
 
 

令和３年度法人部門 

社会福祉法人慈光会事業実施報告 

 

法人の基本理念（スマイル、セ－フティ・スピ－ディ、サ－ビス）及び基本方針に基づき、コンプライアンス（法令遵守）と

ガバナンス（組織統治）の徹底を図り、未来の法人のあるべき姿を映像化し、段階的に具現化しながらＡＩを用いた

ＩＣＴ関連の活用による業務効率化、それによる適正人員の配置、社会人として職員スキルアップ研修を含めた専門

的研修制度をつくり、法人内各事業所へ適材適所の人員配置等、法人として磐石な経営基盤を固め、刻々と変化する

社会情勢に対応可能な組織力のアップを図ると共に、地域社会への福祉の発信及び啓蒙ができるような役割を果たすべ

く掲げた令和３年度の経営計画に基づき報告する。 

 

１．法人中・長期事業計画報告 

（１）各事業所において、将来の施設の修繕や新規事業整備等のために施設整備等積立金をバランスよく計画して積

み立てを実施した。 

（２）各事業所の防災対策については、経験した熊本地震や天災の甚大な被害を想定して、防災設備の保守点検や防

災計画に基づいた防災訓練を実施し、グル－プホ－ム津森俱楽部においては大雨時に実際に２回にわたり、ケ

アポ－ト益城に全員の避難を実施して、水害時の対応を実践した。 

（３）各事業所において、職員の質のレベルアップと介護力の統一を図るため、中期計画として本年度から外部講師

による接遇マナー研修を導入し研修を実施している。また、今後福祉介護系の人材不足が予測されるため、介

護職員初任者研修を実施、合わせて有能な外国人人材の受入体制を検討している。 
（４）中長期事業の初期段階として、ＩＣＴ関連設備を更新、新たな導入を行い、業務の効率化とデジタル化を進め

ている。 
（５）給食センタ－方式の研究、研修、検討を進めている。 

（６）新型コロナ感染症の対策として、高齢者施設におけるワクチン接種施設の設置を老健ケアポ－ト益城にて行っ 
ており、法人内全事業所の希望する職員・利用者等に３回のワクチン接種を行った。また、今後の感染状況に 
応じて、ワクチン接種を実施していく。 

 

２．施設整備・体制整備報告 

（１）特養ひろやす荘の移転当時から仮登記となっていた東側駐車場用地９筆及び新たに追加した北側駐車場用地１

筆の農地転用、農振除外等の許認可手続、登記上敷地内にある益城町との公衆用道路の寄附手続がすべて完了

し、当該土地の所有権移転登記、地目変更登記、必要な合筆登記を行ってひろやす荘の土地を６筆に確定集約

した。 

（２）熊本県介護職員勤務環境改善支援事業費補助金の申請を特養で行い、介護職員の勤務環境改善として熊本県よ

り１４１万４千円の補助金交付を受け電動ベッド１４台の購入に充当した。また勤務環境・業務の改善支援と

して、特養、短期、通所、訪問、居宅にほのぼのシステムソフトを導入、特養と通所の特殊浴槽設備機器をリ

ースにて２台更新した。 

（３）新型コロナウィルスの感染症対策として、介護サ－ビス事業所感染症対策事業補助金の申請を行い、益城町よ

り法人全体で１４０万円、熊本県より２５万５千円の補助金交付を受け、マスク、アルコール消毒液等の予防

対策機材の購入に充当した。また、令和３年度の介護サービス事業所のサービス提供体制確保事業費補助金の

申請については令和４年６月まで延長されたため、今後、感染予防対策に対するＰＣＲ検査キット、抗原検査

キットの使用に伴う補助金の申請を予定している。 

（４）介護職員処遇改善、特定処遇改善加算申請を行い、法人事業所において対象となる介護職員その他職員の賃金

改善を行った。また、令和４年２月から９月まで実施される介護職員処遇改善支援補助金の申請を行い、法人

事業所において対象となる介護職員に２月より賃金改善を実施している 

（５）感染症対策として、ＩＣＴ関連設備を徐々に導入し、リモートによるオンラインで可能な限り、施設外部・内

部会議研修会を実施した。 
（６）永年使用による法人事業所の車輛の老朽化に伴い、リ－ス契約にて車輛４台の更新を行い、1台を購入し利用 

者の利便性を図った。 



 
 

（７）法人ホームペ－ジの全面的更新を完了し、現在、法人全体のパンフレットの更新を進めている。 

 

３．地域・関係機関との連携、交流事業報告 

（１）益城町、民生委員協議会、婦人会及び老人クラブ等との連携、地域におけるサロンの実施や介護予防の普及啓 

発事業の取り組み、ボランティア、学生実習等の受け入れ、町内保育園、幼稚園、学校関係との交流等につい

ては、新型コロナウィルス感染防止のためにほとんどの活動を中止した。 
（２）介護職員初任者研修実施による介護、福祉分野の教育、人材育成を行った。 
（３）特養ひろやす荘北側駐車場の益城町公衆用道路の付替手続を進めるために益城町への打診、要請を行っている。 

（４）生活支援体制整備事業の受託による町内社会資源の活用や地域ネットワーク作りを積極的に行った。 



令和３年度入所サ－ビス部門 

特別養護老人ホ－ムひろやす荘事業実施報告 
 

 利用者、ご家族から信頼を得、満足できるサ－ビスを提供できる施設として、介護サ－ビス等のソフト面の充実向上に努め

ると共に、地域社会への福祉の発信及び啓蒙ができるよう役割を果たすべく掲げた、令和３年度の経営計画に基づき報告

する。 

［１］多床室・ユニット型介護部門 

  ＳＳＳ（スリーエス）のスマイルを介護職員全体の目標とし取り組んだ。個々のプライバシ－を確保し個別ケアとして２４時間

シ－トに沿った生活がおくれるように努めた。個別ケア実践における課題、問題点に関する研修会、勉強会を企画実施す

ると共に、職員個々の研修計画を立案し、計画に基づく研修を実施することにより職員個々のスキルアップ、レベルアップ

を図り、「接遇の向上」「介護技術の向上」に取り組んだ。 

 

（１）利用者個々の意向、趣向に沿える様定期的にアセスメントを見直し、２４時間シートを介護プランに反映させ自律を促す 

支援ができた。 

（２）２４時間シートの聞き取りを元に自律支援の観点から、利用者個々のニーズに基づいた介護サービスの提供が行えた。 

（３）褥瘡の根絶を目指す事に関しては、毎日の皮膚観察と褥瘡者の計測により早期治療を目指ことで予防に努める事がで 

きた。 

（４）感染症（インフルエンザ・感染性胃腸炎・食中毒等）予防のため、施設内研修会を実施した。また受講者には研修復命を 

提出する事により職員のスキルアップに繋げることができた。 

（５）年度を通じて、新型コロナの影響による面会制限等の措置により催事開催が困難な状況にあった。 

（６）ホッとケア（看取り介護）については、他部門との連携により算定要件の整備を行った。 

（７）介護事故の根絶を目指し、ヒヤリハットを報告しやすい環境にした。 

（８）個人カードについては、随時見直しを行い、入居者個々のプランと連動させるべくサービスの統一を図った。 

（９）入居者のニーズ調査を実施し、利用者の意向を踏まえ、季節を感じる行事やレクリエーションの充実を図り、入居者や家 

族との楽しみの機会が持てる様に企画したがコロナの影響で縮小して開催した。 

（10）入居者満足度調査をもとに、業務改善・接遇の向上・サービスの質の向上を図るため各ユニットにて周知し対策会議を 

開催した。 

（11）排泄の自立に向けた取り組みとして、利用者個々の排泄パターンを把握し、利用者の排泄リズムに合わせた支援をす 

   るため排泄チェック表の確認により各自介助を行った。 

（12）認知症による疾病・症状を理解し、認知症ケア技術を基本とした対応ができ利用者に尊厳を持った対応ができるように 

、施設内での研修を行い、職員の質の向上を図るために各研修に参加し、復命を行った。 

（13）パソコン機器を使用し、情報の共有、報告・連絡・相談を実行すると共に、記録・情報の一元化を図り、他職域部門との情 

報の共有、連携を強化していくことを継続する。 

（14）新人・中堅職員研修の講師として研修に携わる事で職員のスキル向上・育成に繋げた。 

（15）人事考課による年２回の面談と評価により職員個々のレベルアップと他の資格取得を進めた。(介護福祉士等) 

（16）口腔ケアの環境整備や1人1人に合った口腔ケアを実施・継続することで利用者の肺炎防止に繋げ体調管理を維持す 

るために、のみ込み委員会にて利用者のランク分けを行い個々応じた介助を行った。 

（17）１６時間夜勤の導入とタイムスタディーの見直しを定期的に行い、業務の効率化と職場環境の向上を図った。 

（18）ユニット内個室は、住みやすい環境づくりに取り組むため、家族の協力により自宅で使用した物を持参していただいた｡ 

［２］看護部門 

（１）利用者の入退所時の情報（基本事項）を確実に確認を行い、関係職員間の申し送りのため情報の共有を徹底し、リスク 

マネジメントの強化を図るため退院時カンファレンスを実施した。 

（２）経腸栄養について、３回食から２回食へ取り組み、各自の体調確認し今後も継続する。 

（３）感染症の蔓延防止については、感染キットの確認やユニット訪問時に各職員の手指消毒を行う。 

（４）看護業務向上のため、看護マニュアルの見直し等によるタイムスタディを更新した。 

（５）医務室内と介護職との情報の共有については、バイタル測定時や訪室時にユニット職員と情報共有を図りながら協力病 

院の回診へと繋げた。 

（６）看取り介護利用者に対し、面会時の各カンファレンスを実施した。 



（７）職員間のコミュニケ－ションを図り、報告・連絡・相談ができる環境づくりを行うため毎日の申し送りノートを活用した。 

［３］介護計画部門 

（１）利用者や家族のサ－ビス担当者会議参加率は平均68%を維持できたが、新型コロナ感染症の影響により年度後半は参 

加が難しい状況になった。今後は家族参加可能な土曜日等の開催を検討し参加率アップを図りたい。 

（２）２４時間シ－トを用い、ＩＣＦに基づいた個別介護計画を実施したが、利用者の高齢化・重度化により自立支援に向けて 

の計画書作成は難しくなっている。利用者それぞれの有する能力に応じ可能な限り自立したその人らしい生活が送れ 

るよう計画書の作成を行った。 

（３）介護計画の見直し期間を原則６ケ月とし、利用者の状態変化、退院時等は随時見直しを行った。 

（４）関連部門でカンファレンスを行い、必要事項の連携調整を図れた。 

（５）他部門との連携を強化し、相談の内容によっては専門機関、関連機関との連携を図ることができた。 

（６）ホッとケアに関しては、利用者、家族に寄り添ったカンファレンスの開催、看取り介護計画の作成を行うことによりホッと 

ケアの対象となる利用者が増加した。 

（７）ヒヤリハット報告書、事故報告書に関しては、関係する他部門と協議し検証、検討事項から導かれた予防策をケアプラン 

に立案し再発防止に努めることができた。 

（８）関連部門、他部門との連携に関する体制、システム確認を行い情報共有や連携構築ができた。 

［４］生活相談部門 

（１）相談窓口の専門職として知識や面談技術の向上に努めた。 
（２）入居相談時は法人内の事業所等の説明を行い包括的な待機者の確保を行った。 
（３）LIFEに基づいた情報収集に努めた。 
（４）入居者、ご家族の特徴を把握しリスクマネジメントに努めた。 
（５）満足度の高いサービスの提供が行えるよう、知り得たニーズを各部署と共有した。 
（６）円滑な支援が行えるよう関係機関、他事業所、医療機関との連携強化を図った。 
（７）待機者の重度化と医療ニーズを要する方（経管栄養、在宅酸素、認知症など）の受け入れ体制の構築を行い稼働率 

の向上を図った。 
（８）感染症対策に努め、感染症発生時や災害発生時等の業務継続（BCP）について、入居者、ご家族への周知を図っ 

た。 
（９）他職種と連携し、ホッとケア体制の強化を図り、利用者・家族が安心・安楽な最期を迎えられるように努め、施設 

内でのホッとケア対象者の人数を全体的な目安として、10％を目途とした調整を行った。 
（10）ICTを活用し業務の効率化を図った。 
（まとめ） 
前年度の利用率は 98.38％だったが、今年度は 98.80％となり目標達成ができた。上半期の稼働率は低迷したが下半

期からCMと相談員で情報共有を密に行い、情報共有と意見を出し合うことで調整の幅が広がった。また、CMが利

用者の調査に行くことで時間を有効に使うことができた。 
随時、待機者の見直しや確認、シュミレーションを行ってスピーディーな調整ができるよう努め、法人内サービスを

活用し申込者の待機場所の確保に努めた。 

［５］機能訓練部門 

（１）機能訓練においては、「心身機能」「活動」「参加」などの生活機能の維持・向上を図った。今後も継続していく。 

（２）理学療法士・言語聴覚士の専門性を生かしたサ－ビスの提供を行い、利用者の機能向上及び維持の充実を図ることが 

できた。 

（３）入居者や通所利用者の嚥下機能について情報の共有化や多職種での連携を行い、適切な口腔ケアの周知や食事介 

助技術の伝達はできたが、口腔ケアが不十分な入居者が依然として見られ、技術の標準化や実施頻度の改善が検討課 

題となる。 

（４）施設内の人材育成を図ると共にＩＣＴ器機について情報収集を行い、スムーズな導入が図れるように計画したができなか 

った部分もあり課題が残った。 

 

 



［６］栄養部門 

（１）新型コロナウイルス感染症の影響から一部の行事が中止となったが、概ね感染予防に努め季節感のある食事提供を行う 

ことができた。 

（２）食に対する満足度の向上を図るため、コロナ禍ではあったが感染予防に配慮しユニット内での食事レクリエーションを計 

画的に実施した。 

（３）個々のニ－ズ・生活スタイルを反映した食事提供及びイベント性の高い食環境づくりが多職種との情報共有、連携 

  により実施できた。 

（４）業者間での価格比較を行いコスト削減に取り組んだが備品や食材の値上りで思うような削減に至らなかった。 

（５）ホッとケア体制の強化を多職種間で行うことができた。 

（６）介護報酬改定に伴い、「LIFE」のデータ登録がスムーズにできた。 

（７）専門職として、知識、技術向上を図るためオンラインでの研修参加など、感染予防対応しながら行えた。 

（８）新型コロナウイルス感染症の影響があったが益城町からの受託事業である介護予防普及啓発事業である地域サロン 

等に参加できている。 

[７]特記事項 

新型コロナウィルス感染対策としては、法人内の感染症対策委員会にて協議し、年間を通して入居者家族その他の

面会をほとんど制限し、各部門ともに三密を避け、人と人との距離の確保、手指衛生、マスクの着用など基本的な感

染対策を継続して行うことにより感染予防を徹底しており、濃厚接触が疑われる職員については抗原検査、ＰＣＲ検

査を実施して予防に努めている。 



グル－プホ－ム津森倶楽部事業実施報告 

 

（１）介護支援その他日常生活上の支援及び生活リハビリを行うことにより、利用者がその有する能力に応じて、自立した日 

常生活を営むことが出来るように努めることができた。 

（２）利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮して行うことができた。 

（３）関係市町村、地域包括支援センタ－、居宅介護支援事業所及び地域の保健・医療・福祉サービス事業者と綿密な連携 

を図り、総合的なサ－ビスの提供に努めたが、迅速かつ的確な連携ができたとは言えず、今後の課題となる。 

（４）前各項の他、指定地域密着型サ－ビス事業の人員、設備及び運営基準に定める内容を遵守し事業を実施できた。 

［１］管理部門 

（１）地域密着型サ－ビスの意義を踏まえた事業所理念を共有し、スタッフに対しての周知、実践に繋げ、各職員研修への参 

加により個々のスキルアップに繋げた。 

（２）利用者が地域と繋がりながら暮らし続けられるよう、日常的な交流を図り、また地域住民に対して事業所の力を活かした 

地域貢献に寄与した。 

（３）年６回運営推進会議を開催した。※6 回中５回はコロナの感染状況を考慮し書面にて実施。 

（４）年２回の人事考課面談や随時に職員の意見、提案を聞きながら職員のモチベーションを保つ。 

（５）グル－プホ－ム連絡会等で同業者と交流する機会を作り、ネットワ－クづくりや勉強会、相互訪問等の活動を通じ、サー 

ビスの質向上を図る計画であったが、新型コロナ感染症の影響により計画通りには実施できなかった。 

（６）利用者の急変や事故発生時に備え、全ての職員が応急手当や初期対応ができるように定期研修を実施し、実践力を身 

につけさせた。また、火災や地震、水害等の災害時に、昼夜を問わず避難できる方法を全職員に身につけさせ、法人 

内各事業所との連携が確保できた。また訪問診療について半数以上の方が契約し、24 時間対応での医療体制の構築 

に努めた。 

（７）次期ユニットリ－ダ－等の後継者を育てる仕組みを今後も継続して構築する。 

（8）法人及び法人関係事業所との定期的な意見交換の機会を持ち、法人の経営理念を共有し他職員へ伝達、浸透化させる 

ため、法人施設連携会議に定期的に参加した。 

［２］介護計画部門 

（１）アセスメント表をもとに本人、家族の思いや意向を反映した個別介護計画を作成する。また意向の把握が困難な場合は 

、本人本意に検討するよう努める。 

（２）利用者一人一人の暮らしを支えている地域資源を把握し、心安らぐ暮らしが送れるよう介護計画に取り入れることにより 

地域との交流が保たれた。これは緊急時の対応において地域応援体制の構築にも繋がる。 

（３）利用者、家族のサ－ビス担当者会議への積極的な参加を勧め、ケアプランを説明、理解していただき、意向に添ったサ 

－ビスの提供に努めることができた。 

（４）介護計画の見直し期間を原則６ケ月とし、利用者の状態変化、退院時等は随時見直しを行い現状に即した介護計画を 

作成した。 

（５）利用者本人や家族の状況、その時々に生まれるニ－ズに応じて、既存のサ－ビスに囚われない柔軟な支援やサ－ビ 

スの提供に取り組んだ。 

（６）ヒヤリハット報告書、事故報告書に関しては、管理者、各ユニットリ－ダ－と協議し検証、検討事項から導かれた予防策を 

ケアプランに立案し再発防止に努めた。 

［３］介護部門 

（１）利用者と職員が暮らしを共にする者同士の関係を築くべく、温かい家庭的な雰囲気づくりができた。 

（２）ユニット内での催し物を季節毎に計画し実施したが、コロナの感染予防の為家族への参加、協力を募らず、一緒に楽し 

んでいただける企画は実施出来なかった。 

（３）業務マニュアルの見直し更新、イベント計画を立案し実施した。 

（４）担当職員にて３カ月毎にモニタリングを行い、介護計画に活かすことができた。 

（５）食事が楽しみなものとなるよう、季節の旬な食材を料理し、個人の誕生日には好物をお膳として提供した。コロナ感染対 

策として下ごしらえや調理については控えていただき、後片づけについては共同で行うことができた。 

（６）利用者がこれまで大切にしてきた馴染みの人や場所との関係が途切れないよう、担当職員にて、家族や知人と積極的 

に連絡をとり、また面会時には日頃の状況の報告を行う事ができた反面、新型コロナ感染症によりご家族の面会が困難 

になったことは否めない。 



（７）新型コロナ感染症の施設への持ち込みを防止するためのマニュアルに沿った対応や、リスクマネジメントの構築により対

応できた。 

（８）事業所が近隣の方が気軽に立ち寄れる家となれるよう、また利用者が安心して生まれ育った町での生活が継続できるよ 

うな活動や、地域行事についてはコロナの感染予防の為活動・参加は出来なかった。 

（９）職員にはコスト意識をもち適正な価格で優良な物品、備品を調達し、物品、備品の出納、保管、在庫管理を適切に行う 

ことができた。 

 

 



介護老人保健施設ケアポート益城事業実施報告 
 

熊本地震からの復興再建から２年目となり、体力のある施設運営の構築、及び、コロナ禍にありながらも本施設運営

の基本となる在宅復帰支援の施設としての役割を担い、地域包括ケアの中核施設となるべく掲げた令和３年度の事業

計画に基づき報告する。 

 

［１］施設サービス部門 

 

（１）介護部門 

①感染症予防として、南棟・北棟ユニットに職員更衣室を設置、令和２年度に設置した簡易休憩室と共に、より強固な新

型コロナウイルス感染対策を行った。 

②新型コロナウイルスの影響により実施していた「オンライン面会」を窓越し面会に変更。家族・入所者もとても喜ばれ、

安心感に繋げることが出来た。 

③身体拘束・高齢者虐待防止の施設内研修を行い、ケアの質の向上を図り多職種連携して虐待防止に向けた取り組み

を行った。 

④ＬＩＦＥ（科学的介護推進体制加算）についての勉強会を実施したが、データ入力作業の周知が不充分な点もあり課題

が残ってしまった。次年度においても随時勉強会を開催し、改善を図る。 

⑤各ユニット毎にレクレーションや行事を行うと共に、一日二回（午前・午後）の体操を実施し、生活リハの充実と ADL の

向上に向けた取り組みを行うことが出来た。 

 

（２）看護部門 

①感染症蔓延防止の事業継続計画、及び職員、利用者に対する PCR 検査実施マニュアルの策定を行った。 

②医務室内の医薬品受け払い簿を更新し、適正な薬剤、物品管理に努めた。 

③新型コロナウイルス対策のため、各ユニットごとに勤務する看護職員をできる限り固定化し、まん延防止に努めた。 

 

（３）リハビリ部門 

①リハビリテーション計画書に基づき、利用者の心身機能の回復や在宅復帰を目指したリハビリテーションを提供するよ

う努めた。 

②リハビリテーション情報提供加算の算定を開始した。 

③利用者の残存機能を活かし、自立度の向上の為に他職種と連携を図りながら介護指導を実施した。 

④入所専属のセラピストを２名配置し、より充実した利用者自身の自立支援に努めた。 

 

（４）栄養部門 

①利用者の状態を把握し個々に応じた安全な食事の提供を行った。また、満足度の高い食事提供が行えるよう委託会社 

との連携を図り、食事提供内容の検討および改善が図れた。 

②食に対する楽しみを持っていただく為に、感染予防に配慮しながら季節感のあるおやつのイベントや選択メニューを 

計画し実施した。 

③入所、短期、通所において各種加算(栄養マネジメント強化加算、療養食加算、経口維持加算Ⅰ、栄養アセスメント 

加算）の算定に取り組み、栄養状態の改善および安全な経口摂取の継続に努めた。 

 

（５）相談部門 

①法人内の相談員合同にて、病院や居宅介護支援事業所を中心に営業活動を行い待機者の獲得を図った。また、法人

内３施設の入居申込書を統一し、申込者の待機状況等を共有できるシステムを構築した。その結果、待機者の入居調

整を計画的に行うことができるようになり、稼働率が向上した。 

②報酬改定により新たに算定を開始した加算が複数あったことや、人員配置や業務改善を行うことで前年度より多く加算

を算定することができ増収となった。 

③新型コロナウイルス感染症の蔓延状況に応じて面会方法の検討や変更を行い、感染防止対策を図りながら面会を実

施したことで、制限下ではあってもご利用者とご家族のふれあいの場を設けることができ、また、ご家族と職員の交流も

できたことで施設の信頼を得る機会となった。 

④ご家族からは様々なご意見や苦情を受け付けたが、個々の意見や苦情に対して、多職種間で連携し真摯に対応する



ことで問題解決に繋げることができた。 

 

［2］在宅サービス部門 

通所リハビリテーション 

①営業活動をとおして、居宅介護支援事業所との良好な関係が構築できた。 

②感染予防に努めながら行事等を行い、追加利用を積極的に受け入れ、１日の利用者数を増加することができた。 

③利用者の増加に伴い、事業所愛称を『 Mafic 』と定め、リハスポや Mafic 体操を導入し、事業所の特色を出し他事業所と

の差別化を図った。 

④２月においては、新型コロナウイルス罹患疑いのあるご利用者が発生したため、安全面を優先して営業を５日間休止、稼

働率の低下を招いてしまった。 



令和 3 年度在宅サ－ビス部門 
 

 

短期入所生活介護事業所事業実施報告 
・介護事故の根絶を目指す為にヒヤリハット様式の簡素化と職員間への周知を行った。当初見守りセンサーの導入を考えて 

リスクマネジメントの充実強化を図る計画だったが、導入には至っていない。 

・感染症（インフルエンザ・感染性胃腸炎・食中毒等）予防のため、入退居時に関しては、問診を実施し、事前情報の収集マ 

ニュアルの再整備、職員個々の自己管理を行いながら感染拡大防止に努めた。 

・ニーズ調査に基づき、季節を感じる行事やレクリエーションの充実を図り、利用者が少しでも多くの楽しみの機会が持てる 

よう行事等を実施した。 

・満足度調査をもとに、業務改善・接遇の向上・サービスの質・入居者、家族への言葉遣い・対応等接遇マナーの向上に努め 

るため各施設内研修に参加した。 

総括 

日曜送迎を始めたことで、日曜の実績が伸びていき上半期のカバーをすることができた。 

夕方からの受入れ提案を行い、同日入替での実績獲得をすることができた。また家族や法人外の居宅へ浸透してきた。 

ケアポ―ト益城との連携を密にする事でロング利用の入替や追加調整が行え、実績の安定に繋がった。 

 
通所介護事業所事業実施報告 
・事業所の特性を活かしたレクリーションメニューの充実を図るため、頭脳パズル、ゲーム類（オセロ、将棋・囲碁等）、輪投 

げ、ボーリング等の整備を行い、実践できた。また、レクリェーションでも消毒・換気に努め感染の予防を行った。 

・利用率９０％以上を維持できるよう努めてきたが、新型コロナウイルスの影響で営業を中止した日もあり達成できなかった。 

今後は営業を積極的に行い、利用率の向上を目指す。 

・感染症予防対策、健康管理について利用者や家族に対して啓発に努めることができた。内容としては新型コロナ感染症 

の対応が中心となった。利用者にて陽性者が確認されたが、早い対応ができ感染拡大はなかった 

・介護中の事故や送迎車による事故防止に努める為、新車両・ドライブレコーダーを導入し安全・安心して利用できるサービ 

ス提供に努めたが、 物損事故発生。今後も原因の共有行い再発防止に努める。 

総括 

新型コロナウイルスの影響で外部への営業活動や見学等が通常通り実施できなかった。また、感染症対策のため利用控え

の方も数名おり、入院以外での長期休みが見られていた。その中でも関係性の良い他事業所へ営業行い利用率の急激な

低下は防ぐことができた。 

 

認知症対応型通所介護事業所事業実施報告 

・自宅での生活に近づけた雰囲気づくりを行い、『一緒に作る・話す・過ごす』ことで、利用者が安心で快適な生活を送れるサ 

ービスの提供を行うことができた。 

・併設の在宅サ－ビスとの連携を更に図り、迅速な在宅認知症利用者のニ－ズ把握に努め、サ－ビス向上を図ると共に、日 

常生活の維持、家族の介護負担軽減を支援した。 

・介護事故及び車輌事故の根絶が図れるよう、職員への啓発・法令遵守等の施設内研修に参加した。 

・定期行事（フラワ－セラピ－・調理訓練等）や外出行事等を企画、充実させ利用者の楽しみが増すように努めたが、感染症 

等の影響により未実施の計画があった。 

・運営推進委員会を６カ月に１回開催。様々なご意見を拝聴し御利用者・御家族・地域ニーズの把握に努めた。 

総括 

下半期より認知症対応型の特色を強めるため個別ケアに重点を置き日々の業務を実施した。また、ご家族への満足度調査

やアンケートを定期的にとりニーズのくみ上げに努める事ができた。認知症への理解を深め関係部署や他事業所とも共有

を図り次年度の体制作りを行えた。 

 

訪問介護事業所事業実施報告 

・訪問介護サービス利用者が法人内のデイサービスやショートステイを利用する際は、情報共有を図り、共通の視点でケア 



を行い連携ができた。 

・サービス内容の質を確保する為、ケアプランに基づき、細やかなサービスの提供に努めた。また、統一した支援がで 

きるよう介護技術の研修や会議を月1回実施したが、感染症対策にて書面で実施することもあった。今後もスタッ 

フ間での情報共有を密にしていく。 

・併設の在宅サービスと連携して利用者の日常生活の維持を図ったが、入院されるケースも多々あったため、より密 

に連携していく。人材については広告等のアプローチを行ったが確保には至らず。今後も様々な方法を検討し、人 

材確保に努める。感染症の影響で積極的な新規利用者獲得は行わなかったが、登録者のサービス追加に努め、実績 

の向上につながった。 

総括 

コロナ禍で在宅で終末期を迎える利用者が増加傾向にあり、ニーズも多様化している様に感じられる。訪問事業所内

でも周知・共有行い、関係機関との連携を含め対応できるよう努める。また、IT機器の導入を積極的に測り作業効率

化とケアの向上に努めた。 

 

居宅介護支援事業所事業実施報告 

・関係機関（法人内、益城町、その他周辺関連機関）との連携に努め、高齢者が在宅で安心して生活できる地域になるよう、 

情報の収集とその情報を支援に結びつけられるように行動力のある事業展開を目指したことで月平均約178 名の支援を 

行った。 

・地域資源を活用した支援を進めると共に、地域サロン等の活動にも参加し、地域の活性化への関わりを積極的に持ちなが 

ら要サービス者の掘り起こしを行った。 

・当法人の地域総合支援室や包括支援センターとの連携を図ったが、今後は具体的な報告・連絡・相談の実施と情報共有を 

目指す。 

・地域包括支援センターとの関係性を密にし、介護保険法の改定、新総合事業などに関する情報の共有化を図り、要介護・ 

要支援の方に対して継続的な関わりが持てるよう今後も継続する。 

総括 

下半期は職員の入退職があり体制作りと１人当たりのケアプラン件数の均一化に努めた。また職員の増加に伴い外部への

営業が必要になるため地域への発信を定期的に行った。今後も継続して地域へのつながりを強化し新規の登録者が増加

するよう努める。 



令和３年度サテライトサ－ビス部門 

益城町西部圏域地域包括支援センター事業実施報告              
 

（１）介護予防マネジメント事業（第1 号介護予防支援事業） 

要支援１、２と認定された高齢者及び介護予防・生活支援サービス事業対象者に対する介護予防ケアマネジメント

を実施した。 

〇介護予防支援・介護予防ケアマネジメント件数（延べ） 

項目 直営 委託 合計 

令和3 年度 令和２年度 令和3 年度 令和２年度 令和3 年度 令和２年度 

介護予防支援 1,237 1,158 830 931 2,067 2,089 

介護予防ケアマネジメント 584 655 29７ 365 881 1,020 

計 1,821 1,813 1,109 1,296 2,948 3,109 

・介護予防支援の直営分は増加しているが、委託分は減少傾向にある。委託の事業所は要支援から要介護になっ

た時点で委託先の事業所が担当しており、要介護になったことで実績が減少したと考察される。 

・ケアマネジメントについても、直営分、委託分共にやや減少傾向にある。居宅事業所の委託受け入れが出来なく

なり、直営で担当するケースが多くなることで居宅事業所の煩雑、料金設定などが要因と思われる。 

・総合事業は訪問介護などの利用が多く、支援においては自宅内の生活支援よりも、リハビリや体操目的が増加し

ている。 

（２）包括的支援事業 

１）総合相談事業 

総合相談支援事業：地域の高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らしてくことができるように、どのような支援

が必要かを把握し、地域における適切なサービス、関係機関及び制度の利用につなげる等の支援を行う。 

①相談件数（延べ） 

項目 

 

 

期間 

相談 

内容 

（延べ 

件数） 

介護 

保険・ 

介護 

予防 

保健 

医療 

成年後

見制度・ 

権利 

擁護 

虐待 

（疑い） 

認知症

（疑い） 

消費者

相談 

地域 

活動・ 

その他 

 

合計 

 

上半期 

電話 1.039 23 1 13 7 0 1 1，084 

来所 129 5 0 1 2 0 0 137 

訪問 761 28 0 20 6 0 0 815 

合計 1,929 57 1 34 15 0 1 2,037 

 

下半期 

電話 １,245 42 1 6 7 3 6 1,090 

来所 115 2 0 1 1 0 0 101 

訪問 749 21 0 14 2 0 0 671 

合計 2,109 65 1 21 10 3 6 2,215 

年間合計 4,038 122 2 55 25 3 7 4,252 

・介護予防または介護保険関連に関する相談件数が、大幅に増加している。上半期と下半期で比較しても約500件増

となっている。コロナ禍の影響で対象者本人だけでなく、ご家族からの繋ぎの相談も増えてきている。 

・コロナ禍による活動が減少していることから、情報として得られることも少なくなっている。そのため医療機関から包

括へ介護保険関連や医療体制を含めた相談と対応が増加している。 

・8060問題としても挙げられるように、高齢者の子供世代の課題も多くなっている。（収入や経済的不安定など） 

 そのため、高齢者虐待案件も増加している。 

・各月ごとの合計相談件数は上半期は300後半から400件以上、下半期は350件以上を推移している。 

２）権利擁護業務 

権利擁護業務とは、権利侵害を受けている、または受ける可能性が高いと考えられる高齢者が安心して尊厳ある 

生活ができるよう、権利侵害の予防や対応を行う業務。  

業務内容：高齢者虐待の防止及び対応、消費者被害の防止及び対応、成年後見制度の利用促進など。 



①高齢者虐待対応 

・下半期の身体的虐待は夫からの暴力。親族介入で落ち着かれた。 

・経済的、心理的は上半期からの継続。家族介入で落ち着かれたが、現在も経過観察中。 

・上半期からの継続、経済的、身体的、心理的の複合ケース。二人が別々の養護施設に入所された。 

 

②成年後見制度の活用（延べ件数） 

 

 

 

・成年後見制度の活用としての内容は、制度の説明、申請の方法、法テラス、リーガルサポートの紹介等を行った。 

 

（３）包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 

個々の高齢者の状況や変化に応じた包括的・継続的なケアマネジメントを介護支援専門員が実践できるようサポート

を行う。 

※介護支援専門員：要支援・要介護認定者及びその家族からの相談を受け、介護予防サービスの給付計画（ケ 

アプラン）を作成し、町や他の介護サービス事業者との連絡、調整等を行う。ケアマネージャーともいう。 

①介護支援専門員の相談実績（連絡、相談） 

項目 
期間 電話 来所 訪問 合計 

介護支援専門員への指導・相談 

上半期 41 6 13     60 

下半期 59 5 12 76 

支援困難事例への相談・指導 

上半期 13 1 6 20 

下半期 23 7 8 38 

合  計 
 

136 19 39 194 

・上半期と下半期で比較すると、大きな変動はみられないが、委託を受けていただいているケース、要介護度の担

当をされているケアマネから、身体状況、家族関係の問題などの相談が多く上がった。随時話を伺い、問題解決

に取り組んだ。 

・担当者会議時に、区分変更、家族の介護困難事例の相談が上がった。話を伺い、家族への声掛け行い、情報共有

行った。 

・主任ケアマネ不在の介護支援事業所に出向き、悩みや相談を受ける事業を行った。緊張しない環境で、世間話な

ど行い、その中から悩みなど聞き取ることが出来た。 

・担当のケアマネから、困難事例の相談受け、役場とともに話し合いを行った。 

・他市町村のケアマネの相談（小川町、久留米市、熊本市）もあり、地域の包括や役所に問い合わせ行い、解決に 

導いた。 

 

（４）地域ケア会議の実施 

①自立支援型地域ケア会議 

 ・4 月から毎月開催の予定をしており、開催に向けては、事前の打ち合わせも、毎月役場、東部包括と一緒に行っ

ている。新型コロナ感染防止のため、中止になった月もあった。開催できたのは、7月、10月、11月、3月の4

回であった。その中で、事例の課題に対しての助言、地域の課題の表出を行った。 

②個別型地域ケア会議 

期間・件数 身体的 心理的 経済的 ネグレクト その他 実人数 

上半期 6 1 2 1 0 10 

下半期 1 1 2 0 0 4 

 計 7 2 4 1 0 14 

延べ件数 上半期 下半期 

30 17 13 



 ・役場、ケアマネ、サービス提供事業所と一緒に、困難な事例は情報共有と、課題の対応などを検討した。その後

も状態変化時、ケアマネと情報共有を行っている。 

 

 （５）在宅医療・介護連携推進事業 

・医療、介護資源マップの制作を行い、益城町医療機関へ東部包括と一緒に訪問配布した。配布時に、病院や包括

の連携や困りごとについて相談、情報共有を行った。研修については、医師に依頼予定であったが、新型コロナ

ワクチン接種の対応で難しいとの事であった。包括職員で、出前講座などを次年度検討している。 

・益城町内の病院を巡回し、在宅医療の実施状況、医療機能を把握しながら、顔の見える関係づくりに努め、医療機

関関連情報のリスト化を進めた。 

 

（６）認知症総合支援事業との連携 

・益城町内で徘徊などの危険性がある方に、見守り高齢者等登録事業の案内行い、相談や情報提供を行った。現在 

11件登録されている。 

 

（７）その他 

・新型コロナウイルスの発生により、年度当初から大きな会議や研修が中止になっている。住民の方々へ命を守る事を

呼びかけ、自分たちが感染しないことを重点的に実践した。 

【令和３年度 地域包括支援センター重点項目の振り返り】  

項目 振り返り 

介護予防ケア

マネジメント 

適切なケアサービスに向けてチエックリストを用いて行い自立支援に向けた支援行っ

た。 

また総合事業の中で、ワンクールで卒業され、その後地域の自費事業などに通われてい

る。 

総合相談支援事

業 

総合相談支援事業役場との連携会議参加。徘徊者見守りネットワークの体制に協力し、

介護以外の障害や、精神障害の相談も上がっている。関係機関と連携を図り適切な支援

を行った。下半期に認知症、精神障害の息子さんの問題、家族の問題や、引きこもりの

問題などの相談があり、役場、病院、民生委員と連携し支援を行った。 

権利擁護業務 下半期、消費者被害は相談なし。認知症の相談は下半期に多く上がった。ケアマネ、福

祉課、病院、警察と連携行った。徘徊見守り登録事業は、在宅の認知症の方（家族）に

情報提供行い、登録に繋げた。 

包括的・継続ケ

アマネジメント

支援業務 

生活支援コーディネーターとの連携会議、社会資源の発掘、情報共有を行い、必要な課

題の抽出を行った。委託の担当者会議に参加し、ケアプランの確認や、質問を伝え、改

善の助言を行った。西部圏域における地域サロンや自主活動マップの作成、利用者、

居宅介護支援事業所に配布した。 

在宅医療、介護

の連携 

生活支援コーディネーターと連携し、必要な資料、医療マップを作成、東部包括職員と

同行し、病院等へ配布した。研修は新型コロナの影響で参加ほとんど参加ができず、少

人数のサロンは参加し出前講座を行った。 

その他・新型コ

ロナウイルス対

策 

新型コロナに対する懸念と対応で、対象者、ご家族のニーズに応じた調整を行う。 

感染症対策、予防対策の周知に努めた。事業所からの感染者発生はなく、今後も継続し

て感染予防を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



南天倶楽部ひいらぎハウス事業実施報告 
（１）被災後の地域住民の居住空間として平成31 年に開設したが、介護保険サービス施設との違いが認知されず、要介 

護状態の申し込みが多数を占めた。 

（２）今後は幅広い地域活動の拠点となる為の啓蒙活動に取り組みながら、入居者にあっては幸せに安全に暮らせるよう 

様々な生活支援を提供する施設として啓蒙活動に取り組む。 

（３）夫婦同居入居希望が数多くあり、西側2 室を夫婦部屋へ改良し入居へ繋ぐ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



介護保険外自費サ－ビス事業事業実施報告 
 
（１）介護初任者研修事業 
 慈光会職員や就労意欲のある地域住民の資質の向上が図れるように、低額での介護初任者研修事業を実施した。 
  
（2）美・ウォーキング事業 
 ケアポート地域交流ホールを活用した屋内型の体操教室事業を行う。安永神社・惣領神社・平田教育集会所など地

域の集いの場を活用した屋外型の体操教室を行い、徹底した感染対策を実施しながらコロナ禍での事業継続を行っ

た。 
  
(3)JumpeR（ジャンパール）教室事業 
コロナ禍の影響でケアポート地域交流ホールを活用した運動・ダンス教室において、専門的な技術者によるダンス

指導はほとんどできなかった。 
 
（4）はつらつ自費事業 
 要介護認定を持たれない高齢者や要介護認定を持たれているが介護保険サービスを利用されない方へ送迎・昼食・

体操教室を自費で行い、介護予防へつなげるよう努めた。 
 
（まとめ） 
法人の地域総合支援室と連携し、地域貢献事業の推進を図るための施策を行ったが、感染症流行期での情報発信につい 

て次期に対応を検討する。また、自費事業の円滑な運営を行い、地域の相互扶助活性化を目標にしたが感染症流行期で

事業が幅広く展開できずに課題が残った。 

介護保険第７期計画に沿って「地域作り」「地域包括ケアの構築」の推進が図れるように、地域作りを目指した企画や事業の 

支援を行うため、今後は社協・役場そして益城町の社会資源の活用を継続して行く必要がある。 


