理「新規

講習」 

施設長 1名 施設の防火管理者として講習を受けま

した。日頃の防災教育の大切さを学びま

した。 
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②事業所内研修 

計画上の研修 対象者 参加者数 実施した内容・成果等 

認知症ケア（2回） 全職員 30名 笑顔で介護するための認知症の基本知

識及び、敬意を込めたケアの大切さにつ

いて学びました。 

コミュニケーション技法 

（2回） 

 

全職員 29名 高齢者とのコミュニケーションと支援

の基本、選ばれる施設に成る為に大切な

事を学びました。 

人権・権利擁護.高齢者虐待 

（2回） 

全職員 15名 介護現場における人権、人権擁護、虐待、

アンガーマネジメントについて学びま

した。 

身体拘束 （3回） 全職員 

 

43名 身体的拘束の具体的な中身について確

認しました。個人アンケートにより自己

を振返りました。又今年度より身体拘束

等の適正化推進の為、指針の整備や、年

２回の研修を実施しました。 

介護事故防止 全職員  ヒヤリハット、事故報告について随時、

検証し、再発防止を図りました。 

防災及び救急救命（6 回） 全職員 35名 夜間、日中想定の総合訓練を２回実施

しました。その内１回は消防署職員の

指導を仰ぎました。又、初期消火につ

いての訓練はできるだけ多くの職員が

参加できるよう４回開催しました。心

肺蘇生法、ＡＥＤの取扱いについて学

びました。                                                         

緊急連絡網が機能するかどうか火災発

生を想定し、実施しました。 

不審者対応 マニュア

ル作成担

当者 

6名 模擬体験によりマニュアルが機能する

かどうか確認し、見直しの必要性が分か

りました。 

感染症 全職員 18名 

 

問題となる感染症の予防策等について

理解を深めました。 

業務改善 （2回） 全職員 32名 業務の検討、見直しを図りました。 

OJT 一般職員  新人の教育、人材育成の為、実施しまし

た。 

ハラスメント 全職員 6名 利用者様との関わりや他の職員への指

導における留意点を学びました。 
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接遇、マナーに関する研修 全職員 12名 

 

法人の接遇、マナーマニュアルに沿って

自己を振返りました。 

コンプライアンス研修 全職員 21名 法人の理念、法人、福祉職員としての行

動規範、職業倫理についての確認をしま

した。 

介護福祉士受験対策 受検資格者  無し 

介護支援専門員受験対策 受検資格者 2名 自己研鑽を積み受験しました。 

認知症ケア専門士 看介護職員  無し 

介護福祉士実務者研修 介護職員  無し 

 

計画外の研修 対象者 参加者数 実施した内容・成果等 

邑智病院出前講座 

口腔ケアについて 

利用者 

介護職員 

 

5名 

歯科医師、歯科衛生士を講師に招き、口

腔ケアの大切さを学びました。 

   

   

【施設整備事業】 

計画上の施設整備等 実施した内容等 

さくら通り 

廊下床材張替 

さくら通りの廊下の床材を、シロアリ対策を講じた上で張り替え

ました。 

ナースコールの更新 巡回中等に於いてもナースコールや外線電話への対応ができる

ようなりました。 

医務室用機材の充実 車イス対応型体重計と、血圧計を購入しました。 

居室床材の変更 １人用居室 ３部屋を畳からフローリングに変更しました。 

居室床材の更新 フローリングが劣化している居室について張替を３部屋行いま

した。 

ベッドの更新 低床ベッドを１台購入しました。 

生ごみ処理機の更新 メンテナンス等が容易な生ごみ処理機に更新しました。 

物置の更新 ゴミ、汚物入れ用、書庫用物置を２台設置しました。 

照明機器の更新 廊下やトイレの照明等については、全部ではありませんが、順次

ＬＥＤ灯に取換えていきました。計画していたふれあいの間、介

護ステーションなどの更新は実施できず、次年度に持ち越しまし

た。 

自家用発電機の更新 実施できず、次年度に計画しました。 

   

事業所によって変えてもらっ

て結構です。 
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２. 利用者状況の総括 

各市町村の福祉事務所や居宅介護支援事業所、医療機関等との情報交換を密に行い、連携を

図ることにより、利用率は、平均して９６.４％と、ほぼ計画通りでした。      

介護保険を利用される方が若干増加したため、構成割合は下がり、収入面では９８％程度と

なりました。 

 

【利用率（入所率）の状況表】                   （単位：人、％） 

定 員 
計画 実績 

備 考 
人数 利用率 人数 利用率 

18,250 /年 17,520 96 17,597 96.40  

    

【利用者（入所者）構成の状況表】                 （単位：人、％） 

構  成 
計 画 実 績 備  考 

人 数 構成割合 人 数 構成割合  

一般入居者 20 40 18  36  

介護保険利用入居者 30 60 32  64  

合 計 50  100 50  100  

 

 

 

３．要員（人員）体制の総括 

年度当初介護職員１名減、厨房職員２名減と厳しい体制でのスタートでした。人員の確保の

為、多くの方にご協力を頂き、介護職員は、夜勤専門職員１名、掃除やシーツ交換など周辺業

務を担当するパート職員２名、障がい者トライアル職員常勤１名増員することができました。 

厨房職員については怪我の為、長期療養と言う予期せぬ出来事も起こりましたが、正規職員

１名の異動、パート職員４名の増員により、難局を乗り切る事ができました。 

 

【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 

施設長  １ ０.５ １ ０.５ １００.０  

事務員  １ ０.５ １ ０.５ １００.０  

生活相談員  ２ １.０ ２ １.０ １００.０  

看護師  １ １.０ １ １.０ １００.０  

支援員 １５ ２.０ １９ ２.５ １２５.０  

栄養士  １ １.０ １ １.０ １００.０  

調理員  ４ ４.０ ８ ４.８ １２０.０  

  合 計 ２５ １０.０ ３３ １１.３ １１３.０  
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4．苦情処理結果の総括  

【事例１】  

苦情受付日 平成 30年 5月 2日 

苦情申し立て者 ご利用者様 

苦情内容 職員の行動について 

① ノックをしてすぐに居室に入る者がいる。又ノックを 2回しかしな

い者がいる。ノックは３回するもの。常識をわきまえて欲しい。 

② 固定資産税の支払いが自分の知らない間に勝手に通帳から引き落

とされていた。勝手に印鑑を使ったのか。 

苦情処理結果    ① 訪室する際は３回以上ノックをすること、そして返事があってから

入室するよう職員に周知し、今後同様な事が発生しないように致し

ました。 

② 前年度の事であり、当時の担当者から聞き取りをした結果、ご本人

の了解を得ずして、勝手に印鑑を使用することはないとの返答でし

た。 

ご本人へ充分な説明をし、確認を得た上で印鑑を使用するよう事務

担当者で確認をし、今後、同様な事が発生しないように致しました。 

第三者委員会への報告及び立会 

苦情の内容及び処理結果について第三者委員へ報告いたしました。 

 

【事例２】  

苦情受付日 平成 30年 6月 22日 

苦情申し立て者 介護相談員（ご利用者様より要望を聴収） 

苦情内容 他の利用者から差別的な発言をされて嫌な思いをしている。 

苦情処理結果 

 

昨年度、本人の身体的外見を差別的に言う利用者Ａさんの家族を交え、

謝罪をして解決済みと思われていた件でしたが、今でも相手の事が許

せない気持ちが続いておられ、辛い気持ちをお聞きしました。 

実際、現時点では差別的な発言はないとの事で、今後、発生した場合に

は本人へ注意していきます。 

同様な苦情が 7月 23日にも介護相談員さんより報告を受けました。 

その後 8月 25日職員より差別的な発言をしているのを聞いたとの報告

があり、Ａさんに今後、しないよう話しました。その事を申出人、介護

相談員さんにも報告しました。 

第三者委員会への報告及び立会 

苦情の内容及び処理結果について第三者委員へ報告いたしました。 

 

【事例３】  

苦情受付日 平成 30年 8月 28日 

苦情申し立て者 ご利用者様 

苦情内容 職員の態度について 
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21 時の巡回時、居室の戸を閉める音がうるさく、寝ていたのに目がさ

めた。音を立てないようにして欲しい。 

苦情処理結果 夜間の居室扉の開け閉めはできるだけ静かにできるよう細心の配慮を

払うよう職員に周知、徹底するよう指導し、今後同様な事が発生しない

ように致しました。 

第三者委員会への報告及び立会 

苦情の内容及び処理結果について第三者委員へ報告いたしました。 

 

【事例４】  

苦情受付日 平成 30年 10月 16日 

苦情申し立て者 ご利用者様 

苦情内容 一部の職員は上から目線の言葉遣いをしているものがいる。常識をわ

きまえて欲しい。 

苦情処理解決結果 接遇、マナー向上のための取り組みをしている中、言葉遣いについて

は、丁寧語、尊敬語で話すことを徹底し、今後同様な事が発生しないよ

うに致しました。 

第三者委員会への報告及び立会 

苦情の内容及び処理結果について第三者委員へ報告いたしました。 

 

【事例５】  

苦情受付日 平成 30年 12月 26日 

苦情申し立て者 ご利用者様 

苦情内容 

 

苦情処理解決結果 

他の利用者（Ｂさん）にひどい言葉で罵られた。言わないようにして

欲しい。 

Ｂさんに確認をし、気を付けて頂くよう話、今後同様な事が発生しな

いように致しました。  

 第三者委員会への報告及び立会 

苦情の内容及び処理結果について第三者委員へ報告いたしました。 

 

【事例６】  

苦情受付日 平成 31年 1月 17日 

苦情申し立て者 ご利用者様 

苦情内容 職員の自分に対する言葉遣いが悪い、改めて欲しい。 

苦情処理解決結果 その職員に対し、感情的にならず、プロとしての自覚の下、冷静に丁寧

な言葉で接するよう指導をし、今後同時様な事が発生しないように致

しました。 

第三者委員会への報告及び立会 

苦情の内容及び処理結果について第三者委員へ報告いたしました。 

 

【事例７】  



57 

 

苦情受付日 平成 31年 1月 21日 

苦情申し立て者 ご利用者様 

苦情内容 居室の出入り扉がすりガラスになっているが、２センチ程度のすきま

があり、プラバシーが侵害されている気がする。どうにかならないか。 

苦情処理解決結果 外から見えないよう隙間を埋めるための処理を行いました。 

その後、数名の利用者様からも「自分の所も外から見られている気がし

て落ち着かない。」等同様の苦情を受けましたので、同じように見えな

いよう処理しました。他の利用者様全員に意見をお聞きしたところ、現

状のままでいいと言われましたが、いつでも対応できる事を伝えまし

た。 

第三者委員会への報告及び立会 

苦情の内容及び処理結果について第三者委員へ報告いたしました。 

 

【事例８】  

苦情受付日 平成 31年 1月 30日 

苦情申し立て者 ご利用者様 

苦情内容 挨拶をしたのに、返してくれない職員がいる。直して欲しい。 

苦情処理解決結果 職員全員に大きな声で、笑顔であいさつするよう指導をし、その後同様

な事が発生しないように致しました。 

第三者委員会への報告及び立会 

苦情の内容及び処理結果について第三者委員へ報告いたしました。 

 

【事例９】  

苦情受付日 平成 31年 2月 18日 

苦情申し立て者 ご利用者様 

苦情内容 自分の居室近くに顔も見たくない他の利用者が居室を移動して来ると

聞いた。職員にできれば考え直してもらえないか訴えたにもかかわら

ず、その答えがないまま、居室替えが行われた。自分の希望が通らなか

ったことではなく、回答が無かったことが許せない。職員は信用できな

い。誠実な態度を望む。 

苦情処理解決結果 利用者様からの要望、訴え、意見など受けた職員は責任を以って 対応

すること。迅速、丁寧、誠実な対応に努めることを指導し、その後、同

様な事が発生しないように致しました。 

第三者委員会への報告及び立会 

苦情の内容及び処理結果について第三者委員へ報告いたしました。 

 

 

 

                                     以 上 
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≪特定施設入居者生活介護事業所事業報告≫ 

 

１．事業総括 

（１）サービス事業 

・ご利用者一人ひとりに対してＰＤＣＡサイクルに基づくサービスを提供し、悪化予防を図

ると共に状態に応じた自立支援を講じるよう努めました。 

・介護支援専門員が立案した「介護計画」を基に、利用者様や家族様の意向を伺い、介護を

行う専門的な立場から介護員が「個別支援計画」を作成し、利用者様の一人ひとりの自立

支援に資するサービスの提供に努めました。 

 

（２）人材育成事業 

職員一人ひとりが専門的な知識、技術の習得と能力の向上を図り、外部研修、内部研修に

積極的に参加し、自己研鑽に努めました。法人の理念を念頭におき、より質の高いサービス

提供を目指し、処遇にあたりました。 

又、職員それぞれが人事考課制度を活用し、自己の振返りを行うと共に求められる姿に至

るよう努めました。 

 

 

平成 30 年度に実施した個別事業の詳細及び成果は以下の通りです。 

 

【サービス事業】 

計画上の事業 実施した内容・成果など 

介護サービス 介護支援専門員が作成した「介護計画」を基に介護職員が更に

利用者様一人ひとりの状態を把握・分析し、意向を踏まえた上

で自立支援に資する介護が行えるよう計画書及び手順書を作成

し、サービスの提供を行い、評価を行いました。 

 

【人材育成事業】 

研修は養護老人ホーム 香梅苑と合同で行いました。 

 

 

 

２．利用者状況の総括 

  ３０名の計画でしたが、介護保険の利用対象の方が増え、一時３４名の利用がありました。

人員配置上問題なく利用頂き、介護保険事業収入は増収となりました。 

年度当初は、要介護５の方がおられ、平均介護度は２.３とやや高めでしたが、年度末には

１.８２に下がっています。しかしながら転倒の危険性が高く、常時見守りが必要でセンサー対

応などの対策を取っている利用者もおられる状況が続いています。 
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【利用率（入所率）の状況表】                   （単位：人、％） 

定 員 
計画 実績 

備 考 
人数 利用率 人数 利用率 

30名/日 10,512  96 11,509 105  

    

 

【利用者（入所者）構成の状況表】                  （単位：人、％） 

構  成 
計 画 実 績 備  考 

人 数 構成割合 延人数 構成割合  

要支援１   424  3.7  

要支援２   0  0  

要介護１ 5  16.7 4,280  37.0  

要介護２ 11  36.7 2,717  24.0  

要介護３ 11  36.7 3,634  32.0  

要介護４ 2  6.7 363  3.2  

要介護５ 1  3.3 91  0.07  

合 計 30  100.0 11,509 100.0  

 

 

 

 

３．要員（人員）体制の総括 

  配置基準を満たす人員は確保できました。 

 

【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 

施設長 1 （0.25） 1 （0.5） 200.0 

事務員 1 （0.25） 1 （0.5） 200.0 

生活相談員兼 

介護支援専門員 
2 （ 1.0） 2 （1.0） 100.0 

看護師兼 

機能訓練指導員 
2 （1.5） 2 （1.9） 126.0 

支援員 14 （12.0） 19 （11.7） 97.5 

  合計 20 （15.0） 25 （15.6） 104.0 
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≪石見さくら会訪問介護事業所事業報告≫ 

 

 

１．事業総括 

 

平成 29年度より、人員体制が組めない為、休止状態にありました。 

平成 30 年度の 10 月を目途に再開を目指しましたが、人員の確保ができなかった為、県の指

定更新はせず、9月 30日を以って、廃止と致しました。 

 

 

以上 


