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平成３０年度社会福祉法人神和会事業報告 

１．事業経過 

 法人の運営する介護保険事業のうち小規模多機能型居宅介護支援事業を９月に休止

した。１０月より居宅介護支援事業を開設した。 

 小規模多機能型事業を休止したのは介護職の不足のためである。当該事業の員数に不

足はなかったが、特養部門の介護職員の退職に伴う補充ができなかったため、小規模多

機能事業の介護職員を特養部門へ異動させ特養の稼働を維持した。 

 居宅介護支援事業は当初１名の介護支援専門員で開始する予定だったが、小規模多機

能事業休止に伴う異動と新規採用により３名の介護支援専門員で開始した。 

   

 特養の稼働維持に努めたものの、死亡等による退所者の補充を速やかに行うことがで

きなかったため減収を招いた。生活相談室が中心となりベッド回転率の向上に努めた。 

 課題として介護職の充足と稼働率の維持向上がある。 

 

○大野の郷職員数（デイサービス・ショートステイ含） 

 正職員 パート職員 備考 

施設長 ※１  兼務 

生活相談員 ※２   兼務 

看護師 ４ ２  

理学療法士 ０   

介護支援専門

員 

  ※４  兼務 

居宅３名 

介護職員 ４０ ３  

管理栄養士 １   

事務職員 ２   

その他  ５  

                          平成 31 年 3月末現在 
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○和の家職員数 

 正職員 嘱託職員 パート職員 備考 

施設長 ※１   兼務 

生活相談員 ※１   兼務 

看護師 ※１   兼務 

理学療法士 ０    

介護支援専門

員 

  ※１   兼務 

介護職員 ２１  ２  

管理栄養士 ※１   兼務 

事務職員 ※２   兼務 

平成 31年 3月末現在 

 

○理事会・評議員会等の報告 

第 1回定時理事会 

平成 30 年 5月 28 日 

午後 1時 30 分～ 

 

場所：大野の郷会議室 

 

 

 

認定第１号 平成２９年度社会福祉法人神和

会事業報告について 

認定第２号 平成２９年度特別養護老人ホー

ム（短期入所含む）事業報                              

告について 

認定第３号 平成２９年度大野の郷デイサー

ビス事業報告について 

認定第４号 平成２９年度障がい者福祉サー

ビス事業報告について 

認定第５号 平成２９年度小規模多機能型居 

宅介護事業所事業報告につい

て 

認定第６号 平成２９年度社会福祉法人神和

会一般会計収支決算報告につい

て 
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第 1回評議員会 

平成 30 年 6月 11 日 

午後 1時 30 分～ 

 

場所：大野の郷会議室 

 

認定第１号 平成２９年度社会福祉法人神和

会事業報告について 

認定第２号 平成２９年度特別養護老人ホー

ム（短期入所含む）事業報告に

ついて 

認定第３号 平成２９年度大野の郷デイサー

ビス事業報告について 

認定第４号 平成２９年度障がい者福祉サー

ビス事業報告について 

認定第５号 平成２９年度小規模多機能型居

宅介護事業所事業報告について 

認定第６号 平成２９年度社会福祉法人神和

会一般会計収支決算報告につい

て 

 

第２回定時理事会 

平成 30 年 12 月 10 日 

午後 1時 30 分～ 

 

場所：大野の郷会議室 

第１号報告 平成３０年度上半期事業報告に

ついて 

第 1号議案 社会福祉法人神和会経理規程の

改正について 

第２号議案 平成３０年度社会福祉法人神和

会一般会計補正予算（第１号）

について 

第３号議案 臨時評議員会の招集について 

 

第２回評議員会 

平成 30 年 12 月 25 日 

午後 1時 30 分～ 

場所：大野の郷会議室 

第１号議案 平成３０年度社会福祉法人神和

会一般会計補正予算（第１号）

について 
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第３回定時理事会 

平成 31 年 3月 11 日 

午後 1時 30 分～ 

 

場所：大野の郷会議室 

 

第１号議案 平成３１年度社会福祉法人神和

会事業計画（案）について 

第２号議案 平成３１年度特別養護老人ホー

ム（老人短期入所含む）事業計

画（案）について 

第３号議案 平成３１年度老人デイサービス

事業計画（案）について 

第４号議案 平成３１年度障がい福祉サービ

ス事業計画（案）について 

第５号議案 平成３１年度居宅介護支援事業

所事業計画（案）について 

第６号議案  平成３１年度社会福祉法人神和

会一般会計収支予算（案）につ

いて 

第７号議案 評議員会の招集について 

第８号議案 就業規則の改正について 

 

第３回評議員会 

平成 31 年 3月 25 日 

午後 1時 30 分～ 

 

場所：大野の郷会議室 

 

第１号議案 平成３１年度社会福祉法人神和

会事業計画（案）につい     

て 

第２号議案 平成３１年度特別養護老人ホー

ム（老人短期入所含む）事業計

画（案）について 

第３号議案 平成３１年度老人デイサービス

事業計画（案）について 

第４号議案 平成３１年度障がい福祉サービ

ス事業計画（案）について 

第５号議案 平成３１年度居宅介護支援事業

所事業計画（案）について 

第６号議案 平成３１年度社会福祉法人神和

会一般会計収支予算（案）につ

いて 
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平成３０年度特別養護老人ホーム大野の郷(短期入所事業含む)地域密着型特別

養護老人ホーム和の家事業報告 

 

１ 事業経過 

 

（１）入居者・利用者の生活を支える 

 

入居者主体の考え・施設の考えを職員へ浸透するようユニット会議の冒頭で施設理念

の復唱・確認を継続している。会議中のケア検討においても理念が意識され、それが入

居者主体のケアに繋がっている。 

２４Ｈシートについては引き続き多職種協働で入居者を支える。ケアプランと２４Ｈ

シートの連動を進めるための研修を実施する。 

   

利用者の安心・安全を守るための取り組みとして、入居者と職員双方の負担を軽減す

るため福祉機器の導入を計画したものの経済的な面で導入を見送った。介護職員の補充

を計画的にできない状況下においては福祉機器の導入により介護者の負担を削減する

ことも必要なため次年度に向けて導入を計画する。 

各種委員会において利用者の状態を詳細に把握する取組を実施し、安全、安心を提供

することに努めた。また、入居者の体調管理・受診等につて嘱託医、看護師、相談員が

連携し迅速に対応することに努めた。 

 

楽しみのある生活の支援において、法人全体行事として青空喫茶（８月）、月見祭（９

月）、鹿嶋まつり参加（１０月）、餅つき（１２月）、節分（２月）、祭頭祭参加（３月）

を実施した。その他ユニット単位で、花見、あやめ見学、外食、出前など計画・実施し、

楽しみを提供することに努めた。 

 

（２）職員のプロ意識を育てる 

 

 継続して人事考課を試験的に実施している。職員個々の課題が明確になり、意識の変

化があらわれる事を期待している。 

 

 ユニットケアを推進する取組として、研修の充実に取り組んだ。施設内研修において、

ほぼ事業計画通りに実施した。外部講師の招へいも実施し、より専門性の高い研修を受

講する機会を作ることができた。外部研修への派遣もほぼ予定通り実施し、福祉用具の

活用のための研修も実施することができたが、福祉機器の導入には至らなかった。 
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 課題としては、介護職員の不足が続いているため、介護主任がユニット業務を兼務す

る状況が続いており、全体的に介護職員の状況を把握できておらず、ユニット内の課題

の吸い上げやリーダーの相談等が機能していない。職員の充足ができ次第、介護主任を

通常の業務に復帰させ、円滑にコミュニケーションが図れるよう体制を整える。 

 

（３）地域交流と地域への広報活動 

 

前年より事業広報委員会を拡充しＳＮＳ等を通じた広報活動を行っているが情報の

更新頻度は前年並みとなっている。広報誌の発行も再開できていないため次年度は再

開したい。 

 地域との交流として、従来と同様、ボランティアの協力により、喫茶や体操教室、月

見祭、夕涼み会等の行事を実施した。 

 

 

 

平成３０年度デイサービス事業報告 

 

１・事業経過 

 

（１）「楽しみ」のある拠点 

 

 「楽しみ」のある拠点として、四季を感じる外出として「お花見」・「あやめ見学」、

食べる楽しみとして５月、７月、と外食レク、５月、６月、１０月に季節の食材を使

った調理レクを実施した。また、デイサービス単体での夏祭り・敬老会、法人行事

「月見祭」「青空喫茶」への参加。毎週水曜開催の喫茶への参加。地域ボランティアの

協力をいただき複数のイベント開催など「楽しみ」を提供するよう努めた。下半期は

感染症の流行期のため外出する機会が制限されたが、室内でできるレクリエーション

を実施した。 

 

(２) 職員としての資質の向上 

 

施設内研修への積極な参加を目標にした。開催時間が業務時間と重複することも多

いため、内容に関心はあるが参加できない職員もでた。また、デイサービスに特化し

た研修内容が少ないため、デイサービスに特化した研修への派遣も実施したい。 

外部研修への参加は十分出来なかった。その代わりデイサービスの特性に沿ったレ
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クリエーション、生活リハビリの知識を深めるよう、日々の業務でのＯＪＴや終礼で

の勉強会等で、ケアの質の向上や統一を図っている。 

 

日々の楽しみを提供する役割において、デイサービスの職員が自発的にレクリエー

ション及び行事を企画・提案し、利用者の楽しみを増やすことを考える動きとして現

れているので引き続き内部での自発的なカンファレンスを継続する。 

 

来年度の課題として、職員のモチベーションの維持及び更なる資質の向上が不可欠

である為、外部・施設内の研修に派遣していきたい。 

  

（３）食事 

 

 生活リハビリの観点から、食事前に口腔体操を行い嚥下・咀嚼機能の維持に努

めている。美味しく、楽しく食べていただく為に、今後も継続して口腔体操を継

続して行いう。 

 また、食事はデイサービスの利用者にとって楽しみとなるプログラムと捉え、

昼食のみの提供ではあるが、利用者の満足度向上を図るため、日々の食事中の会

話などから出た意見を給食委員会へ提出し改善を図った。利用者からの意見を反

映し、改善できるよう努めている。げーむは 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年度障がい福祉サービス事業報告 

 

 

１．事業経過 

  

 障がい福祉サービス事業として通所サービス・短期入所サービスを実施している。デ

イサービスの障がい者枠の利用はなかったが、短期入所では２名が利用している。重度

の障害はあるが介護認定要件を満たさないケースなど、介護保険適用までのつなぎ的な
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サービスとして継続していきたい。 

例年通り、基本的なサービス内容は高齢者サービスに準じて提供した。 

平成３０年度小規模多機能型居宅介護事業 事業報告  

 

１．事業経過 

 

 ２０１８年９月末よりサービスを休止している。現時点では再開の目途は立っていな

い。 

 休止した理由は特養部門の職員が不足したためである。小規模多機能事業の職員数に

不足はなかったが、特養部門の退職者の補充が整わず、小規模多機能事業の職員を出向

させ、特養の稼働を優先した。特養の介護職員数を充足させた上で事業を再開する。 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年度居宅介護支援事業 事業報告  

 

１．事業経過 

 平成３０年１０月より稼働を開始した。当初は１名の介護支援専門員による運営を予

定していたが、小規模多機能事業の休止に伴い小規模所属の介護支援専門員を異動させ

たことに加え、近隣事業所の閉鎖に伴い１名を採用受入したことから３名の介護支援専

門員で運営している。 

  

 契約者数は順調に増え、法人の運営する通所及び短期入所利用者数もわずかではある

ものの増加しており、当初の目的である居宅系事業の稼働率の向上について成果が現れ

ている。また、介護サービスの利用相談から特養への入所に至るまでの支援を一貫して

行うことが可能な体制を整えることができたことで、住み慣れた地域で可能な限り生活

を続けるという介護保険制度の趣旨を踏まえたサービスを提供できるよう努める。 

 今後は事業の継続と、地域で必要とされるような存在感をもつ組織作りに努めたい。 

 

 

 


