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平成３０年度 桃源の家拠点事業報告 

≪特別養護老人ホーム桃源の家事業報告≫ 

 

１．事業総括 

平成３０年度は、計画稼働率の遂行に重点を置き事業運営を行いました。年度当初は、職員

配置の影響で意図的に入所調整をおこなう必要がありました。その為、第１四半期（４～６月）

は計画稼働率を下回ることとなりましが、その後は退所後の新規入所を１０日前後で調整する

ことを目標に調整した結果、計画稼働率をほぼ遂行することができました。しかしながら１月

～３月にかけて入院による空床が予想以上に多くなり、年間の平均稼働率は当初計画９７％に

対し実績は９５％となりました。 

長年の課題である人材確保については常勤職員の確保が難しい中、短時間勤務のパート職員

を必要な時間に配置することで、職員の業務負担軽減図ったり、ユニット間での協力体制を強

化することで人材不足を補うよう努力してまいりましたが、充分な人材不足の緩和には至りま

せんでした。 

今後は、安定した稼働率と人材確保、さらなる施設整備を含めたサービスの充実に全力で取

り組んでいきたいと思います。 

 

（１）サービス事業 

施設の運営方針を基に、地域交流を通じたサービスの実践や委員会を中心としたサービス

提供に努めました。 

特に、看取り介護、口腔ケアを施設の特色とし、事業所全体で実践したことにより、看取

りについては年間１４件の実績をあげることができました。又、口腔ケアは昨年に引き続き、

公立邑智病院の協力を受け、歯科衛生士による定期的な実践指導の結果各職員の口腔ケアに

対する意識の醸成に繋がり、３０年度は加算を取得することができました。 

苦情解決および相談事業については、事例が発生した場合は迅速かつ的確な対応に心がけ

た結果、第三者委員を交えて対応にあたる事例はありませんでした。また、毎月の介護相談

員の訪問による情報提供等も参考にサービス向上に努めました。 

 

（２）人財育成事業 

定例の事業所内研修においては、勤務の都合を配慮し同じ研修を月２回実施することによ

り、全職員ができる限り月１回は研修に参加できる体制作りに努めました。 

又、施設外で実施される各種研修会にもそれぞれの立場で積極的に参加し自己研鑚に努め

ました。 

 

（３）主な施設整備事業 

① タブレット入力無線ＬＡＮの増設 

昨年度導入したタブレットの入力が、場所により作動しない状況であったため、無

線ＬＡＮを５台増設し、どこにいても使えるように環境を整備しました。 

 

家族からの評価（言葉）

を入れても良いのでは？ 

利用者はどのように変わ

りましたか？ 
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② 節水対策 

使用頻度の高い各ユニットのキッチンや個浴槽のシャワーなどに、水圧を調整する

器具を取り付け、節水対策を行いました。 

 

③ 床走行ハンガーリフトの導入 

年度計画では２台の導入を予定していましたが、ロボスーツの活用状況を検討した

上で新たな介護機器を導入することが望ましいと考え、３０年度の導入については

見合わせました。 

 

④ 居室内手すりの増設 

平成２５年度より全室に手すりの増設を計画し、３０年度も２０ヶ所の増設を行い

ました。 

 

  ⑤ 見守り機器の研究 

    センサー等によるコール機器についてデモ器を２種類活用し、どのタイプが実用的で 

    安価なのかを検証し次年度以降の導入について検討しました。  

 

    ＊その他については「施設整備事業」を参照ください。   

    

 

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】 

 

●援助計画と生活支援 

 計画上の事業 実施した内容・成果等 

個別援助計画・ケアプラン 入居者個々のＱＯＬ向上を目指し、施設サービス計画を立案の上、
家族に対してもカンファレンスに参加して頂けるよう積極的に働
きかけました。 
・３か月ごとのモニタリングの実施。 
・６か月ごとの２4 時間シートの見直しの実施。 
 

日常生活の支援と機能訓練 ・施設サービス計画に基づき、２４時間シートを作成の上、入居者
の状態にあった支援の実践を行いました。 

・毎日のリハビリ体操 
・整体師による入居者への個別指導（月２回、年間２４回） 
・いきいきクラス会を実施（週２回、年間８６回） 
・音楽の日（年間１６回） 
・桃源茶屋（年間２０回） 
 

入浴の支援 ・身体の状況に合わせ特殊浴槽或いは各ユニットの個浴槽を使い、
１週間に２回以上入浴を実施しました。 

・天井走行リフトを導入し、介護負担を軽減すると共に、入居者に
もより快適な入浴ができるように努めました。 

 

排泄の支援 ・個々の排泄状況を把握し、適切な排泄環境を提供することを目的
とし、おむつ専門業者による指導を通年において実施し、適正な
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物品の使用について検証し適正かつ無駄をなくすよう努めまし
た。 

 

口腔ケア ・誤嚥や誤嚥性肺炎予防を目的とし、口腔ケアの知識や技術を習得
するため昨年に引き続き邑智病院歯科衛生士による月１回の訪
問指導を受け実践した結果、改善が図られ加算を取得しました。 

・職員指導年間９回  
 

 
●食事の支援 

 計画上の事業 実施した内容・成果等 

ユニットキッチンと食事支
援 
 
 

・ユニットキッチンの特色を生かし、楽しみである食事を五感で味
わって頂けるよう、ごはん炊き、茶碗洗いなど、家庭的な雰囲気
づくりに取り組みました。 

 

・主食は入居者の希望や身体状況によって、ご飯、粥、パンとし、
副食は嚥下困難、その他の身体状況により普通食、キザミ食、ミ
キサー食、特別食を提供しました。又、「入居者に近い厨房」を
目指すため、調理員がユニットに出向き、昼食やおやつを入居者
と一緒に作る取り組みをしました。 

 

栄養管理 
 

・管理栄養士、栄養士それぞれ 1 名を配置しました。 
・管理栄養士が栄養ケアマネージメントを実施、入居者の食事の個
別対応による個別栄養ケア計画を作成するとともに定期的モニ
タリングを行ないました。 

・治療食等を必要とする入居者に対しては、医師の処方箋に基づき
食事を提供し、療養食加算を取得しました。年間 54 件 

 

 
●健康管理と看取り支援 

 計画上の事業 実施した内容・成果等 

健康管理 ・毎日、看護職員がバイタルチェックを行うと共に嘱託医による週
２回の内科診察、月１回の精神科診察を実施しました。又、健康
診断・結核検診を年１回実施しました。 

・通院年間４７２件、入院者延べ数５３人  
 

看取り介護（ターミナルケ
ア） 

・終末期、死に至ることが予測された入居者に対し、その身体的、
精神的苦痛、苦悩を緩和し、死に至るまでの間、その人が充実し
た日々の暮らしを営まれるよう努めました。 

・医師をはじめ各職種が連携して、本人又は家族等の希望を聞き、
同意を得ながら看取り介護（ターミナルケア）を行いました。 

・看取り加算取得年間１４ケース 
 

 
 
  

効果は？ 
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【人財育成事業】 
＜事業所内研修＞ 

計画上の研修 対象者 実施した内容 

集合研修 
 
 
 

全職員 ４月 ケアプランについて        32 名参加 

全職員 ４月 栄養計画について         21 名参加 

全職員 ５月 看取りについて          50 名参加 

全職員 ６月 褥瘡予防について         41 名参加 

全職員 ７月 排泄について           30 名参加 

全職員 ８月 事故防止について         27 名参加 

全職員 ９月 身体拘束廃止・虐待防止について  29 名参加 

全職員１０月 口腔ケアについて         30 名参加 

全職員１１月 感染について           35 名参加 

全職員１２月 認知症について          30 名参加 

全職員 １月 事故防止について         33 名参加 

全職員 ２月 防災対策について         23 名参加 

全職員 ３月 実施なし 

専門委員会活動 主な活動内容と目標に対する総括。 

研修委員会 介護保険法による必須研修を的確に実施することを目
標とし、年間研修計画を立案し各委員会リーダーに周
知させることで、予定の研修を実施することができま
した。 

防災システム整備委
員会 

５月 「豪雨・土砂災害想定」通知避難訓練につい
て検討 

６月 第 1回避難訓練の実施 
７月 防災備蓄についての勉強会 
１月 震度５以上の職員招集想定」通知訓練 
２月 第２回避難訓練の実施・職員研修の実施 
総括 避難訓練を基に、万が一備に備えた行動の実施

について検証する事を目的に活動を行い、次年
度に避難経路図および避難方法について再検討
する予定です。 

ケアプラン・ケア記
録委員会 

年間５回の委員会実施 
４月 研修会実施 
総括 根拠のある個別援助計画を作成することを目的 

に活動し、研修会をはじめ、各ユニットの委
員を中心とした計画作りのポイントや考え方
の共通認識を図り、それぞれの作成にあたる
ことができました。 

事故防止委員会 年間９回の委員会実施 
８月 職員研修の実施 
１月 職員研修の実施 
総括 事例に基づいた検証や再発防止についての検討

することを目的に活動を行い、年２回の施設内
研修時に事例の確認や再発防止に向けた取り組
みの共有を行うことができ、大きな事故が発生
しないよう取り組むことができました。 

感染症対策・褥瘡予
防委員会 

年間１２回の委員会実施 
６月 職員研修の実施 
９月 各ユニットの褥瘡発生報告 
11月 職員研修の実施 
総括 感染症が蔓延しない取り組みを図ることを目的 

に活動を行い、年２回の施設内研修で感染対 
策や発生時の対策方法の再確認をすることが 
でき、感染症の蔓延を防ぐことができました。 

認知症ケア委員会 年間７回の委員会実施 
12月 職員研修の実施 
総括 認知症の方の関わり方について学ぶことを目的 

に活動を行い、行動把握の見極め方法や新たな 
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対応方法を学んだ上で共有し、各ユニットで対
象者をリストアップし対応することで認知症利
用者に対する関わりを学び深めることができま
した。 

身体拘束廃止・虐待
防止員会 

年間７回の委員会実施 
９月 職員研修の実施 
１月 職員研修の実施 
総括 身体拘束に関する記録等の管理や実施に対する 

管理を理解することを目的に活動し、実地指導
で指摘を受けた事項について職員間で共有する
ことができ、今後の身体拘束の記録の管理につ
いて周知することができました。 

口腔ケア委員会 年間１１回の委員会実施 
口腔指導実施（年間８回） 
10月 職員研修の実施 
総括 口腔指導計画を予定して的確な実施に取り組む

ことを目的に活動を行い、歯科衛生士による指
導内容を各ユニット委員が中心となり的確に指
導内容を伝達することができました。 

看取りケア委員会 年間５回の委員会実施 
５月 職員研修の実施 
総括 看取りに対する考え方と実施方法を身に着ける 

事を目的とし活動を行い、研修時に考え方や実 
施方法について委員が中心となって指導するこ
とで実際に実施する時のための認識が図れた。 

苦情解決委員会 職員一人ひとりが苦情・要望の受付窓口となり、迅速
かつ的確な対応を図ることを目的に、一言ボックスの
設置や毎月２名の介護相談員の訪問、利用者または家
族からの要望や苦情に対する情報を徴集することで、
迅速に対応することができました。 
＊事例等は「苦情処理結果の総括」参照。 

安全衛生委員会 毎月１回の委員会実施。 
ストレスチェックの診断結果に基づきストレスを感
じる面の緩和を図るための対策を実施することとな
る。 
総括 より良い職場環境となるよう整えることを目的

に活動を行い、毎月１回の委員会議で環境面の
不備やそれに対する対策方法を検討し、できる
だけ利用者が生活し易く職員にとってもより良
い環境となるように努めました。 
さらに、ストレスチェックの診断に基づきスト
レスを感じる面の緩和を図るための対策を次年
度に行う予定です。 

入所判定委員会 判定委員会の実施（年間６回） 
年間退所数３３人、年間入所数３６人 
退所後の空床日数を１０日前後で調整することを目標
として２ヶ月に１回の判定会議を実施し、常に３名
前後の入所希望者に対し入所調整準備を行うことで
目標をほぼクリアすることができました。 

給食委員会 委員会実施（年間３回実施） 
より良い食事提供を行うことを目的に、各リーダー
から、一人ひとりの利用者に適した食事提供方法や
内容についての意見を徴取することで利用者や現場
の声を反映させた食事提供に努めました。 
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＜事業所外研修＞ 

計画上の研修 実施した内容等 

階層別研修 5/15～16 福祉職員生涯研修 

 5/19～20 リハビリテーションフォローアップセミナー 

 6/6 福祉職員生涯研修 

 6/6 入社２年目研修 

 6/13～14 職場研修推進研修会 

 7/4～5 福祉職員キャリアパス中堅職員研修 

 8/22 労務管理者研修 

 9/6 管理監督職研修 

 10/5 医療ケア研修 

 10/15 苦情解決研修 

 10/25 管理者研修 

 11/7 指導的職員研修 

 11/8 虐待防止研修 

 11/29 リスクマネジメントⅡ研修 

 1/17 虐待防止研修 

 1/27 口腔ケアサポート研修 

 2/27 高齢者の栄養について 

 3/8 口腔ケア指導 

 3/9～10 ユマニチュード研修 

 3/20 介護保険サービス集団指導 

専門研修 
外部派遣研修 

 介護支援専門員研修および更新研修（年３回） 

 認知症介護実践研修（年６回） 

 7/27 ユニットリーダー研修 

事業所間研修 4/26 法人全体研修 

 

 

 

＜自己啓発支援＞ 

・介護支援専門員 介護支援専門員資格取得１名 
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【施設整備事業】 

計画上の施設整備等 実施した内容等 

タブレット用無線ＬＡＮ増設 タブレット入力に際し、場所により入力ができないことがあ
ったため、無線ＬＡＮを増設することで環境の改善を図りま
した。 

スチームオーブン更新 
 

厨房用スチームオーブンが古くなり、故障が多くなっていた
ことから、新規購入を実施しました。 

低反発マットレス導入 褥瘡予防のための、エアーマットの代替えとして性能もよく
安価なことから３台の導入を実施しました。 

ロボスーツの導入 ２９年度（１０月）から労働環境改善として、腰痛予防対策の
ための介護ロボットを２年間レンタル契約し、使用しながら
今後の活用について検討を行いました。 

居室内の手すりの増設 自立歩行支援として、計画的に固定式の手すりを各居室に設
置しました。 
（年間３０ヶ所を計画的に設置しました。未実施分は次年度
以降に計画し増設する。） 

節水対策装置の設置 使用頻度の高い場所（各ユニットのキッチン、個浴槽シャワー

など）約６０か所の蛇口に水圧調整器具を取り付け、節水対策

を行いました。＊この装置は半永久的に使用できます。 

 
【その他】 

実施事項 実施した内容等 

●安心・安全な環境 防災計画に基づき防災訓練を年２回実施しました。 
緊急連絡メールシステムを導入し、防災委員が中心になり、配
信、報告訓練を実施しました。さらに災害時に備え３０年度よ
り備蓄品３日分の確保を計画し、今年度１日分の購入を実施
しました。 
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２．利用者状況の総括 

  平成３０年度は、先にも述べたように第１四半期は職員配置の都合により稼働率が下がりま

したが、その後は退所後の入所をできるだけ早く行えるよう調整し、空床日数を少なくするこ

とに努めました。年間の退所は３３名、入所は３６名でしたが、入院延べ日数が約１，０６０

日と昨年度と比較して約２３０日多く、空床の６０％以上を占めました。特に１月から３月の

間が全体の４割にあたる約４４０日と予想以上に多くなりました。インフルエンザ等の感染症

については、しっかりと予防に努めた結果、蔓延には至っておらず、持病の悪化や新たな疾患

による体調不良等が主な入院の理由として挙げられます。体調を悪化させ入院に至ると入院が

長期化する傾向にあり、更なる体調管理と共に異常の早期発見による急激的な重篤化の予防が

必要であると考えています。 

  今後は、入院日数の長期化に対しどう取り組むかを検討する必要があると思います。 

  

【利用率（入所率）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 

９０床／日 

（32,850） 

８８床／日 

（31,755） 
９７ 31,161 ９５ 

 

   ＊人日は年間延べ入所者数 

 

【利用者（入所者）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 

要支援１      

要支援２      

要介護１      

要介護２ ０ ０ ０ ０  

要介護３ ３５ ３８.８ ９１５ ３４.９  

要介護４ ３４ ３７.７ ９８５ ３７.６  

要介護５ ２１ ２３.３ ７２１ ２７.５  

計 ９０ １００.０ ２，６２１ １００.０  

  ＊実績は３月の延べ人数としています。 
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３．要員（人員）体制の総括 

フルタイムの勤務が可能である職員が増えない状況が続いていることから、３０年度は短時

間勤務のパート職員を８名採用し、特に朝食・夕食の時間にパート職員を配置することで、時

間帯単位で正規職員の業務負担の軽減に努めました。常勤換算数では当初の計画換算数を若干

上回りましたが、フルタイム勤務を行う正規職員数が当初の計画人員を１０名下回っているこ

とから、夜勤を含めて対応ができる職員が不足していることにより、日勤帯（8：30～17：30）

をほぼ契約職員またはパート職員で対応している状況にあり、夕食から夜間、夜間から朝食後

の時間帯の職員を組むことに苦慮しており、職員が充足したと実感できる状況には至っており

ません。 

今後は、法人で委員会を立ち上げ人員確保に取り組んでいただける環境にありますが、職員

間でも人員確保に対する意識を持ち努力していきたいと思います。 

   

【要員状況表】 

（単位：人、％） 

職  種 

計  画 実  績 

人 数 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 １.０ １ １.０ １００.０  

生活相談員 ２ ２.０ ３ １.５ ７５.０  

介護支援専門員 ２ ２.０ ３ １.５ ７５.０  

看護職員 ６ ５.５ ５ ４.７     

介護職員 ５５ ４９.５ ５６ ４９.７ １００.４  

（内リーダー数） （９） （９.０） （９） （９）  

正 職 ４０ ４０.０ ３０ ３０.０ ７５.０  

臨時・パート職 １５ １０.３ ２６ １９.77 １９1.９  

小 計 ５５ ４９.５ ５６ ４９.77 １００.５  

機能訓練指導員 

理学・作業療法士 
１ １.０ １ １.０ １００.０  

事務職員 ２ ２.０ ２ ２.０ １００.０  

管理栄養士 １ １.０ １ １.０ １００.０  

栄養士 １ １.０ １ １.０ １００.０  

調理員 ９ ７.５ ９ ６.６ ８８.０  

医師 ２ ０.11 ２ ０.11 １００.０  

警備員 ３ １.８ ３ １.８ １００.０  

環境・通院他 ７ ３.２ ６ ２.７ ８４.３  

計 ９２ ７７.61 ９３ ７４.61 ９６.１  

   

  

パート職員の配置意図と異な

るように思いますが… 
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４．苦情処理結果の総括（５事例） 

 〇苦情受付日：平成３０年４月６日 

  ＜苦情申し立て者＞ 

  利用者ご家族様 

 

  ＜苦情内容＞ 

原因不明の内出血が胸部にあり、家族に電話連絡すると「なぜ、そのようなことになったの

か？本人は何も言わないのだからきちんとやってもらわないと困る。他施設でもそのような

ことがあるらしいが疑わしいことがあれば警察に訴える」と言われる。 

 

  ＜苦情処理結果＞ 

施設長・課長・ケアマネ・リーダ―・ユニット職員にて想定される原因について検討し、再

度家族に電話連絡し説明および謝罪をするが不信感を持っておられる様子であったため、後

日施設長が自宅を訪問し謝罪及び今後の介助方法について説明し納得される。 

 

＜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。  

 

 

 

 

 〇苦情受付日：平成３０年４月２３日 

  ＜苦情申し立て者＞ 

  ご利用者様 

 

  ＜苦情内容＞ 

食後に片付けのために食器を重ねていると職員に「洗うのにやれんから重ねないで」と注意

された。良かれと思ってやったのに悲しいと訴えられる。 

 

  ＜苦情処理結果＞ 

同職員は、以前も別の入居者より対応の在り方に対し苦情が挙がっていたため、施設長・課

長と面談を行い利用者の立場に立った対応に改めるよう伝える。 

 

＜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。 
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〇苦情受付：平成３０年５月２９日 

  ＜苦情申し立て者＞ 

  利用者ご家族様 

 

  ＜苦情内容＞ 

尿路感染を発症したのは、施設で便秘薬を飲ませ過ぎたからではないか？入院中の状況説明

がない。入院費用の支払いや洗濯物などの対応が分からない。 

 

  ＜苦情処理対応＞ 

入院に至った経緯については、再度看護師より説明を行った。又、職員間で話合い、次のこ

とを決めた。 

① 入院中の病状の報告については、状況が分かる都度きちんと家族に報告する。 

② 入院等の支払い等については、現場職員も聞かれた場合は説明できるように理解してお

く。（邑智病院以外の支払いについては家族対応。邑智病院は施設に請求がある。など） 

 

＜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。 

 

 

 

 

 

〇苦情受付：平成３０年６月２２日 

  ＜苦情申し立て者＞ 

  利用者ご家族様 

 

  ＜苦情内容＞ 

入所時に散髪は２～３ヶ月に１度程度とお願いしたが、２か月続けて散髪の請求があるので

確認したい。 

 

  ＜苦情対応処理＞ 

確認したところ散髪の予定表の記載に誤りがあり、２か月続けて実施したことが判明した。

今後は散髪実施用紙を個人毎に年間を通して確認できる様式に変更した。毎月２回の散髪を

異なった業者へ依頼しているため、今後はできるだけ個々が同じ業者で実施してもらうよう

にする。T 氏については身元様が面会に来られた時に散髪の必要の有無について確認するこ

ととした。 

 

＜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。 
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〇苦情受付：平成３０年７月２５日 

  ＜苦情申し立て者＞ 

  利用者ご家族様 

 

  ＜苦情内容＞ 

短期利用の際に、泊まる日数分の薬を持たせたつもりだったが、帰宅してきた際、薬が残っ

ていた。飲ませ忘れがあったのでなないか？ 

  入所申し込みを行った際、「８月ごろには入所が可能」と説明を受けていたが、先日担当者

から冬までにとの連絡があった。順番が変わったのか？（８月中に入所させてほしい） 

 

  ＜苦情対応処理＞ 

服薬について看護師に確認したところ、当初の予定より利用日数が多くなったことの連絡が

不十分であったため、服薬のセットをしていなかったことがわかり謝罪する。 

  ３月に入所判定を行い８月頃には入所調整ができそうであったため事前にお知らせをしてい

たが、７月末の状況で実際に８月中の入所が可能かどうか不透明であったため不定の意味で

「冬までには確実に」とお伝えした。７月末の短期入所退所時に８月中に空きがでれば調整

することをお伝えし納得される。 

 

＜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。 
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≪特別養護老人ホーム桃源の家・短期入所事業報告≫ 

 

 

１．事業総括 

３０年度は、年度当初から稼働率が目標値に近い状況が続き、特に８月から１０月の３ヶ月

間は目標値を大きく上回る利用がありました。 

その結果、年間の平均稼働率は７７％で目標値には若干およばなかったものの昨年度と比較

し平均稼働率が１１％アップの実績となりました。 

理由としましては、定期利用者の利用継続が順調であったこと、新規利用者が年間３０名で

あったこと、さらに短期入所本来の利用目的である急な利用依頼にもできるだけ対応すること

ができたことが稼働率アップに繋がったものと思われます。 

今後も、満足して利用いただけるサービスの提供を行い、定期的な利用継続と、様々な利用

ニーズに対応できる環境を整えていきたいと思います。 

 

 

以下については、特別養護老人ホーム桃源の家事業と同じになっています。 

（１）サービス事業 

（２）人財育成事業 

（３）施設整備事業 

（４）その他  
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２．利用者状況の総括 

   

  事業総括のとおりです。なお、利用率の状況等は以下のとおりとなりました。 

 

【利用率（入所率）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 

１０床／日 

（3,650） 

８床／日 

（2,920） 
８０ 2,804 ７７ 

 

   ＊実績人数は年間延べ利用者数。 

 

 

 

【利用者（入所者）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 

要支援１      

要支援２ ３ １ ３ １  

要介護１ ２５ １０ １４ ６  

要介護２ ４９ ２０ ４６ ２０  

要介護３ ９７ ４１ １０３ ４４  

要介護４ ４９ ２０ ６２ ２７  

要介護５ １７ ８ ４ ２  

計 ２４０ １００ ２３２ １００  

   ＊実績人数は年間の平均数 
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３．要員（人員）体制の総括 

 ６月から産休その後育休にて正規職員１名が不在となりましたが、契約職員やパート職員

の協力、又は場合によりケアマネが半日介護の現場に入ることで対応することができました。 

 隣接ユニットとの職員協力が前年度よりも深まったことが、急な職員の休みにも対応する

ことができた理由として挙げられます。 

 

 

（単位：人、％） 

職  種 

計  画 実  績 

人 数 常勤換算数 人 数 常勤換算数 
計画に対する 

充足率 

施設長   兼務   

生活相談員   兼務   

介護支援専門員   兼務   

看護職員   兼務   

介護職員 ８ ５.５ ８ ５.１ 92 

（内リーダー数） （１） （１） （１） （１）  

正 職 ４ ３ ２ ２ １名育休中 

臨時・パート職 ４ ２.５ ６ ３.１  

小 計 ８ ５.５ ８ ５.１  

機能訓練指導員 

理学・作業療法士 
  兼務   

事務職員   兼務   

管理栄養士   兼務   

栄養士   兼務   

調理員 １ １     １ １ 100 

医師      

警備員   兼務   

環境・通院他   兼務   

短期送迎員 ３ ０.８ ０ ０  

計 １２ ７.３ ９ ６.１ 83 

  ＊兼務は特別養護老人ホーム桃源の家事業で算定  
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≪特別養護老人ホーム桃源の家・ひだまりサロン事業報告≫ 

 

１．事業総括 

２９年度まで活動実績がありませんでしたが、３０年度は事業内容の趣旨とはやや異なりま

すが活動実績を挙げることができました。 

  本来の事業目的である活動資金や活動場所の借用料の助成といった実績ではありませんが、

活動団体からの依頼を受け活動の場へ職員を派遣し活動をサポートする活動実績を挙げること

ができました。 

  今回の職員派遣活動を通し、地域で活動をされている方々は活動プログラムのサポートを求

めておられることに気付くことができ、今後は活動資金等を助成するだけでなく、団体が活動

するプログラムをサポートするための資金運用についても考えていく必要があるのではないか

と感じました。   

 

 

 

計画上の取組事項 実施した内容・成果等 

地域サロン支援事業 

 

 

活動の場への職員派遣 

・中野地区の活動団体と市木小学校から依頼があり職員を派

遣し活動のサポートを行いました。 

 

 今回の活動で、地域の方が求められる貢献事業の在り方を

少し認識できたように思います。 

 

 

 

以上 

 


