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社会福祉法人 まなの会 

令和２年度 事業報告（抜粋） 

《１》法人本部 

【総括】 

 今年度は、昨年度末から続く新型コロナウイルス感染症への予防対策に終始し、経営としては非常

に厳しいものとなった。 

入所施設では感染予防のための面会制限も１年以上となり、入所者、ご家族双方に生まれた不安を

少しでも軽減しようとオンライン面会、自動ドア越しの面会を積極的に行った。また面会がなかなか

叶わない利用者に対しても、各事業所で感染予防に配慮し工夫しながら行事等を実施、生活を少しで

も快適にと努めてきた。 

 今年度は３事業所で管理者が新しく就任したが、第２次収支改善計画の策定をはじめ、定例の管理

者会議で必要な情報を共有し、事業所では新たな取組や体制作りが行われるなどの動きがあった。 

人材確保の一助となるよう就業規則の改定も実施。その中の一つとして、正職員に準じながら柔軟

に勤務できる雇用形態を整えたところ、複数名がこの形態での就労を希望し採用につながった。選択

肢が増え、職員のライフステージの変化による雇用形態変更にも対応できるようになったと感じる。 

 

《２》介護老人福祉施設 カトレア三木 

平成 18年 10月 15日開所 定員：入所 50人 短期入所 20人 

【総括】 

感染症を持ち込まないことを最優先に、職員の健康管理の徹底についてはグループ全体で取り組

み、利用者、職員共に陽性者を１名も出すことなく経過、ワクチン接種の開始とあわせてこのまま

感染予防の徹底を図っていく。 

 本年度、中間浴の機器導入とボイラーの入れ替え工事で大きな支出があった。次年度においても

特浴機器の入れ替えを予定している。施設設立 15年を迎え、機器設備等の老朽化が目立ってきてい

る。利用者へ不便のないよう早めの対応をとっていきたい。 

【本年度目標に対する振り返り・達成状況等】 

①稼働率は、入所 98％、ショートステイ 95％、全体で 97％以上を目標とする。 

全体の稼働率は昨年度を下回り、95.5％ショートステイ 93.9％入所 96.2％と目標に届かない状況

となった。緊急事態宣言発令に伴い、定期的な利用のある方については感染対策をして受け入れ、

新規利用の方については一時的に制限をした。そのため稼働率は 86.8％まで低迷、緊急事態宣言解

除に合わせて新規利用者の受け入れも行っていったがなかなか厳しい状況であった。 

②人材確保 

本年度入職者は９名で、退職者は６名で離職率は 6.1％であった。産休と療養中で休職している

職員もあり引き続き人材の確保と専門職の次期候補者の選出をふまえた人材の確保も必要と考え

る。 

③職員育成 

OJTの指導者となる中堅職員の研修が行えていないのが現状で個人の力量により差のある OJTと

なってしまった。OJT指導者に対する研修に力を入れていきたい。 
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④経費削減 

電気料金についてはデマンド装置により日中については効果的に運用できた。。次年度はデマンド

装置の効果が発揮できる様対策を検討していきたい。 

⑤地域への貢献 

本年度は新型コロナ感染症によりボランティア等利用者との接点は出来る限り制限していく対策

をとっており、地域との関りは取れなかった。また災害時の避難場所としての利用もなかった。 

 

■年間稼働率   ９６．２％  

 

【各部署報告】 

◎総務 

 コロナウイルス感染症予防対策により、面会の制限を行ったため面会者数は非常に少なかった。ご

家族にお会いする機会も少なく、来所された際には丁寧な挨拶やマスク越しでも聞こえるように聞き

取りやすい話し方など気を付けるように心がけた。事務所内での情報共有については、毎朝の事務所

打ち合わせや事務所内会議を継続して行い、担当者を決めるなどする事で、不在時には別の人に依頼

をするなど漏れがないように気を付けた。 

 

◎介護 

 コロナ禍での行事・余暇活動は感染状況に応じて変更し対応した。行事委員会を中心として利用者、

職員が密にならないようにし、合同でする行事は縮小する事にはなったが、その反面、誕生日会、足

浴レク、屋上や施設内敷地の梅や桜の花の時期には散歩レク、壁面作成、季節の行事食など利用者個々

と職員が個別に対応する事により、ひとり一人にかかわる時間を多くとることが出来た。 

 

◎看護 

感染予防対策は新型コロナウイルスに重点をおき、標準予防対策に加えてガウンテクニックやゾー

ニングの勉強会、シミュレーションを行い全スタッフで協力し蔓延防止に努めた。月１回ナース会議

を開き、看護業務の改善や多職種と連携をとるために意見交換を行った。日々の業務や会議等でスタ

ッフに指導を行い、安全で快適なケアを実施するための介護技術の向上に努めた。 

 

◎栄養 

感染対策のため新規で入所された方や退院者は個室対応とし、発熱者は個室対応で使い捨ての食器

や弁当箱での提供とした。職員間で連絡を密にとり、体調に合わせた主食の変更も細やかに行い体力

が落ちないよう食事面でサポートできるよう努めた。また、集まって会話を楽しみながら食べること

ができない中で、食事面で少しでも楽しんでいただけるよう例年とは違った行事食を提案し実施し

た。 

 

◎相談援助 

新型コロナウイルス感染症対策の中で新規入所者の受け入れ基準、退所の基準を厳格化したことで

ショートステイ利用の制限という結果となった。加えて新規申込者との面談が進まない中、入所者の

体調不良等による入院が続出し、稼働率がかなり低くなってしまった。次年度は現場とのカンファレ

ンスに、より積極的に参加し状態の把握や受診対応の早期相談等、確実に状態把握を行っていきたい。 

 

◎介護支援専門員 



3 

 

ユニットごとに、利用者の施設サービス計画書が閲覧できるに専用のファイルを設置した。 

ケア内容は箇条書きにして、わかりやすい内容になるように記載内容に留意した。 

セラピストをはじめ、多職種でアセスメントをして加算を算定した。 

特に入所時のアセスメントに基づき、必要な加算を早期に導入できるようにした。 

 

《３》特定施設入居者生活介護 ケアハウスカトレア神戸 

平成 22年４月１日開所 定員：30人 

【総括】 

開設から 10 年という大きな節目を越え、歴史の積み重ねとともにカトレア神戸の風土が定着して

きた中、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に努め、施設内に絶対持ち込ませないよう最善を尽く

し、同時に入居者の暮らし方が大きく変化しないよう職員が一枚岩となり明るくいきいきした施設生

活の維持に尽力できたと感じる。 

令和２年度から施設長が交代し新たな体制がスタートした中、事業目標の推進と合わせて施設の要

となるリーダークラス職員へ事業目標の落し込みやリーディングする立場としての再確認を積極的

に行い施設運営の一端を担うための当事者意識をしっかり持ってもらうよう働きかけた１年となっ

た。 

【本年度目標に対する振り返り・達成状況等】 

①稼働率は 97％を目標とする。 

・目標達成率 95.7％（-1.3％）、目標に対する延空床日数は 136日未達成となった。 

下半期は入院者も減少し、目標 97％を上回る稼働率が出てくるようになったが、上半期の入院に

よる空床が大きく影響した結果となった。 

・退去から入居までの空床期間は前年比で 16日間短縮できた（前年:当年/120:104）。 

②働きやすい環境作りをし、特に看・介護職員については離職率 15％以下を目指す。 

・当年度離職率（全体）22.2％、（看・介護職員のみ）33.3％、看・介護職員の離職者数は常勤職員

２名、パート（契約）職員２名だった。 

・仕事で生じたストレスを家庭に持ち帰ることがなくなるように、相談員や事務職員、各リーダー

が積極的に職員への声掛けを実行してきた。 

・有休の計画的な取得を行い、有休取得平均日数は 7.5日だった。 

③職員の質向上を目指す。 

・オンラインで実施される外部研修が下半期に増えてきたため３回参加できた。 

・OJTが計画的に実行できているのか、確認する形を残すように取組んだ。未完成なため、次年度

も引き続き OJT実施要綱をまとめたい。 

・情報共有の一環として、内容を選別したうえでリーダーから一般職員に伝える手段を SNSで配信

するようにした。情報が得られるようになりタイムリーに確認できるようになった。 

④施設設備の管理を行い、経費削減につなげる。 

・10年を超え設備備品などの故障や不具合が度々あったが、修繕費予算を大幅に超えることはなか

った。 

・新型コロナウイルス対応の影響で消耗品等の購入費用は増加したが、補助金で概ね相殺できた。 

⑤地域貢献活動を行う。 

・コロナ禍の中、外部との接触を伴う活動は行えなかった。 

・自施設周辺の美化に力を入れた。 
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■年間稼働率   ９５．６％ 

 

【各部署報告】 

◎総務 

感染源を持ち込ませないように啓発活動・情報発信・感染症防止に必要な物品の購入など、新型コ

ロナウイルス感染症の対策で１年間が終わった印象が強い。職員の質向上・組織体制の一部改善とい

う点から、会議・委員会の有り方について検討し、それぞれの構成員が共通認識を持って取り組める

ようにリーダーが中心となり進めてきた。離職率は全体で 22.2％、離職者数は常勤職員４名（内１名

定年退職者）、パート（契約）職員２名だった。新人教育に関しては OJT 進捗状況をリーダー会議で

共有し、部署を超えて客観的意見を取り入れられる体制とした。リーダーの職責の再認識と情報共有

の機会を増やすことを目的とし、９月～リーダー会議を月２回にし、リーダーが互いにサポートしや

すい体制を作った。 

 

◎介護 

本来であれば入居者の希望を伺いながら誕生月の外出や少人数の外出機会を増やす予定であった

が、コロナウイルス感染症の流行とともに外出を自粛せざるを得なくなり、近隣の人ごみのない場所

への花見やドライブのみの実施となった。ストレスが溜まらないよう、施設内での企画を充実させる

ことに注力した。 

 上半期に採用した２名の新入職員を含む１年未満の職員に対して仕事の習得状況をリーダー会議

で確認し合う場を設けるとともに、出来ていない部分を曖昧にせずに新入職員・リーダー・OJT担当

者の３者で明確にしてきた。 

 

◎看護 

“施設で安心して出来る限り長く過ごしていただける”ようにするために日頃から看護職員間の疎

通・医師との連携・入居者と直接の関わりも増やすようにしつつ、他部署との情報疎通に努めて体調

の変化を見逃さないよう努めてきた。しかし、入院が長期化することも多く、年間入院延べ日数が 373

日となった。日々の健康管理で防げるものや施設での加療可能なものはなかったのかを見直す必要が

あり、それを踏まえて施設でできるだけ長く過ごせるよう対応していきたい。 

感染症予防対策は特に力を入れ、まず感染源を持ち込まないことを第一に徹底して取り組んでき

た。個別機能訓練は、理学療法士のアドバイスをもとに他職種と連携の上、個々に合わせた機能訓練

計画を作成し、実施した。 

 

◎栄養管理 

 管理栄養士が退職し、年度内（約２か月）は管理栄養士が不在となった。そのため、各専門職や厨

房職員の協働のもと目標達成に努めた。 

 フロア調理やおやつ作りレクを実施。調理の過程に入居者に参加してもらう中で、入居者の「出来

ること」に合わせた段取りをすることで多くの方に楽しんでいただけたと感じる。そうめん流しや祝

賀会のお祝い弁当、寿司祭りといった行事も、感染症予防に配慮した計画を行い実施することで、外

出が出来ない入居者にも四季を感じて喜んでいただけた。 

 入居者の体調管理・疾病予防は、栄養スクリーニングを行い、入居者の状態を把握しケアマネジャ

ーに情報提供することで多職種連携し、体調管理や疾病予防に取り組むことが出来た。 
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◎相談援助 

稼働率は 95.7％と目標未達成。年間を通じても目標を達成できたのは４か月のみに止まった。入院

と退去に伴う空室期間の比較では、入院日数は延べ 373日（前年比＋136日）、空室日数は延べ 104日

（前年比－16日）と入院日数が入退去に伴う空室期間の３倍以上、前年と比較しても上回る結果とな

った。入院日数の削減に取り組むことが入居者やご家族の負担軽減にもつながると思われるため、多

職種で協働し、入居者の健康管理・異常の早期発見に努めていきたい。 

職員の安定とサービス提供の均一化が、安心を感じていただけるサービスの提供にもつながるた

め、日常業務・面談を通じて職員個々の課題を明確にして、その課題に取り組ませる働きかけを行っ

てきた。さらにコミュニケーションをはかり、退職につながるような問題を早期発見し防止に努めた。 

 

◎介護支援 

入居者一人一人に合ったケアプランを作成できるよう、入居者ご本人と関わる時間を持つようにす

ることの他に、他職種職と積極的に関わり情報を得るようにした。そこからニーズを取り上げること

が出来た。コロナウイルス感染症流行のため、ご家族のケアカンファレンスへの出席をしてもらえな

いことから、事前に電話や窓口来訪時に意向の確認をするようにした。 

ケアプランに基づいたサービスの提供のため、職員に周知する方法として、“担当職員との読み合

わせ”を昨年度から行っているが、加えて朝礼や申し送り・全体会議を通じて情報発信・共有を実施

することが出来た。 

入居者の心身の状況・介護量等の適正をみて必要だと思われる場合は、変更申請に向けて動くよ

うに努めている。 

 

《４》サービス付き高齢者向け住宅 カトレアロイヤル神戸 

平成 26年１月 15日開所 定員：71室 80人 

【総括】 

入居定員基準稼働率は年間平均 92.4％で、居室数基準稼働率は年間平均 96.9％となった。 

新型コロナ対策により入居者が居室で過ごすことが多くなり、また食堂での食事は感染リスクが高

いことから全室居室配膳を実施したことにより、脱水による熱発や下肢筋力の低下による転倒などが

増え、ADLの低下や認知症の進行が見られた方もあり、入院や退去の原因となっている。 

当事業所は住居のためご家族や介護サービス事業所の訪問が多く、新型コロナ対策の対応に追われ

業務の大きな負担となったが、感染者が出なかったことは良かった。 

サービススタッフには“目配り気配り心配り”を心がけるよう都度伝え、また自身のスキルアップ

として、今後は積極的な資格取得を働きかける。 

【本年度目標に対する振り返り・達成状況等】 

①稼働率 97.5％を目標とする。 

入居定員基準稼働率は目標が達成できている月度もなく未達成である。入居者 12名、退去者

14名、ショート利用者は延べ 29名である。コロナ禍において不要不急の外出は控えていただ

いたので、退去者は下肢筋力の低下から転倒による骨折や居室にこもることで認知症の進行が

見られた方もあり、ロイヤルでの生活が困難となり退去原因となっている。 

②経費削減に取り組む 

コロナ感染予防対策補助金より、空気清浄機や非接触体温計や消毒機器や配膳カートなど購

入。消耗器具備品としてグローブやフェイスシールドなど購入。またハンドソープやペーパー

タオルなどの購入量も増え日用品費も増大している状況。コロナ感染対策により必要経費が増

大している。 
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③外出行事を実施する。 

不要不急の外出ができないため、外出行事の実施は控えた。また施設内のイベントも感染予

防に配慮しながらの実施となった。書道教室や健康教室も実施回数を減らさざるを得なかった

が、屋上を開放し、散歩など気分転換にも利用していただいている。 

 

■年間稼働率   ９２．４％ 

 

【各部署報告】 

◎総務 

感染症対策として、スタッフ全員の検温を実施。居室入室時には検温や面会届の記入、入居者の外

出時に体温測定や外出届の記入を実施。住居であり家族や介護サービス事業所のスタッフなど頻繁に

出入りがあるため、窓口対応が増大した。 

 

◎サービス提供部門 

サービススタッフ、配膳スタッフともにフェイスシールドを着用し対応。食事をする機会にコロナ

感染のリスクが高いことで、対策として１回目の緊急事態宣言期間中は全室配膳を実施。また２回目

の緊急事態宣言発令以降は全室居室配膳を現在も継続している。全室居室配膳することで配膳スタッ

フ数も増やし対応。昼の安否確認の際に、入居者全員の体温測定を実施。 

 

◎相談援助 

入居について、電話での問い合わせやパンフレットの郵送、ケアマネジャーからの紹介などから

見学者は 20件程度、内 12件入居となっている。 

入居者の相談についても傾聴することを心掛け、ご家族に連絡を取ったり、ケアマネジャーや介

護サービス事業所と連携や相談を実施している。 

 

《５》デイサービスセンター シャルールカトレア 

平成 26年２月１日開所 定員：40人（半日 20人ずつ） 

【総括】 

新型コロナウイルスに係る諸対応に追われた１年となった。感染予防のために利用を控える傾

向が強まり、新規利用等の受け入れも停止せざるを得なくなったことは言うまでもない。稼働率

は低下、60％台になることもあった。既存の利用者も不安を感じながらの利用であることに対し、

少しでも不安が軽減されるよう事業所として可能な限りの予防対策の実施を示した上でご理解・

ご協力をいただいた。感染予防対策はもちろん、利用者に対する啓発にも力を入れ重点的に実施

した。 

スタッフ数が充足してきたことで、担当者により利用者一人ひとりの生活状況に合わせて個別

の運動プログラムの立案・計画が行えるようになった。コロナによる運動器機能不全に陥ること

がないよう今後も多面的にアプローチできる内容精査をすすめていく。 

【本年度目標に対する振り返り・達成状況等】 

①稼働率 82％を目標とする。 

コロナウイルスの感染拡大により利用を控える方が多く、稼働率としては最終 70％と低迷し

た。その中でも安否確認を兼ねた電話連絡や体調の確認などをできる限り行い、状態の把握に

努めた。各々が感染しない・させないを心に銘じ安心して利用いただけるサービスの提供に努

めた。 
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②利用者一人ひとりの情報収集を行い、より的確な個別機能訓練・口腔機能強化を図る。 

職員配置が充実したことで、個別の機能訓練に特化した計画を立案・実行できるようになっ

た。細かな聞き取りを行い、生活に合った計画の作成に努めた。なお、口腔機能強化について

は、新型コロナウイルスによる緊急事態宣言中は感染予防のため中止とした。 

③職員の育成に努め、より良いサービスの提供を目指す。 

新たに職員が増員され、業務としては安定した稼働になってきた。指導を受ける側・行う側

が、課題を共有して取り組めるように OJTの活用を活発に行うように取り組んだ。 

 

■年間稼働率   ７５．５％ 

 

【各部署報告】 

◎介護 

 新たに職員が入職し安定した職員配置が実現できた。職員数が増えたことでの情報の連携やコミュ

ニケーションは今後も課題として残る部分はあるものの、統一したケアの実施を実現するために職員

間での話し合いなど積極的な姿勢が見られた。コロナウイルスによる感染予防対策にかかる時間や労

力に対する負担は否めないが、安心して利用いただくために職員が協力しあえた。 

 県下でのコロナウイルスの感染拡大により、外出の機会や身体を動かす機会が大幅に減少してい

る。それに伴う運動機能の低下は顕著に見られるため、レクリエーション活動の一環に身体や頭の体

操を積極的に取り入れて、活動量を増やすよう心掛けた。 

 

◎看護 

感染防止のため、毎回施設内の消毒、換気、手指消毒に努め職員・多職種間の情報共有を図った。 

また、利用の終了時には利用者への重ねての呼びかけを行い自己予防の啓発も行っている。 

機能訓練では、利用者が安全・安心に過ごせるように個々の家庭状況の把握に努めた。また、訓練

目標を明確にし、日常生活動作の維持・向上に重点を置き個別トレーニングを強化し実施した。 

 

◎相談援助 

新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言等により、体験利用や新規利用の受入をストッ

プすることになり新規利用者数は減少、利用者数も減少し稼働率としては低迷した。利用に対する

不安を感じる利用者の声も聞かれ、用心で長期欠席となった方もあった。感染予防対策をしっかり

講じた上で安心して利用いただける環境を用意することで、徐々に利用が再開されてきている。欠

席が長期間に及ぶ方へは、電話連絡にて様子を伺い体調の確認等を行うことに努めた。 

 

《６》介護老人福祉施設 カトレア鈴蘭台 

平成 29年 10月１日開所 定員：入所 30人 短期入所 10人 

【総括】 

「新型コロナウイルス感染症への予防対策に終始した年度」この一言が全てではなかろうか。 

一年を通し、事業所内の環境整備、衛生材料の確保に奔走し、職員体調不良時の緊急かつ暫定的な

法人内制度の構築に力を注いだ。 

そのような中でも各部署創意工夫を凝らしながら入所者（入居者）、利用者へのアプローチを積極的

に取り組めた。また面会制限の続く中でご家族、入所者双方のストレスも増す中、窓越し面会を計画

的に行い、ブログの定期的な更新や、また電話連絡をはじめライン公式アカウント等を活用した双方

間のコミュニケーションはコロナ禍では非常に有効な手段であった。 
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新たにリーダーを配置、リーダー候補の育成を継続していくこととする。また特養全体離職率は昨

年度より落ち着きはしてきたものの介護職離職率（16.7％）に関してはようやく全国平均（令和元年

度 16％）レベルとなってきた。先輩職員についての１年間の OJT や終業 15 分前のミーティングの定

例化等が効果を上げてきている。 

【本年度目標に対する振り返り・達成状況等】 

①稼動率は特養入所 98％、短期入所生活介護 94％を目標とする。 

・入所稼働率 93.4％、短期入所生活介護 93.4％。年間目標は届かなかった。原因は色々とある

が新規入所者の確保及び待機待ちの人数確保がうまくできず、日数を要してしまったこと。

来年度は、待機者確保（面談済）し、先手先手を取れる行動を図る。 

②組織構築 

・各委員会が定期的に開催され、月目標の設定、評価が出来ている。各委員会で問題点が議題

に上がり、改善実施、評価ができた。 

・個人の目標設定、情意考課は、年４回取り組むことができた。 

・リーダー研修（四半期に１度）年４回取り組むことができた。 

・接遇面の向上及び介護スキルの向上については、施設内研修を年間通して実施できた。 

③地域社会への貢献 

・ほっとかへんネット KOBE・北、お買い物バス、地域中学校へ福祉出前講座等、地域とのつな

がりは、コロナ禍のため中止となった。 

・自施設での「カトレアカフェ」も、コロナ禍のため開催中止となった。 

④経費削減への取り組み 

・電気使用量について職員に意識づけを行い、エアコン使用時の設定温度を周知し、デマンド

値を意識した使用方法を徹底した。 

・オムツ、パットの見直しは、各ユニット会議で都度協議し実行へ移した。個人個人のコスト

意識の向上を継続していく。 

■年間稼働率   ９３．４％ 

 

【各部署報告】 

◎総務 

・職員定着と人材育成に取り組む…新入職員の OJTによる職員指導システムを用い、他部門と連 

携を密にしながら細かなサインを見逃さず、超短期離職を未然に防止し人材育成に取り組むこと

ができた。 

・丁寧な接客と感染症予防に努める…連絡ノート、電話連絡ノート等を活用し「報連相」徹底する

ことができた。部署間の疎通もスムーズに行うことができ成果を上げることが出来た。新型コロ

ナウイルス感染症防止対策における面会規制の中、テレビ電話によるリモート面会、ガラス越し

面会、面会規制が解除された時には透明シートを使用し面会を行うことができ、ご家族にも大変

喜んでいただけた。 

・周知活動を行い、入所者や職員の確保につなげる…施設での様子をお知らせできるよう、ブログ

を週に１度更新することを心掛けた。新しくインスタグラムを利用し発信、大変好評であった。

ブログを見て職員求人に応募があったこともあり、職員確保にもつなげることができた。 

 

◎介護 

・見守り支援機器（眠りスキャン）を最大限に活用する…全職員が見守り支援機器を活用できるよ

うになった。居室担当を中心に、データに基づき排泄リズムや就寝、起床時間の検討ができた。 
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・職員が安心して働き成長できる環境づくりを行う…新人職員に対して「一人にさせない運動」を、

年間を通して実践できた。 

・日々の生活をより豊かなものにする…感染防止対策を行い、近隣への散歩、ドライブ、施設内の

新企画の行事（カトパン祭り、和菓子バイキング、居酒屋等）を開催できた。コロナ禍での生活

であり、少しでも気分転換の一助になればと、入浴には入浴剤を使用するなど工夫した。 

 

◎看護 

・体調管理…入所者の健康状態、服薬情報等ファイルにまとめ、医務職員で共有した。記録は経過

を追って分かりやすく丁寧にするよう心がけた。医療機関受診時は、診察結果を家族に分かりや

すくお伝えするよう努めた。公式ラインアカウントも併用し身近な連絡ツールとして活用した。 

・感染防止…感染防止対策として手指消毒等の徹底、入所者や職員の健康管理、「三つの密」の回

避等、感染防止を職員全員で徹底できた。個人防護具の使用方法の徹底に努め全職員が対応可能

となった。 

 

◎栄養 

感染症発生時の配膳手順を確認し、新型コロナ感染者が出た際に対応できるよう取り組んだ。 

コロナ禍でも、ソーシャルディスタンスを保つ、各ユニットで楽しむなどの工夫をし、できるだけ

いつもと変わらない行事食を提供することができた。おやつレクは月１回各ユニットで行い、食材に

触れる機会を作り食事に対する意欲を高め楽しめる工夫をした。言語聴覚士と協力し経口維持加算対

象者を増やし、入所者の食べる楽しみが継続できるように努めた。 

災害を想定した食事作りを職員の訓練として年２回行い、入所者にも災害時の食事を体験していた

だいた。 

 

◎相談援助 

入所前の面談で可能な限り、利用者の生活歴を家族から聞き利用者の歴史を介護、看護、栄養に反

映出来るように行えた。また、ご家族から歴史をお聞きするなかで会話も増え信頼関係構築に努める

事が出来た。フロアでは積極的にお声掛けすることを意識し、利用者との関係性の構築に努めた。 

苦情報告は４件。コロナ禍で面会が難しいなか報告の薄さを認識した年度であった。 

昨年度と比較すると稼働率は下降した。待機者へ迅速に対応できなかった。同一敷地内のケアハウ

ス、短期入所と同一敷地内のメリットを充分活かし入所へ移行することはできた。 

 

◎介護支援 

ケアマネジメントの流れ、アセスメント⇒モニタリング⇒担当者会議（施設）⇒施設サービス計画書

⇒実務（３か月）は実践出来た。コロナ禍もあり担当者会議（家族）の開催は難しく実施できなかっ

た。面会時等で施設サービス計画書の署名・捺印の際に丁寧な説明、ご要望を引き出せるような対応

を心がけた。 

 

《７》特定施設入居者生活介護 ケアハウスカトレアすずらん台 

平成 29年 10月１日開所 定員：30人 

【総括】 

リーダー候補の育成が十分にできておらず完全な組織構築までには至っていない。来期も事業

所間異動やリーダー候補生の採用も視野に入れて動いていく。離職率は全体でも 25％、介護職離

職率も全国平均（令和元年度 16％）より高く 25％という結果である。カトレア鈴蘭台同様に離
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職率の低下を目指していくことが最重要課題である。 

満床稼働と人材の安定の双方が成立して組織としてスタートである。このことを全職員で共有

し、各々が「何」を行うことでクリアできるのかを認識し行動していく必要がある。 

【本年度目標に対する振り返り・達成状況等】 

①稼動率は年間稼働率 93％を目標とする。 

年間稼働率は 75.3％と目標を下回った。職員が充足していないため入居の案内ができていな

いことと、新型コロナウイルス感染症の影響により新入居案内が遅れていることが原因である

ことから職員の確保に努めるとともに、新規入居者獲得に向け動いていきたい。 

②組織構築 

・部署間代表が参加する会議を開催し、問題の共有、連携の強化に努めてきた。 

・リーダー職育成のため、リーダー職向けの研修を今年度より開催した。 

・上半期の個人面談、情意考課は確実に実行できたが、面談時の目標の立て方については今後

も向上していく必要がある。 

③地域社会への貢献 

・ほっとかへんネット北区、お買い物バス、地域中学校へ福祉出前講座等、地域とのつながり

は、コロナ禍のため中止となった。 

・自施設での「カトレアカフェ」も、コロナ禍のため開催中止となった。 

④経費削減への取り組み 

・昨年度同様電気料金についてデマンド機器を使用しデマンド値を意識するよう全職員に周知

して使用した。一度に電気利用が重ならないように使用の管理を徹底した。 

その他器具什器、消耗品等に関しては個人個人のコスト意識の向上を更に求めたい。 

 

■年間稼働率   ７５．３％ 

 

【各部署報告】 

◎総務 

・職員定着と人材育成に取り組む…新入職員の OJTによる職員指導システムを用い、他部門と連携

を密にしながら細かなサインを見逃さず、超短期離職を未然に防止し人材育成に取り組むことが

できた。 

・丁寧な接客と感染症予防に努める…事務所内で連絡ノート等を活用し「報連相」を徹底できた。

各部署間の疎通も以前と比較しスムーズに行うことができ、成果を上げることが出来た。面会制

限の中、テレビ電話によるリモート面会、ガラス越しでの面会、面会制限が解除された時には透

明シートを使用し面会を行い、ご家族にも大変喜んでいただけた。 

・周知活動を行い、入居者や職員の確保につなげる…施設での様子をご家族にお知らせできるよ

う、ブログを週に１度を目標に更新した。新しくインスタグラムを利用し発信するなどご家族か

らも大変好評であった。 

 

◎介護 

・入居者に喜んでいただける行事・レク・外出・クラブ活動の取り組み…令和３年の年明けは屋上

で初日の出を見ることから始まった。気分を少しでも変えられるようユニット内で鍋、焼き芋、

春のお茶会など感染対策を行いながら実施した。来年度はクラブ活動の発足などにチャレンジし

ていきたい。 

・職員ひとり一人が成長できる環境を作り、職員全体のレベルアップを図る…“ひとりにさせない
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運動”“就業終了前の 15分間ミーティング”の期間が終わってからも OJTで不安や疑問を解消で

きるようにし、１か月ごとに目標設定することで新入職員、指導者共に成長できるように取り組

んだ。 

・ユニット間での連携と情報共有の徹底をする…ユニットに誰が勤務で入っても分かるような情

報発信を心がけ、情報共有できるようになってきている。 

 

◎看護 

・入居者の健康状態等を情報ファイルにまとめ、医務職員で共有した。ケース記録は、経過を追っ

て分かりやすく丁寧に記録するよう心がけた。医療機関受診時は、診察結果をご家族に報告する

ようにした。 

・感染対策…感染症の防止対策として手指消毒等の徹底、入居者や職員の健康管理、「三つの密」

の回避等、感染防止を職員全員で徹底している。 

・夜間帯の急変の対応と強化…夜間救急時マニュアルの作成、AED使用方法の勉強会を行った事で、

夜勤者の不安の軽減につながった。 

 

◎栄養部門 

感染症発生時の配膳手順を確認し、新型コロナ感染者が出た際に対応できるようにした。 

コロナ禍でも、ソーシャルディスタンスを保つ、各ユニットで楽しむなど工夫をし、できるだけい

つもと変わらない行事食を提供することができた。月１回各ユニットで食材に触れる機会を作って食

事に対する意欲を高め楽しんでいただけるよう取り組んだ。 

月に１回、高価な食材や鮮魚、地元の新鮮な食材等を使用し特養との差別化を図り、食事に変化を

加え食事意欲を高めるよう取り組んだ。 

入居者の様子観察と記録を行い、介護支援専門員と協力して個人の状態に合わせた栄養ケア計画を

作成、計画が実施できる方法を検討し他部署と協力して栄養改善に取り組んだ。 

災害を想定した食事作りを職員の訓練として年２回行い、入居者にも災害時の食事を体験していた

だいた。 

 

◎相談援助 

・満床稼働と目標稼働率 93％の達成…職員確保がなかなか順調に進まず、それにより新入居の案

内も職員数に合わせたものとなり、満床稼働には遠い結果となった。感染防止のため施設内の見

学ができないこと、入居後に居室内に入っての面会ができないことに不安を感じておられる方も

あり、待機者への入居促進が積極的に行えなかった。 

・苦情対応…面会制限のためご家族が自由に施設内に入れないことで、ご家族への説明をより細か

くすれば防げていたこと、職員の対応によるものへの苦情があった。一つ一つのご意見に対し、

迅速に現状確認を行い、会議やノート発信により全職員に周知し改善等対応した。 

 

◎介護支援 

６か月ごとにケアプランの見直しを行った。介護、看護、栄養と会議を開き、個々の状態の変化

に合わせた計画書を作成した。新型コロナウイルスの影響で、面会制限、外出ができないことによ

るストレスが入居者、ご家族共に蓄積されていることが考えられるため、少しでも笑顔になれるこ

とを各部署で考え、協力し合い取り組んできた。 

 


