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はじめに 

 

 ２０２０年度は新型コロナウイルスの流行により、今までに経験したことのない外部環境

の変化や抑制を受けた年であり、国内外において今尚、収束の目途は立っておりません。町

田市内における感染者数は、東京都の郊外市区町村内では上位に位置しており、市内の一部

介護施設でも感染者の報告が上がっています。ただ、本会においては幸いなことに、ご利用

者及び職員共に感染者は生じておらず、日々の予防や自粛など生活の配慮による結果と受け

止めています。 

今後のご利用者や職員へのワクチン接種については、入所系施設を中心に開始される予定

ですが、接種後も引き続き感染予防に努めるとともに、予防等におけるご利用者、職員の心

的ストレス緩和となるような環境整備にも努めて参ります。 

 

春から初夏にかけて、初となる緊急事態宣言もあり、通所や訪問、短期入所の居宅系サー

ビスなどで「利用控え」が見受けられました。こうした「利用控え」を補う形でコロナ関連

の臨時的な加算の算定や補助金により、感染症対策などの臨時費用を賄うことができました。

また、古い送迎車両の買替に際しては「一般社団法人東京馬主協会」様の助成金を活用する

こともできました。「利用控え」も季節と共に徐々に少なくなり、１０月には計画されてい

た通り、障がい者訪問介護の居宅介護サービスを新たに開始することができました。地域の

共生社会を従来の高齢福祉だけではなく、障害福祉の面からもささやかながら支え始めるこ

とができました。２０２１年４月には３年に１度となる介護報酬改定もあり、新たな加算や

要件の厳格化や緩和に注視して対応して参ります。 

 

コロナ禍においては、地域向けのイベント開催やイベント協力を行うことが難しい状況で

した。そうした中でもＳＮＳ等を活用した地域情報の発信や、リモートでのフォーラム参加

など「できるかたち」を模索しながら積極的に取り組むことができました。来年度において

も、情勢に合わせた方法で地域との連携をより強めて参ります。 

 

本会は２０２０年１２月に設立２０周年を迎えました。これもひとえに地域の皆様のご理

解とご支援の賜物と深く感謝しております。取り巻く情勢は楽観できるものではありません

が、今後も各情勢並びに行政計画も視野に入れつつ、本会の基本理念である、在宅で住み続

けたいという地域のご利用者とそのご家族のニーズに引き続き応えられるよう努めます。ま

た、職員の健康管理や働きやすさを意識した職場環境改善、法人運営基盤の強化に努めて参

ります。 
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法人本部 事業報告書 

 

 

（１）選べる退職金 

 

２０２０年度は「選べる退職金」として、従来同様、退職時に支給と、月々の手当に変更

した手当（ライフプラン手当）とを選択できるよう、退職金制度を改めました。前年度から

退職金共済へ加入していた職員については、事前に続けた場合と、ライフプラン手当に移行

した場合の実際の受取額や退職金を積み立てた場合の税率などを説明しました。その結果、

ライフプラン手当に移行した職員はいませんでした。また、4月以降入社の職員は、従事者

共済会の退職金制度を選択した職員は、概ね継続して勤務しています。従事者共済会を選択

しないでライフプラン手当を選択した職員は、短期での退職の職員がほとんどでした。 

法人の理念に共感し、継続して勤務する気持ちの職員と、迷いながら仕事している職員で

選択がと分かれました。今後もその人その人の考え方や働き方で、退職時にまとまった支給、

月々に支給を自由に選択することで、各々の就労意欲の向上になると良いと思います。 

 

 

（２）人材育成に関して～能動的に学び、研修する～ 

 

上半期はベンチマークをしている法人への見学などを新型コロナウイルス感染予防、拡大

防止を最優先とし、実施しませんでした。下半期より研修内容、日程の調整を行い、ZOOM

を活用してリモートによる法人内部研修を実施しました。 

リモートでの研修によって、これまで難しかった遠方の講師の研修受講も可能になり、こ

れまで以上に当会に必要な研修を選択できるようになりました。 

リモートでの研修実施の様子を録画し、YOUTUBE の公開限定動画としてアーカイブに残し、

当日参加できなかった職員や新入職員にも勉強会の内容を共有できるようになりました。 

「認知症について、当事者の尊厳の視点を失わないように、職員全体に情報を共有したい」

という職員の想いから”認知症についての理解をアップデートせよ”という研修タイトルで 

発案者に講師役を任せ、研修を実施しました。 

 

・２０２０年度 法人内部研修（場所：デイルーム） 

日 時 研修内容 講 師 対象 
10 月 21 日 安全運転講習 日本福祉車両協会様 運転事故があっ

た職員他 
11 月 20 日 苦情・クレームを未然に防ぐ

家族対応 
貝塚ケアサービス研究

所代表 貝塚誠一郎様 
全職員 
（リモート） 

1 月 27 日 認知症についての理解をア

ップデートせよ 
横澤 卓職員 
彌 一勲職員 

全職員 
（リモート） 
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3 月 12 日 日本における技能実習生・特

定技能の現状について 
アイムジャパン 
西崎様 

管理職 
 

3 月 18 日 高齢者施設でできる機能訓

練、集団での機能訓練プログ

ラム 

リハラボ訪問看護リハ

ビリステーション 
永島様 

全職員 
（リモート） 

 

・２０２０年度 法人外部研修 

日 時 研修内容 主催・研修場所 参加人数 
10 月 1 日 
、2 日 

第 14 回認知症介護実践者研修 東京都福祉保健局 
東京都社会福祉保健医療

研修センター 

GH 職員 
（１名） 

10 月 14 日

～16 日、 
11 月 5 日 

第 14 回認知症介護実践者研修 東京都福祉保健局 
ホテルエミシア東京立川 

GH 職員 
（１名） 

 

 

（３）地域共生社会にむけての取り組み～地域での役割～ 

 

地域共生社会にむけての当会の第一歩目として、９月１日付けで障がい者訪問介護の「居

宅介護」の指定を受け、１０月よりサービス提供を開始しています。高齢の親と障害のある

子供の世帯を、総合的にサポートさせていだきたいという想いからスタートし、３月までに

３名のご利用者の生活支援をさせていただいております。３名のご利用者のうち１名は高齢

者で要介護認定を受けている親と暮らしており、同じ日にお二人の支援に入らせていただい

ております。また、サービス開始にあたっては近隣の障がい者福祉事業所の職員の方と訪問

介護共生型サービスについての意見交換を行いました。 

 

・２０２０年度 上半期 地域交流地域貢献活動など、地域の皆様との交流 
活動内容 開催日 開催場所 

地域の障がい施設ご利用者の服の

繕い物 
随時 グループホーム 

エコキャップの回収 毎月（随時） 介護ステーションぬくもりの園 
KISO コミュニティベース開所見

学 
４月２日 KISO コミュニティベース 

清住平自治会公園掃除 ６月２０日 山王林公園 
ふれあいサロン 
「体の距離を保ちながらも心は近

づけ交流する会」 

７月１４日 サ高住 地域交流室 

日本赤十字募金 ７月２９日  
地域の農家さんの植えるニンニク

の種作り 
９月２日～ デイサービス 

清住平自治会防災訓練 ９月２６日 サ高住 地域交流室 



3 
 

共同募金 １０月１日～ 
１２月３１日 

ぬくもりの園、清住の杜町田、

介護ステーション 
まちだ collection２０２０ １０月１１日 永田屋 
映画観賞会 １０月２０日 介護ステーションぬくもりの園 
清住平自治会公園掃除 
スタンドパイプ訓練 

１０月２４日 山王林公園 

ほっとスペースさくらさくら 開

所の集い 
１０月２９日 ほっとスペースさくらさくら 

ふれあいサロン 
「ウクレレをきこう」 

１１月２日 サ高住 地域交流室 

認知症の人の家族介護者 
町田市 実態調査結果報告会 

１１月８日 
 

町田市文化交流センター 

映画観賞会 １１月１６日 介護ステーションぬくもりの園 
清住平自治会公園掃除 １１月２１日 山王林公園 
バット博士記念ホーム園遊会 １１月２３日 バット博士記念ホーム 
映画観賞会 １２月１５日 介護ステーションぬくもりの園 
地域の農家さんと一緒に葉物野菜

の収穫 
１月１７日 ぬくもりの園近隣畑 

まちだサステナビリティフェス ３月１４日 オンライン（丸井・モデイ） 
いつだれ kitchen 報告会 ３月１７日 オンライン（町の保健室） 
レンタルボックス参加 ３月２５日 ほっとスペースさくらさくら 
地域の農家さん、子供と一緒に、ジ

ャガイモ植え 
３月２６日 ぬくもりの園近隣畑 

 
新型コロナウイルスの影響により、毎年行われている地域のお祭りや行事、サロンの開催

が中止され、計画通りにはいきませんでした。そんな中、地域の皆様との繋がりとして、「新

型コロナウイルス感染予防〜免疫力〜」のチラシを作成し、「外出しにくい今の状況こそ、

電話等を活用し、家族や地域が互いに支えあい、意識して交流することが大切です。」と地

域の自治会へ回覧しました。 
また、昨年に続きグループホームのご利用者が地域の障がい者福祉施設のご利用者の破れ

た衣類の繕い物をさせていただき、今年度はデイサービスのご利用者が地域の農家さんが畑

に植えるにんにくの種作りのお手伝いもしました。小山田桜台商店街のコミュニティスぺー

ス「さくらさくら」さんのレンタルボックスを借りて、グループホームのご入居者の作品を

展示・販売させていただくなど、地域の中での役割作りになりました。 
地域で介護認定を受けていないけれど住宅改修をしたいと相談にいらした地域の方に、当

会ケアマネジャーが、住宅改修の業者をご紹介しました。 
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リモートによる研修       地域の農家さんのお手伝い 

 

     
地域交流室の活用      障害福祉サービスの開始 

 

        
地域の SDGｓイベントへの参加     福利厚生制度等の見直し 
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高齢者グループホームぬくもりの園 事業報告書 

（認知症対応型共同生活介護・共用型認知症対応型通所介護） 

 

１．重点目標 

 

（１）グループホーム 

 

ア．稼働率 

イ．年間稼働率目標９５％に対し、９４．８％でした。 
２０２０年度は４名の入退居があり、それに伴う空室が２０２日でした。 
また、入院が１７５日ありました。 

 

イ．入居者と地域の方とのふれあう機会を増やします。 

日常の散歩で、地域住民の方と積極的に挨拶を交わす事や移動販売のパン屋が来

た時に購入しに行きました。また、園の畑で地域の農家さんと一緒にジャガイモの

種を植えたり、葉物の収穫をしました。コロナ禍でふれあう機会が難しい中、３密

などに注意しながらできる範囲でふれあう機会を増やしました。 

こうした取り組みの結果、要介護度平均値は上期２．２７から下期２．３７とほ

ぼ変わりませんでした。ご入居者の要介護状態の安定により稼働率を維持すること

ができ、事業運営の安定につながりました。 
      

 

 

  

 

  

 

  

 

                    

移動販売のパン屋の風景          ジャガイモ苗植えの風景 

  

（２）共用型認知症対応型通所介護 

 

ア．稼働率 

年間稼働率目標５５％に対し、１９．８％でした。 

 

イ．新規利用者の確保 

見学者に対して、サービス内容や利用料金などを説明しました。また、サービス
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内容や利用状況表のご案内(チラシ)を定期的に見直し、ぬくもり便りも季節ごとに

作成し、新規ご利用者の確保に努めました。 

 

２．利用者定員 

 

 （１）グループホーム 

 

要介護度 

２０２０年３月３１日現在 

  要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 計 

 ４月  ３名  ９名  ４名 １名  １名 １８名 

 ５月  ３名  ９名  ４名 １名  １名 １８名 

 ６月  ３名  ９名  ４名 ２名  ― １８名 

 ７月  ３名  ９名  ４名 ２名  ― １８名 

 ８月  ３名  ９名  ４名 ２名  ― １８名 

 ９月  ３名  ９名  ３名 ２名  ― １７名 

１０月  ３名  ９名  ２名  ３名  ― １７名 

１１月  ３名  ９名  ３名   ３名  ― １８名 

１２月  ３名  ９名  ３名  ３名  ― １８名 

 １月  ３名  ９名  ２名  ４名  ― １８名 

 ２月  ３名  ９名  ２名  ４名  ― １８名 

 ３月  ３名  ８名  ３名  ４名  ― １８名 

計 ３６名 １０７名 ３８名 ３１名 ２名 ２１４名 

 

（２）共用型認知症対応型通所介護 

 

ア．新規利用者人数 

新規利用者数は１名となりました。 

 

イ．要介護度 

  要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 
平均 

要介護度 

４月 ― １名 ― ― ― ２．０ 

５月 ― １名 ― ― ― ２．０ 

６月 ― １名 ― ― ― ２．０ 

７月 ― １名 ― ― ― ２．０ 
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８月 １名 １名 ― １名 ― ２．３ 

９月 １名 ― ― １名 ― ２．５ 

１０月 １名 ― ― １名 ― ２．５ 

１１月 １名 ― ― １名 ― ２．５ 

１２月 １名 ― ― ― ― １．０ 

１月 １名 ― ― ― ― １．０ 

２月 １名 ― ― ― ― １．０ 

３月 １名 ― ― ― ― １．０ 

計 ８名 ５名 ― ４名 ― ２．０ 

  

ウ．地域 

地域 下小山田 

利用者数 ３名 

 

３．サービスの内容 
 
（１）ご入居者の生活 
 

自由にゆったりとした時間を過ごしていただきました。また、掃除、洗濯、食事作り

をご本人の生活のリズムに合わせて行うことにより、生活の活性化を図りました。 
 
 
 
 
  
 
  
 
 

洗濯物干しの風景              料理の風景 
 

（２）ご家族との交流 
 

ご入居者の様子が分かるように、ご家族へ手紙と写真を送付しました。また、コロ

ナ禍で対面するのが難しい今、ご家族より折に触れてご入居者に手紙が届きました。ご

家族の近況報告が分かり、喜ばれていました。 
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       ご家族からの手紙              ご家族からの手紙 
 

（３）地域との交流 

 

近隣地域との交流を図り、地域に密着したグループホームづくりに努めました。 

 

開催日 実施内容 参加入居者人数 

毎月 回覧板 1 名 

３月２０日 ほっとスペース さくらさくら出品 ３名 

３月３１日 （福）まちのひ 繕い物 ２名 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

       回覧板を届ける風景        回覧板を届けた家での談笑風景 
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ほっとスペース出品準備の風景       （福）まちのひ 繕い物の風景 
 
（４）食事 
 

ア．中庭の花壇に野菜の苗を植え、収穫したきゅうりやミニトマトをサラダなどに使用

し、食卓を飾りました。また、園の畑にジャガイモやサツマイモを植えて収穫し、

食材として使用しました。 
 

イ．季節の食事としては、６月に流しそうめん、１０月にはバーベキューを行いました。 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
      流しそうめんの風景            バーベキューの風景 
  
（５）体調管理 
 

ア．介護職員による朝・夕・入浴前後のバイタル測定を行い、体調管理に努めました。 
 
イ．週に１度の歯科、２週間に１度の訪問診療にて、医療との連携を図りながら、体調

管理に努めました。 
 

ウ．ケアカンファレンスを通して、ご入居者の心身の状態を把握しました。また、グル

ープホーム内会議時に、認知症等の勉強会を行うことで、ケアの質の向上を図り、
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ご入居者が穏やかに過ごしていただくように努めました。 
 

実施日 勉強会内容 

６月２５日 感染症及び食中毒に関する研修 

７月３０日 非常災害の対応に関する研修 

１１月２３日 プライバシー保護に関する研修 

１２月１７日 感染症及び食中毒に関する研修 

２月２４日 身体拘束に関する研修 

３月２６日 認知症に関する研修 

 

４．年間行事 

 

（１）年間行事実施表 

月 行 事 内 容 

 ４月 お花見ツアー 
山王林公園へ少人数で早く咲いた桜を見に出掛

けました。 

 ６月 紫陽花見物ツアー 
淵野辺公園に行き、色とりどりの紫陽花を楽し

んでいただきました。 

 ７月 七夕まつり 
七夕飾りを作り、願い事を書いた短冊を笹に飾

って楽しんでいただきました。 

 ８月 大夏まつり 

射的や輪投げなどを行ないました。かき氷や綿

あめを食べて、縁日の雰囲気を味わっていただ

きました。 

 ９月 敬老祝賀会 

家族から寄せられたメッセージを読み上げ、ま

た、職員からの手作りプレゼントを渡しました

しました。 

 

１０月 

バーベキュー大会 
中庭でバーベキューをしました。焼き立てのお

肉を堪能されました。 

大運動会 

１階、２階対抗で、玉入れやボール送りなど競

技を行いました。皆様熱中され、接戦となりま

した。 

１２月 クリスマス会 
職員によるひげダンスやビンゴゲームを行い、

皆様で盛り上がり、賑やかな会となりました。
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     紫陽花見物ツアーの風景            大運動会の風景 

  

 

 

 

   

  

 

 

 

       クリスマス会食事の風景          クリスマス会の風景 

 

５．防災防火計画 

 

実施日 実施内容 参加人数 

 ８月１７日 

  ～２０日 
消火器訓練  １２名 

３月２７日 避難訓練  ２３名 

毎日、定時での点検及び定期的にコンセント等の確認を行いました。 

 

 

 

１月 初詣 
矢部八幡宮へ初詣に出掛けました。一人ひとり

願いを込めてお参りをしました。 

 ２月 節分祭 
鬼に見立てた紙人形に向かって「鬼は外、福は

内！」と豆まきをしました。 

 ３月 ひな祭り 
ひな祭りの唄を歌い、おやつには、ひなあられ

と甘酒で乾杯しました。 
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６．総括 
 
コロナ禍で緊急事態宣言が２度発令され、人と会うことについて十分注意が必要な１年

でありましたが、感染症にかかるご入居者や職員もいなく過ごせました。 
職員の出勤時の体温測定や手指消毒・マスク着用、来園者の体温測定、外出時の３密に

注意するなどの感染症対策を行ってきました。 
 行事の開催は、ご入居者と職員で行いました。敬老祝賀会は、事前にご家族へアンケー

トを取り、おふくろの味・思い出の場所などを聞き取り、ご入居者に伝え、ご家族の思い

をおのおの感じておりました。 
 対面するのが難しい今、ご家族より折に触れてご入居者に手紙が届きました。ご家族の

近況を知ることができ、安心して生活することができました。従来とは違うご家族とのコ

ミュニケーションを図り、信頼を深めました。 
 そして、地域との新しいかたちでの交流を深め、ご入居者が地域の一員として暮らして

いるという実感がもてるよう、小山田桜台商店街の「ほっとスペース さくらさくら」に

ご入居者の作品を展示し、社会参加の機会をサポートしてまいりました。 
 共用型認知症対応型通所介護におきましては、ご入居者と季節の行事やレクリエーショ

ンに参加されたりして、顔なじみになりました。また、利用されていた方が数名、グルー

プホームの入居につながり、不安なく入居生活を始めることができました。 
使用しているご案内(チラシ)のサービス内容や利用状況表を定期的に見直し、ぬくもり

便りを季節ごとに作成すると共に、営業活動を行い、新規ご利用者確保に努め、お問い合

わせや施設見学者に共用型認知症対応型通所介護を説明しました。 
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高齢者デイサービスセンターぬくもりの園 事業報告書 

（認知症対応型通所介護・地域密着型通所介護） 

 

１．重点目標 
 
（１）地域密着型通所介護 
  Panasonic ジアイーノやアルコール消毒、手洗いうがいの施行などでコロナ

禍における感染症予防に努めてきました。ご利用者並びにご家族への協力も打診

しながらご不便はおかけしますがマスクの着用をお願いしてまいりました。また、

外出レクリエーションなどを控え、フロア内での換気に留意しながらのサービス

提供を実施しました。毎日使用する送迎車両については、使用ごとに車内の消毒

を実施いたしました。月の平均稼働率は６９.６％となりました。新規利用者数は

１１名となりました。 
 

（２）認知症対応型通所介護 
  Panasonic ジアイーノやアルコール消毒、手洗いうがいの施行などでコロナ

禍における感染症予防に努めてきました。ご利用者並びにご家族への協力も打診

しながらご不便はおかけしますがマスクの着用をお願いしてまいりましたが、や

はり認知症状を患った方は、マスクの着用や手指アルコールを拒まれることも多

く、その都度ご説明させていただくなど対応いたしました。また、外出レクリエ

ーションなどを控え、フロア内での換気に留意しながらのサービス提供を実施し

ました。毎日使用する送迎車両については、使用ごとに車内の消毒を実施いたし

ました。月の平均稼働率は５３.４％となりました。新規利用者数は５名となりま

した。 
 
２．利用者状況 
（１）稼働率 

（％） 
項目 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

地域密着 ６５．１ ７１．５ ７８．５ ７３．５ ７５．０ ７５．０ 

認知症 ５７．７ ５４．５ ５９．３ ５７．７ ５９．９ ５３．２ 

項目 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 

地域密着 ６９.４ ７３.７ ６２.８ ６７.０ ６０.８ ６３.３ 

認知症 ４６.０ ４７.７ ５０.０ ５２.８ ５５.６ ４６.９ 

地域密着型目標稼働率７５％に対して地域密着型平均６９.６％ 

認知症対応型目標稼働率６０％に対して認知症対応型平均５３.４％でした。 
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（２）新規受け入れ 

項目 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

地域密着 －  ２名 － ２名 － １名 

認知症 － － － － － １名 

合計 － ２名 － ２名 － ２名 

項目 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 

地域密着 －  １名 － － １名 ４名 

認知症 － １名 － ３名 －  

合計 － ２名 － ３名 １名 ４名 

１７名の新規利用者の紹介をいただきました。                      

 

（３）登録利用者数（３月３１日現在） 

 

項目 町田市 

地域密着 ２９名 

認知 ２１名 

 

３．年間行事 

月 行事 内容 

 

 

 

４月 

かまどご飯を食

べよう   

昔からのお米の炊き方「かまど焚き」を行いまし

た。薪で火力を調整しながら炊き立てご飯をいただ

きました。 

手作り工作をし

よう 

色紙や厚紙を使用して、個性的な小物入れを作った

り、色紙に色とりどりの紙を貼り、壁紙作りを楽し

みました。 

トマトの苗植え 外出機会が制限される中、プランターを使用し、実

るよう願いを込めてトマトの苗植えを行いました。 

 

 

 

５月 

豚汁を作ろう  「かまど」を利用し、テラスで、具だくさんの豚汁

を作りました。 

散歩へ行こう 天気の良い日に、ソーシャルディスタンスを保ちな

がら多摩市の公園へ出かけました。 

流しそうめん 天気の良い、暖かい日差しの中、テラスで流しそう

めんを行いました。 

 

 

 

６月 

昔ながらのカレ

ーを作ろう 

昔ながらの人気の「カレー」をご利用者の経験を聞

きながら作りました。 

紫陽花めぐり 紫陽花で有名な「高幡不動」へ出かけました。色々

な種類や変わった色の紫陽花をゆっくりと鑑賞しま

した。 
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春巻きを作ろう ご利用者の皆さまのご意見を参考にし、春巻きを作

りました。 

 

 

 

 

７月 

トマトの収穫祭 プランタ―に植えたトマトが元気に実り、収穫を行

いました。 

バーベキューを

楽しもう 

天気の良い日にテラスでバーベキューを行いまし

た。 

お花を作ろう 水性絵の具を使用し、紙を切り取り、色付け、様々

なお花を作成しました。 

お好み焼き大会 昔ながらの「お好み焼き」を皆さまと一緒に作りま

した。 

 

 

８月  

 

 

 

 

 

じゃがいも掘り 天気の良い日に、畑で栽培したじゃがいもを掘りに

行きました。収穫したじゃがいもは、直ぐに調理し

て皆さまで美味しくいただきました。 

夏祭り 皆さまでお神輿を作り、当日は炭坑節を流しながら

担ぎました。チケットを握りしめ懐かしいヨーヨー

釣り、射的、的当てなどを行い、食べ物も屋台風に

して賑やかな夏祭りとなりました。 

天ぷらを食べよ

う 

近隣の農家さんから旬な野菜を取り寄せ、天ぷらを

作りました。揚げたての天ぷらを皆さんと召し上が

りました。 

 

 

９月 

旬の野菜との触

れ合い     

近隣の有機栽培農家さんから、たくさんの旬の野菜

を仕入れ、皆さんで仕分け作業を行いました。また

農家さんが畑に植えるにんにくの種作りのお手伝い

もしました。「昔を思い出すねぇ」とお話がはずみ

ました。 

敬老会 日頃の感謝の気持ちを込めて、お赤飯を作りまし

た。これからも人生の大先輩を尊敬する大切さを再

認識させていただきました。 

幸せの四つ葉探

しにいこう 

天気の良い日に、近隣の公園へ幸せを呼び込む「四

つ葉」を探しに行きました。なかなか見つかりませ

んでしたが自然と触れ合う良い日になりました。 

 

１０月 

薬師池公園へお

散歩 

秋の陽だまりの中、薬師池公園へお散歩にいきまし

た。 

バーベキュー大

会 

中庭のテラスでバーベキュー大会を行いました。旬

の野菜やソーセージなど皆さんでいただきました。 

１１月 食欲の秋 ご利用者のリクエスト№１「ラーメン＆餃子」を皆

さまと一緒に調理しました。茹でたてのラーメンは

やっぱり美味しいと笑顔がいつもより多く見受けら

れました。 

相模原北公園へ 相模原北公園へお散歩にいきました。小動物とも触
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お散歩へ れ合い、楽しいひと時をお過ごしになりました。 

１２月 サンドイッチを

作ろう 

ご利用者んお皆さまのお好み具材を使用し、サンド

イッチを作りました。バラエティーに富んだサンド

イッチが出来上がりました。 

クリスマス会 毎年恒例のクリスマス会をおこないました。 

１月 今年の干支「牛」

をつくろう 

紙粘土を使用し、今年の干支「赤べこ」をつくりま

した。様々な形の赤べこが完成しました。 

七草粥つくり お正月で疲れた胃を和らげるための七草粥を作りま

した。 

２月 節分 赤鬼に扮したスタッフ目掛け、「鬼は外～」の掛け

声と一緒に豆を投げました。 

３月 お花見 天気の良い日にお花見をおこないました。昼食は松

花堂弁当を召し上がり、春の雰囲気を楽しみまし

た。 

 

※各月のお誕生日や、ご利用者のご出身地にちなんだイベント（ご出身地の郷土料

理を作る等）を企画、提供しております。 

 

         

トマトの苗植えの風景            豚汁作りの風景 

    
    流しそうめんの風景            四つ葉探しの風景 
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    紫陽花見学の風景           昔ながらのカレー作り風景 

    
     紫陽花の生け花風景           バーベキューの風景 

 

    
      夏祭りの風景             天ぷら作りの風景 

    
茄子の仕分け作業           にんにくの種つくり 

    

     チャーハン作りの風景           お赤飯御膳 
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薬師池公園             バーベキュー大会 

    

ラーメン＆餃子            相模原北公園へお散歩 

    

サンドイッチ作り           クリスマス会 

    

赤べこ作り                七草粥 
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節分                   日常風景 

 

    
     機能訓練の風景              日常風景１ 

    
      日常風景２               日常風景３ 

    
      日常風景４                日常風景５ 

   
      日常風景６               日常風景７ 
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      日常風景８              日常風景９ 

 

４．防災防火計画 

 

 毎日、定時での点検及び定期的にコンセント等の確認を実施。また、8 月に防火担

当者指導による消火訓練、3月に避難訓練を実施しました。 

 

５．総括 
  
 年度初めの４月１６日（木）にコロナウイルス感染症拡大に伴い、緊急事態宣言が 
発令されましたが、ご利用者の生活を第一に考え、当事業所の営業を中止することな 
く、感染予防を徹底しながら営業を継続してまいりました。 

Panasonic ジアイーノやアルコール消毒、手洗いうがいの施行、アクリルパネルの 
設置等でコロナ禍における感染症予防に努めてきました。ご利用者並びにご家族への

協力も打診しながらご不便はおかけしますがマスクの着用をお願いしてまいりまし

た。また、外出レクリエーションなどを控え、フロア内での換気に留意しながらのサ

ービス提供を実施しました。毎日使用する送迎車両については、使用ごとに車内の消

毒を実施いたしました。 
コロナ禍において、ご自宅生活が長くなったことで体調不良になられ入院された方、

現在もコロナウイルス感染症を懸念し、外出せず、自宅での生活を続けられている方

もいらっしゃいます。幸い、当事業所においてコロナ禍ではご利用者及び職員で、感

染された人や濃厚接触者と認定された人はおりませんでしたが、近隣の通所介護施設

ではクラスターが発生し休業された事業所もございました。 
厚生労働省より臨時的な取扱いとして示された令和２年６月１日厚生労働省老健 

局総務課認知症施策推進室事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス 
事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて（第１２報）」における介護報酬の特

例的な取扱いがなされることについて、ご利用者及びご家族へ十分なご説明をさせて

いただき、およそ７割強の同意をいただく事ができ、利用控えもある中で、一定の収

益は保つことができました。引き続き、感染予防に努めてまいります。 
職員全員でご利用者の生活を第一に考えながら「今、すべきこと。出来ること。」を

行ってまいりました。館内や車両の徹底した換気及び消毒を日常的に行える環境にな

りつつある今、コロナ禍の状況を見据えながら、営業などの訪問活動を再開し、安定

した運営を目指してまいります。 
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高齢者ショートステイサービスぬくもりの園 事業報告書 

 
１． 重点目標 
   
  （１）稼働率 
  
    年間平均目標８８％に対し８９．５％でした。 
 

（２）新規利用者の確保 
 

ア． 職員教育として毎月の会議で勉強会を開催しました。今年は、心と知識を育

てる事を目的としました。勉強会を行い、職員の意識や考え方に変化が見ら

れ、目的、目標を持ち業務を行う事ができました。 

月 勉強会 内容 

４月 リスクとリターン ご利用者、事業所のリスクについて 
ご利用者、事業所のリターンについて 

５月 ユニットケア ユニットケアのメリットについて 
自律・自立の違いについて 

６月 チームとグループ チームとグループの違いについて 
 

 感染症 ＨＩＶ・梅毒について 
 

７月 チームケア 目標設定・チームケアについて 

  

 

１０月 

リスクマネジメント リスクマネジメントとは（事故を起こさない為に、危険予

測、予見できていたか・適切に予防し回避したか） 

クレーム・トラブル 
サービスに対する期待値と提供されたサービスの内容・質

に誤差が生じた場合にクレームになる。 

運営基準について 
運営状況等確認検査調査書を基に出来ていない項目につい

て話し合い。 
 
    

１１月 

介護従事者に求め

られる義務と責任

について 

裁判例から介護サービスの苦情対応を学ぶ。 
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事故の種類・要因 ３種類、３要因の説明。 

介護士が行える医

療行為について 

・スト―マパウチ内の排泄物を捨てる 
・浣腸（挿入部の長さ５～６㎝以内、グリセリン濃度５０％

 成人用４０ｇ以下） 

    ※８月・９月・１２月・１月・２月・３月は会議・勉強会を開催しておりません。 
 

イ． 今年度は新型コロナウイルスの影響もあり、外出先でのおやつタイムとして

の時間を設けることができませんでした。夏には夕方涼しくなってきた頃に

中庭で花火を行い「花火なんて久しぶりだわ」と喜ばれていました。冬には

近隣の施設のクリスマスツリーの点灯式に参加し「綺麗ね」と、とても喜ば

れていました。 
 

２．利用者状況 
 
（１）新規利用者数 

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

新規 
利用者数 ８名 ７名 １３名 ６名 １１名 ７名 

月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 
新規 

利用者数 １１名 １５名 １３名 １０名 １０名 １１名 

 
（２）要介護度 

 男性 女性 計 

要支援１    －  －  － 

要支援２     １名  ２名  ３名 

要介護１ １７名 ３２名 ４９名 

要介護２ ２４名 ２９名 ４９名 

要介護３  １６名 ２２名 ３８名 

要介護４ １４名 ３１名 ４５名 

要介護５  ３名  ９名  １２名 

計 ７５名 １２５名 ２００名 
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（３）地域 
地域 町田市 多摩市 八王子市 相模原市 その他 合計 

人数 １３０名 ３４名 ２５名 ９名 ２名 ２００名 
 
 
３． 年間行事 

月 行事 内容 

４月 桜見学 尾根緑道をドライブし「綺麗ね」と感激されていました。

その後、近隣の公園に行きお茶とお茶菓子をいただきな

がら、お花見をしました。 

 

５月 
祝 母の日 職員が手品を披露し、皆様驚かれ、とても興味深く観て

いました。また、感謝状を贈呈し「ありがとうございま

す」と喜ばれていました。 

 端午の節句祭 中庭に出て鯉のぼりを見ながら、歌を唄い、職員による

手品を披露しました。鯉のぼりを見て、「立派な鯉のぼり

ね」と喜ばれていました。 

   

６月 
紫陽花見学 麻溝公園に行き、彩とりどりの紫陽花をみて「綺麗ね」

「この紫陽花は色がいいわね」と好評でした。帰り際に、

動物ふれあい広場により、動物を見て「かわいい」と喜

ばれていました。 

 

７月 
流しそうめん 竹を使用し中庭で流しそうめんをいただきました。うま

く掬えて喜ばれ「こうするとまた、そうめんも美味しい

わね」と楽しまれていました。 

花火をしよう 夕食後に、中庭で花火をしました。まだ、明るかったで

すが、「花火なんて何時振りかしら」と喜ばれていまし

た。 

 

８月 
納涼祭 夏の風物詩である盆踊りや手作りのお神輿を担ぎ、フロ

ア内を練り歩きました。ヨーヨーすくい・射的・金魚す

くい等を楽しんでいました。金魚すくいでは破れず、た

くさん掬って「こんなにいっぱい」と喜ばれていました。

   

９月 祝 敬老会 日頃の感謝の気持ちを込めて、式典を開催しました。職

員による手品で盛り上がりました。最後にメッセージカ

ードをお渡し、ビンゴゲームを行い景品が当たり、喜ば

れていました。 
１０月 

秋の運動会 １階２階ご利用者対抗で行いました。玉入れや風船送り

を楽しんで頂きました。 
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１１月 
薬師池公園紅葉見学 午前、午後と分かれて紅葉見学に行きました。 

公園内を歩いて、お茶を飲み皆様紅葉の下で記念写真を

撮りました。 

１２月 
クリスマス会 職員による催し物として歌とダンスを行い、昼食にはク

リスマスランチを召し上がりました。職員がサンタクロ

ースに扮し、クリスマスカードをお渡ししました。 
１月  

忠生公園散策 公園内を散策し季節の花々を鑑賞しました。お茶を飲み

たくさん談笑しました。 
    

２月 節分 節分の日に職員が扮した鬼に対して豆まきを行い、「鬼

は外・福は内」と大きな声が出ていて楽しまれていまし

た。 

バレンタインデー １４日にはおやつの時間にチョコレートタルト作りを

行いました。ご利用者様それぞれに好きなトッピングを

したチョコレートタルトを召し上がっていました。 

 ３月 
 ひな祭り 雛人形を型取った顔出しパネルを作成し、ご利用者の方

に顔をだしていただき写真撮影をしました。おやつには

ひな祭りケーキを召し上がっております。 

 

      
         桜見物                 桜見物 

           

          桜見物              端午の節句 
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         端午の節句             端午の節句御膳 
 

      
         母の日               ふれあい動物広場 
 
 

      
         紫陽花見学             流しそうめん 
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        流しそうめん              流しそうめん 
 

      
          花火                  花火 
 

      
         夏祭り                 夏祭り 
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         敬老会                敬老会 
 

      
         運動会                 運動会 
 

      
         紅葉見学               紅葉見学 
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        クリスマス会              クリスマス会 
 

      
          節分                  節分 
 

      
        バレンタインデー           バレンタインデー 
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         ひな祭り                ひな祭り 
 
 
４． 防災防火計画 
 

毎日遅番にて自主点検を実施しました。８月には防火管理担当者指導による消火訓練

を行いました。３月には避難訓練も行い、２階のご利用者の方の避難方法について職員

全員で話し合いを行いました。 
 
５．総括 
  

  今年度は新型コロナウイルスの影響を受け新規の依頼が少なく上半期は前年度より５

名減少し５２名でしたが、年間では前年度より８名増加し１２２名の紹介をいただけま

した。年間稼働率は８９．５％と目標の年間平均稼働率８８％を達成することができま

した。今年度は、心と知識を育てる事を目的として会議の場で勉強会を行い、職員一人

ひとり考え方や意識の改革ができ、重度の認知症を患ったご利用者の方や医療行為のあ

る方など率先して受け入れる事ができました。 
ショートステイならではのサービスとして、夜間の外出イベントは、緊急事態宣言も

あり不要不急の外出が出来ず行えておりませんが、夏には夕方に中庭で花火を行いまし

た。「花火するのなんて久しぶりだわ」と嬉しそうに花火を持たれている姿が印象的でし

た。冬にはクリスマスツリーの点灯式を見に行き「綺麗ね」と喜ばれておりました。 
新型コロナウイルスの感染防止の為、居室内、リビング内の消毒、及びご利用者の手洗

い、うがい、手指の消毒を行いました。引き続きご利用者並びにご家族、ケアマネジャー

のニーズに応え、更なるリピーターの確保、新規利用者の獲得、稼働率向上に努めてまい

ります。 
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居宅介護支援事業所ぬくもりの園 事業報告書 

 
１．重点目標 
 
 （１）【目標】年間平均稼働率９５％ 
    【実績】年間平均稼働率９４％ 
 
  忠生第一高齢者支援センターと清住の杜町田から多くの新規依頼をいただきました。 
他、介護ステーションや地域の方の依頼が年間で７件ありました。１月よりケアマネジ

ャーが１名増え、高齢者支援センターに訪問営業を行った結果、下半期は新規依頼件数

も増えています。新規２１名でしたが、終了者が１１名という事もあり２０２０年度目

標未達でした。 
 
 （２）中重度要介護者への支援の強化 
  
  必要時診察に同席し、ご本人やご家族と共に主治医へ相談や病状の説明を受け状況の

確認を行いました。また薬剤師へ日頃の服薬状況の確認の報告や薬の説明を受けるなど

関係づくりに努めました。また入院時には 3 日以内に病院へ情報提供を行い、医療相談

員と積極的に情報交換を行い、入院中から退院に向けての支援強化を図り、在宅サービ

スの調整を行いました。 
 
２．利用者状況 
 
 （１）稼働率   

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

要介護者数 ５９名 ６２名 ６５名 ６５名 ６４名 ６２名 

要支援者数 １０名 １０名 １０名 １０名 １０名 １０名 

職員数 ２人 ２人 ２人 ２人 ２人 ２人 

稼働率 ８６．３％ ９０．０％ ９３．８％ ９３．８％ ９２．５％ ９１．０％

月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 

要介護者数 ６５名 ６５名 ６４名 ６４名 ６６名 ６９名 

要支援者数 １０名 １０名 １０名 １０名 １０名 ８名 

職員数 ２人 ２人 ２人 ３人 ３人 ３人 

稼働率 ９３．８％ ９３．８％ ９２．５％ ９２．５％ ９５％ ９６．３％
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（要介護者は１件、要支援者は０．５件として計算）（職員数は常勤換算） 
 

 （２）新規利用者数 
月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

新規依頼 ３名 １名 ４名 １名 １名 ― 

月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 

新規依頼 ５名 ２名 ２名 ３名 ４名 ５名 
 
 （３）要介護度 
要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 合 計 

５９ ５９ ３２５ ２０２ １２７ ６５ ５０ ８８７ 
                              （年間合計延べ人数） 
３．要介護認定調査 
 

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

調査件数 ― ―   ―   ― ― ― 

月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 

調査件数 ― ―   ―   １件 ― ― 

 
 新型コロナ過の状況にて、町田市の要請により状況変化ない対象者は、認定期間が 1 年

延長となり調査実施はありませんでした。区分変更のみ市の調査員が調査を行っておりま

す。 
 
４．防災・防火計画 
 
 （１）安全対策・備蓄 
 
   ご利用者訪問時に、火気管理や家具の転倒防止、食料の備蓄など、安全対策の実施 

の呼び掛けを行いました。 
 
 （２）連絡体制の整備 
 
   災害時連絡体制の整備として、ご利用者緊急連絡先を日頃より確認し更新しまし

た。緊急連絡カードの作成も行っています。 
 
 （３）防災訓練の実施 
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   ８月に、法人本部が主催する消火活動体験に全職員が参加し、職員の防災意識の向

上に努めました。３月にはサービス付き高齢者住宅「清住の杜町田」との合同訓練も

実施し、管内の設備点検や避難方法確認も行いました。 
 
５．総括 
 
   医療機関の早期退院が促進されており、主治医への相談や退院後のサービス調整は

より必要性が増し、医療と介護の連携や介護支援専門員の役割がさらに重要となって

おります。居宅介護支援においては、退院後に介護サービスを必要とする中重度要介

護者の新規獲得・支援強化と、在宅生活の長期化に伴って要介護状態が中重度化する

ご利用者への対応、ケアマネジメントの質の向上を課題とし、『中重度要介護者への

支援の強化』を重点目標として、医療・介護サービス事業者との信頼関係の強化、職

員の支援の質の向上に努めてまいりました。 
介護者の高齢化が目立っています。家族介護者の負担軽減に努め、介護者に寄り添

い、各家庭に必要な支援を提案・調整してまいります。 
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ヘルパーステーションぬくもりの園 事業報告書 

介護保険法に基づく高齢者福祉サービス 

 

１．重点目標 

 

（１）月平均ご利用者５２名・稼働時間３３０時間 

  年間結果 月平均４８名・稼働時間月平均２６９時間 

 

月 利用者数（内新規利用者

数） 

訪問時間数 

４ ４８（３）名 ２５６時間 

５ ４９（１）名 ２６９時間 

６ ５１（１）名 ３０１時間 

７ ５１（‐）名 ２９８時間 

８ ５４（１）名 ２７４時間 

９ ４７（２）名 ２９８時間 

１０ ４８（５）名 ２８３時間 

１１ ５０（３）名 ２８１時間 

１２ ５０（０）名 ２８３時間 

１ ４３（１）名 ２２８時間 

２ ４５（３）名 ２２４時間 

３ ４０（１）名 ２２７時間 

 

２０１９年度 月平均 ５３名⇒     ２０２０年度 月平均 ４８名 

２０１９年度 新規数 １７名⇒     ２０２０年度 新規数 ２１名 

２０１９年度 稼働時間月平均３００時間⇒２０２０年度 稼働時間月平均 ２６９時間 

 

 ご利用者、稼働時間共減少しています。減少した理由としては職員の休職やご利用者の

施設入所等が重なりました。しかし、売り上げへの影響は特定事業所加算や身体介護が明

確化され、加算内容が増えたことで、最小限に抑えられたと考えます。 

 

 行動指針を「ご利用者第一」「仕事の質でケアマネジャーからの信頼を獲得する」として

取り組んでまいりました。 

 

（２）共生型サービス体制の構築 

 

共生型サービスの受け入れをする際、障がい支援センターや居宅の相談員の方と支 
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援の内容等、密に連絡を取りながら支援することを心掛けました。 

共生型サービス体制の構築としては常勤、登録ヘルパーにも障がい支援の勉強会を通

して支援の考え方を共有し、受け入れをすることができました。 

 

２．プレゼント 

  

  敬老の日には、クッションをお届いたしました。皆さまとても喜ばれておりました。 

 

３.職員の研修・会議 

 

会議・研修日 内 容 

４月２２日 ① 利用者の情報交換及び検討結果 
② 論理・法令遵守・障がいについて 

５月２０日 ① 利用者の情報交換及び検討結果 
② 食中毒の予防・障がいについて 

６月２２日 ① 利用者の情報交換及び検討結果 
② 事故再発防止・水分補給・夏バテ・障がいについて 

７月２２日 ① 利用者の情報交換及び検討結果 
② 災害への備え・免疫力・マスクの付け方・障がいについて 

８月１７日 ① 利用者の情報交換及び検討結果 
② 認知症の方への介助・高血圧・障がいについて 

９月１８日 ① 利用者の情報交換及び検討結果 
② 緊急時の対応・障がいについて 

１０月１９日 ① 利用者の情報交換及び検討結果 
② 感染症・障がいについて 

１１月２３日 ①  利用者の情報交換及び検討結果 
② 脳の病気・新型コロナウイルス・鬱病・障がいについて   

１２月２１日 ① 利用者の情報交換及び検討結果 
② 看取りケア・障がいについて 

  １月２７日  ① 利用者の情報交換及び検討結果 
② 認知症の方への対応・薬の知識・障がいについて 

  ２月２１日 ① 利用者の情報交換及び検討結果 
② 接遇・障がいについて 

  ３月２４日 ① 利用者の情報交換及び検討結果 
② 財物事故・浮腫み・障がいについて 

 他、法人の福祉送迎運転者講習会、苦情・クレームを未然に防ぐ家族対応、認知症につ

いての理解をアップデートせよ、特定技能実習、根拠のある機能訓練～いつもの生活支

援に＋１～研修に出席しました。 
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４. 防火防災計画 

 

（１）利用者宅の安全対策として、落下物、家具などの転倒防止を呼びかけました。 

 

（２）防火管理担当者指導による消火訓練を行いました。 

 

５．感染症対策 
 
  コロナウイルス等、感染症の流行情報には十分注視し、除菌やマスク、手袋等の着用

を改めて意識して、備蓄含め感染予防、拡大防止に努めます。また、ご利用者や職員の

健康状態も踏まえ柔軟に対応します。 
 

６.  総括 

 

 「ご利用者の在宅生活を支えるのは私達だ」という強い責任感を持ち、ヘルパーステー

ション所属スタッフ一同、一貫した考えとケアの方向性にて支援させていただきました。 

営業活動として 

① 月に一回以上、居宅介護支援事業所に書面郵送、FAX、電話、メールなどでご利用者の

近況について報告。 

② サービス担当者会議にできる限り参加し、ケアマネジャーと仕事をして信頼関係を築く。 

③ 他事業所が受けられない「総合事業」や「ターミナルケア」「早朝夜間、祝祭日」の活

動を積極的に受ける。 

④ 仕事のクオリティをあげ、仕事で信頼関係を築く。を意識して行いました。 

一度受けた事業所のケアマネジャーから信頼され、同じ事業所内のケアマネジャーや近

隣のケアマネジャーへと情報が広まり新規の依頼に繋がりました。 

年間で、新規ご利用者２１名の受け入れとなりました。 

 この地域に必要とされる訪問介護事業所となるべく、引き続き誠心誠意対応するよう努

めます。 
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サービス付き高齢者向け住宅 清住の杜町田 事業報告書 

 
１．重点目標 
 
（１）入居者稼働率 

  
  年間平均の入居者稼働率目標９７％に対し８６．２％、入戸率目標９３％に対し８

３．２％でした。 
 
 （２）新規ご入居者の獲得 
 
   町田市および近隣市の地域包括支援センターや居宅介護支援事業所、施設紹介セン

ター等に対し、パンフレット資料の郵送、電話での案内を実施しました。紹介センタ

ーからのお問合せや見学が多く、その結果、５１件の施設見学から、１６戸１７名の

入居がありました。 
   
２．利用者状況 
 
（１）入戸数                          （末日で表示） 

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 
入戸数 ３０戸 ２６戸 ２７戸 ２９戸 ２７戸 ２６戸 
新規戸数 １戸 ― １戸 ２戸 ― ― 
退去戸数 ２戸 ４戸 ―   ― ２戸 １戸 
稼働率 ８８．２ ７６．４ ７９．４ ８５．２ ７９．４ ７６．４ 
月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 

入戸数 ２７戸 ２８戸 ３０戸 ２９戸 ３１戸 ３０戸 
新規戸数 ２戸 ３戸 ４戸 １戸 ２戸 ― 
退去戸数 １戸 ２戸 ２戸 ２戸 ― １戸 
稼働率 ７９．４ ８２．３ ８８．２ ８５．２ ９１．１ ８８．２ 

ご見学からご入居まで３年検討を重ねてからのご入居者もいました。 
 （２）入居者数                          （末日で表示） 

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 
入居者数 ３１名 ２９名 ２７名 ３０名 ３０名 ２９名 
新規入居 １名 ― １名 ３名 ― ― 
退去者 ２名 ２名 １名 ― ２名 １名 
稼働率 ９１．１ ８５．２ ７９．４ ８８．２ ８８．２ ８５．２ 
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月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 
入居者数 ２９名 ２８名 ２９名 ２９名 ３１名 ３０名 
新規入居 ２名 ３名 ４名 １名 ２名 ― 
退去者 １名 ４名 ３名 １名 １名 １名 
稼働率 ８５．２ ８２．３ ８５．２ ８５．２ ９１．１ ８８．２ 

紹介センター、ホームページやブログ、インターネットでの紹介サイトをご覧になられ

てから、お問合せやご見学に来られました。 
 
 （３）問合せ媒体 
ホームページ 紹介センター チラシ 知人の紹介 居宅事業所 その他 

１１件 １８件 ５件 ６件 ９件 ４件 
 
 
（４）見学者数 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 
１件 ２件 ４件 ５件 ２件 ３件 
１０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 
９件 ３件 ２件 ７件 ５件 ８件 

 
 
（５）契約媒体 

ホームページ 紹介センター チラシ・有料広告 居宅事業所 その他 
３件 ７件 １件 １件 ４件 

 
 
（６）居住地域 

地域 町田市 杉並区 練馬区 
人数 １２名 １名 １名 

 
地域 横浜市 相模原市 厚木市 川崎市 
人数 ４名 ２名 １名 １名 

 
地域 八王子市 多摩市 埼玉県所沢市 
人数 ２名 １名 １名 

 
地域 山梨県忍野村 群馬県桐生市 長野県茅野市 京都府八幡市 
人数 １名 １名 １名 １名 

ご家族が遠方からご両親を招き入居につながる事が多かったです。 
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３．行事 
 
（１）ウェルカム・サービス 

 
    ご入居時よりお使いいただけるトイレットペーパー、箱ティッシュのうちお好き

な方を選んでいただきプレゼントしました。すぐに使える事もあり喜んで下さいま

した。 
 
（２）交流会 

 
１階食堂にて定期的にお茶会を開催し、ご入居者同士の交流を深めていただいて

おりましたが、コロナ感染予防の為、中止とさせていただきました。 
            

（３）季節の行事  

５月 たけのこ御膳 近隣の竹林から職員が収穫したたけのこを、たけのこご

飯にして提供しました。 

５月 じゃが芋の収穫 ３月に植えたじゃが芋を収穫しました。 

７月 七夕飾り １階のサロンに笹を飾りました。 

９月 
お彼岸 手作りのおはぎをお出ししました。 

敬老会 お赤飯を召し上がっていただきました。 

１１月 秋の味覚御膳 秋に収穫される野菜を使った料理を召し上がっていただ

きました。 

１２月 クリスマス 
１階サロンにクリスマスツリーを飾りました。 
夕食ではお好きなケーキを選んで召し上がっていただき

ました。 

１月 

お正月 玄関に花や羽子板を飾りました。 
おせち料理を召し上がっていただきました。 

畑の葉野菜収穫 ぬくもりの畑の葉野菜を地域の農家さんと一緒に収穫し

ました。 

バイキング 
主菜、副菜を何種類か用意し、ラップし飛沫感染防止パ

ネルを使用しコロナ禍でも出来るバイキングを工夫して

行いました。 
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たけのこ御膳 

 

        
収穫したじゃが芋                七夕飾り 

         
お彼岸 

          
敬老会御膳 
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秋の味覚御膳 

          
クリスマス 

          
お正月 

（４）毎月の行事 
     

バイキング食として感染予防の為、ひとつひとつお皿、小鉢に盛り付けをしラッ 
   プした料理を選んでいただきました。また、重箱に入れた、たけのこ御膳、そうめ

ん御膳等、季節のお楽しみ御膳を提供しました。 
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選べるメニューバイキング 

         
たけのこ御膳 

 
  お茶会     毎月のお茶会は中止させていただきましたが、ご入居者同士で

集まってお話をしている方々に飲み物を提供しました。 
         換気に気を付け過ごしていただきました。 

         
ご入居者同士の交流 

（５）お買い物ツアー 
 

   ご入居者アンケートをもとに、多くのご要望があったお買い物ツアーを第２・第４

水曜に実施しておりましたがご利用がありませんでした。 
   感染症予防の為、外出を控えているご入居者が多く、移動コンビニ、移動パン屋を

利用されておりました。 
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移動パン屋にてお買い物 

 
４．地域交流スペースの活用 
 
  建物１階にある地域交流スペースで、毎月第２・第４水曜日に移動コンビニを実施し、

お住まいの皆さまとの交流の場として活用しました。 
  感染症予防としまして入室時には手指消毒を行っていただきました。 
 

        
移動コンビニにてお買い物 

        
５．特殊浴槽等の整備 

 
居室の浴槽では入浴が困難なご入居者に対し、対応が出来るよう職員が特殊浴槽の点検 
をしております。 

 
特殊浴槽 
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６．防災防火計画 
 
  上半期は火災受信盤の表示や操作方法、水消火器を使い消火訓練を行いました。下半

期は、避難訓練を行いました。 
   

          
火災警報装置の説明                消火器訓練 

          
     避難訓練後の説明                 消火器訓練   
 
７．感染症対策 
   

コロナ感染症予防として、館内の換気、１日５回 廊下、手摺、エレベーター内と触れ

る所をアルコールで消毒をしました。玄関、食堂入口に非接触体温計を設置し体温の記

録を行いました。食堂内の密を避ける為に、座席数を減らし飛沫防止パネルの設置、換気

のもとお食事を召し上がっていただきました。話をされる際は、マスク着用のお知らせ

を食堂内に掲示し感染予防に努めました。 
 
 
８．総括 
 
 居宅介護支援事業者や施設紹介センターへのパンフレットの送付、インターネット紹

介サイトへの登録を行い、営業活動を継続的に実施しました。結果５１件の施設見学か

ら、新規ご入居者を１６戸１７名お迎えすることができました。有料老人ホームへの入

居、ご逝去、長期入院により１７戸１９名の退居者もあり、入居者は３０戸３０名となり
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ました。 
日々ご入居者及びご家族とのコミュニケーションを大切にし、ご入居者の体調に変化

がみられた際は、ご家族への連絡と迅速、丁寧な対応を心がけました。 
 今年は、コロナ感染症予防として、１日５回 廊下、手摺等触れる所をアルコールでの

消毒、館内の換気、来訪者名簿を作成、ご入居者が食堂を利用の際は、体温測定、座席数

を減らし飛沫防止パネルの設置を行い感染症予防に努めました。 
また、定期的なお茶会や地域の子供との七夕飾り、ハロウィン、地域の方の開催する地

域サロンは中止させていただきました。 
外出自粛されているご入居者も多く、筋力低下を懸念し館内での歩行運動、体操や天

気の良い日は建物の周りを散歩し体を動かして筋力の維持を行っておりました。 
外出の際は、マスクの着用をされご入居者自身も感染予防に努めておりました。 
引き続き、居宅介護支援事業者、施設紹介センターへのパンフレットの送付を継続す

るとともに、新規ご入居者獲得に努めます。また、お住まいになられている方がここに移

り住んで良かったと思っていただけるような行事を、感染症予防を行いながら企画して

いきます。 
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介護ステーションぬくもりの園 事業報告書 

 

1．重点目標 

 
（１）高齢者の方の心配ごと・悩みごと相談 

 

   

月 

件数（折

り紙教室

除） 

相談内容等 

４月 ５名 オムツ購入 お立ち寄り 介護相談他 

５月 ７名 マスク寄付 介護相談 オムツ購入他 

６月 ４名 介護相談 オムツ購入 マスク寄付他 

７月 ８名 介護相談 車いすレンタル お立ち寄り他 

８月 ５名 介護相談 お立ち寄り他 

９月 ４名 オムツ購入 介護相談他 

１０月 １３名 介護相談 お立ち寄り他 

１１月 １２名 介護相談 お立ち寄り他 

１２月 ９名 介護相談 お立ち寄り他 

１月 ２０名 オムツ購入 お立ち寄り 介護相談他 

２月 １０名 オムツ購入 お立ち寄り 介護相談他 

３月 ２９名 オムツ購入 お立ち寄り 介護相談他 

合計１２６名 記録できていないことも多く、実態を把握できませんでした。 

月平均１０.５名の方がいらっしゃいまた。 

 

２．イベントの開催 

 

１０月からソーシャルディスタンスを保ち、検温、マスク、消毒を徹底したうえで、地域 

の方に集いの場を提供していく為に場所の提供をし、映画上映会を開催いたしました。 

 

１０月 １０名、１１月 ８名、１２月 ８名 

＊1月からは緊急事態宣言が発令されたため、中止しております。 

 

３．感染症対策 
 
  コロナウイルス等、感染症の流行情報には十分注視し、除菌やマスク、手袋等の着用

を改めて意識して、備蓄含め感染予防、拡大防止に努めます。また、ご利用者や職員の
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健康状態も踏まえ柔軟に対応します。 
 

３．総括 

 
年々高齢化が進んでいる地域であり、緊急時に駆け込んできた方々と「こういうことが今

後もっと増えるので、協力していきましょう」というお話をする機会もありました。 
 他にもデイサービス、居宅、ヘルパーステーション利用者の家族が相談にいらっしゃった

り、オムツを購入されたり、相談などで地域の方などが来店して下さいました。前年度の３

月以降は新型コロナウイルスの影響があり折り紙講座ができず、また相談者も３月中旬から

来店を控えておりますが、１０月以降は相談者等が増えています。 
 コロナ禍で介護ステーションとしてできることを考えた結果、１０月からソーシャルディ

スタンスを保ち、検温、マスク、消毒を徹底した上で場所の提供をし、映画上映会や前年度

の３月中頃から新型コロナウイルスについて当法人が知り得た情報を地域の方々に知って

いただけるように、掲示等を行いました。 
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ヘルパーステーションぬくもりの園 事業報告書 

障害者総合支援法基づく障害福祉サービス 

 
１．目的 

 
   障がい者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その有する能力に応じ

基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活を営むことができるよ

う、入浴、排せつ、食事の介護、その他の生活全般にわたる援助を行うことを目的と

する。 

 

 ２．運営方針 

 

（１）事業所の居宅介護員は、障がい者の心身の状況、その置かれている環境等に応じ

て、その有する能力に応じ基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常

生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護、その他の生活全般にわたる

援助を行う。 
（２）事業の実施にあたっては、関係区市町村、地域の保健・医療福祉サービスとの綿密

な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。 
 
３．事業所の所在地 
 

  （１）名 称 ヘルパーステーションぬくもりの園 
  （２）所在地 東京都町田市小山田桜台 1－20  
 
 ４．対象者 

 

   事業の主たる対象とする障害の種類を次のように定める。 
   居宅介護：身体障がい者（18 歳未満の者を除く） 
        知的障がい者（18 歳未満の者を除く） 
        精神障がい者（18 歳未満の者を除く） 
        難病等対象者（18 歳未満の者を除く） 

 

 ５．利用定員 

 

契約利用者予定数 ２０２０年９月１日～２０２１年３月３１日の期間で７名 

利用者４０名に対し１名以上のサービス提供責任者を配置します。 
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 ６．事業開始日 

   

  2020 年 9 月 1 日より事業を開始する。 

 

 ７．事業内容 

 

 （１）居宅介護計画の作成 
  
（２）身体介護に関する内容 

① 食事の介護 
② 排泄の介護 
③ 入浴の介護 
④ 通院介助（身体介護を伴う場合） 
⑤ その他日常生活を営むために必要な身体の介護 

 
 （３）通院等乗降介助 
 
（４）家事援助等に関する内容 

① 調理 
② 洗濯 
③ 掃除 
④ 通院介助（身体介護を伴わない場合） 
⑤ その他日常生活を営むために必要な家事の援助  

     

７．職員の研修・会議 
 

ご利用者の状態、状況や環境の把握、情報交換、コミュニケーションや介護技術の水準

を上げ、適切なサービスを提供できるように、毎月、定期的に職員の研修・会議を実施し

ます。 
 
８．防火防災計画 

 
（１）ご利用者宅の落下物、家具等の転倒防止を呼びかけます。 
 
（２）震災、天災等発生時の対応 
 

ア．ご利用者宅に訪問。または、通信手段により安否の確認を行います。 
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９．感染症対策 
 
  コロナウイルス等、感染症の流行情報には十分注視し、除菌やマスク、手袋等の着用

を改めて意識して、備蓄含め感染予防、拡大防止に努めます。また、ご利用者や職員の

健康状態も踏まえ柔軟に対応します。 
 

１０．総括 
 

 障害福祉サービスを開始し、１０月１名、１２月１名、２月１名、計３名の新規があ

りました。問い合わせ等も増えてきており、需要の高さを感じました。相談員の方等と

連携を図り、色々なケースを受け、実績を積んでいきたいと思います。 
 

 


