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はじめに 

 
 平成２６年度は、顧客満足度向上の為に、重点目標である「おもてなしの

心」「楽しい時間の提供」「地域の宝の発掘」を基本に各事業所、事業計画、目

標稼働率達成に向け日々の業務と訪問営業活動に努めました。 

 
新たな取組みとして、デイサービスでは認知症症状の改善が期待される回想

法のミッケルアートや介護ロボット、パルロを導入しました。 
その他多様化する在宅生活のご利用者、介護する家族の要望に応えるべくシ

ョートステイでは特別室の備品の見直し、料金の値下げを行いました。 
そのような取組みを、毎月の訪問営業活動でケアマネジャーにお伝えするこ

とで、新規ご利用者の獲得に結び付きました。ケアマネジャーとは挨拶を交わ

すだけでなく、ご利用者の情報交換等コミュニケーションを積極的に取りまし

た。 

 
また今年度、地域貢献活動を行うに当たって、各事業所から職員を選抜し、

地域交流プロジェクトチームを発足しました。介護業界と関わりのない人々か

らすると、社会福祉法人という団体は閉鎖的な団体だというイメージを抱いて

いると思いますので、社会に明るく開放的なイメージを抱いていただける様、

月に一度定期的に、中庭とデイルームを使用してぬくもりカフェを開催しまし

た。 
世の中では社会福祉法人の内部留保が騒がれています。公益事業の社会福祉

法人に与えられた社会的使命とは何か、地域の潜在的なニーズは何か、私達が

できる事は何か、そういう事を常日頃考えながらカフェの他、近隣のゴミ拾い

や、高齢化でお神輿の担ぎ手が少なくなり担ぎ手がほしいという下小山田地域

の神社のお祭りへの参加、赤い羽根共同募金の協力等、積極的に参加し活動し

てきました。 

 
 そして、収益事業として合祀墓の仲介の他、地域の方への介護ステーション

での紙オムツ販売を始めました。 

 
 近隣で、特別養護老人ホーム等、他の介護事業所が開設する中、地域の中で

の社会福祉法人としての役割を中心にピーアール活動に職員一同、力を入れた

一年となりました。 

 
 



2 
 

法人本部 事業報告 

 
重点目標 

 
（１）おもてなしの向上 

 
 おもてなしの向上を図る為に大切な要素である接遇マナー研修を行いました。

挨拶はもちろんの事、立ち振る舞いやコミュニケーションの基本を学び、お客

様への対応に生かす事ができました。 
 電話での受け答えや来客者への挨拶、積極的な会話を心がけおもてなしの向

上に取り組みました。事務所前玄関ホールに ipad を活用し嘉祥会での日々の様

子やイベントの写真をスライドショーで流し、静かなクラシックをかけ、アロ

マを焚く等の工夫をする事でお待ちいただく時間にご覧になれるよう心配りを

日々実践しました。 
 また、職員のおもてなし意識の向上として、他業種の方をお招きして、の内

部研修を行いました。 
 そして、地域の皆様へのおもてなしとして、今年度立ち上げた「地域交流プ

ロジェクトチーム」による、月一のぬくもりカフェ等の開催を行いました。 

 
・職員研修 

月日 内 容 講 師 

6 月 19 日 地域の中で事業を行う意味について （株）ウッド会長  
臼井一政様 

6 月 23 日 認知症サポーター研修 嘉祥会職員：大熊健之 

7 月 22 日 交通安全について 
記録の書き方 

嘉祥会職員：清家雅一 
     浅賀勝則 

8 月 10 日 接遇マナー研修 人材育成コンサルタント 
 岩井昌江様 

9 月 13 日 知らないと損する話 日本化粧品名誉会員  
河本昌彦様 

10 月 15 日 メンタルヘルス基礎研修 社会保険労務士 
河村卓様 

11 月 8 日 これだけは知っておこう 
おカネの話 

銀行員 飯田隆介様 

 

1 月 24 日 PR することの大切さ 産経リテールプロモーモ 
ョン 石川晃浩様 
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2 月 13 日 管理者のためのメンタルヘルス 社会保険労務士 
河村卓様 

 
 
（２）事故防止委員会の設置 

    
   施設内での介護事故の未然防止、万が一事故発生時の最善の処置、対応、

そして再発防止へ向けて、施設長、副施設長、各管理者及び看護師をメンバ

ーとし、「事故防止委員会」を設置しました。年６回開催し、事故防止に向け

ての検証を行っていきました。 
  また、６月に、社会保険労務士、医師、薬剤師、介護福祉関係者の方々に

お願いし、第三者委員を設置しました。 

 
・事故防止委員会 会議 

月日 内容 

４月８日 前年度ショートステイにおける介護事故においての対応方法

の再検証。今後の利用時の入退所、痛みの訴え時の対応につ

いて 
第三者委員の設置について 

６月１７日 緊急時マニュアルの確認 
第三者委員設置のお知らせ 
各事業所、危険個所の確認 

８月１９日 デイサービス、送迎時の事故についての検証 
各事業所、利用契約書の内容再確認 
非常口鍵の確認 

１０月２１日 グループホーム、疥癬の対応について 
ヘルパーステーション、自動車事故について 
台所の火元、火災事故の防止、避難訓練について 
感染症の予防について 
個人情報の取扱いについて 

１２月１６日 介護事故報告書の提出後の経過、再発防止に向けての取組み

について 

２月１７日 平成２６年度の事故についての報告、その後の対応、再発防

止に向けての対応について 
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（３）営業活動の強化 

 
  営業担当職員による、月に一度の各居宅支援事業所、地域包括、市役所等

へ、ご利用者の様子やイベント、ショートステイの空き室状況等の情報提供

の営業を行いました。毎月の営業会議では、各担当地区の情報や事業所の要

望等を話し合い、翌月の営業に反映させました。下半期は、多床室設置の特

別養護老人ホームの相談員へ合祀簿のご案内もしました。毎月の訪問により

直接ケアマネジャーの方と話ができ、サービスを検討されているご利用者の

受け入れもスムーズにできる様になりました。行事案内をする事で、お餅つ

きやカフェに参加された事業所の方やご家族もいらっしゃいました。 
 以前、町田でケアマネジャーをされていた都内の居宅介護支援事業所の方か

らのショートステイへの問い合わせ、利用もありましたので、今後広範囲の

受け入れについても検討していきます。 
  そして、恒例になりました毎月のぬくもりカフェでは、ピアノ演奏をして

下さる方、地域の小学生のウエートレスボランティアの方の参加、毎月のよ

うにご参加いただく方もあり、地域交流の場ともなっています。カフェに参

加し、その後、デイサービスやショートステイの利用に繋がった方、ボラン

ティアをされる方もいらっしゃいました。 
地域貢献活動として、職員やご利用者が地域の行事に参加することで、地域

の方に嘉祥会を知ってもらう機会になりました。 
また、看板、ホームページのリニューアル、随時スタッフブログの更新を行

う他、町田の３ヶ所の奉仕団体へ「介護について。地域の中での高齢者施設の

役割。」の卓話に職員が伺い、介護専門学校の介護職員初任者研修の講師を職

員が受託するなど、求人の営業活動も行ないました。 
営業の成果として、グループホーム内の共用型デイサービスでは、上半期稼働 
率、47.2%から下半期、78.1%、小規模型デイサービス、56.4%から 68，8%、

ショートステイは、73.2%から 85.8%と稼働率の延びがありました。 

 
 今後も、色々な営業方法を考え情報発信を行っていきます。 

 
（４）防災、防火対策の強化 

 
  災害時における被害を未然に防ぐために、避難経路に置いてある備品の整

理、非常食の賞味期限等の確認を行いました。 
  また、地域への防災協力としては、清住平自冶会との防災協定の締結をし、

地域の防災訓練にグループホームご利用者、職員が参加しました。 
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そして、９月には、地域向けに「非常食講習会」～災害時でもできる。非常

食・グッツの作り方～の講習会を開催しました。 

  
・防災訓練 点検  

月 場 所 内 容 

5 月 各事業所 大規模災害時の情報伝達訓練 

5 月 各事業所 防災業者による消防設備点検 

11 月 小山田桜台団地 消防署職員指導による AED 操作、消火器の取り

扱い方法 

11 月 小山田会館 下小山田自治会の防災訓練 
起震車による地震体験、AED 操作、消火器の取

り扱い、応急処置法、非常食試食 

2 月 各事業所 防災業者による消防設備点検 

2 月 各事業所 火災時を想定した、避難訓練 

 
（５）公益事業の開始 

 
   サービス付き高齢者向け住宅の開設に向け、公益財団法人東京都福祉保

健財団へ登録申請を行い、登録を完了いたしました。それに伴いサービス

付き高齢者向け住宅情報提供システムに情報が開示されました。（住宅名称

は清住の杜 町田です。）この住宅は、医療・介護連携型として、医療法人

社団天翁会 あいクリニック中沢様と連携が図れる住宅です。 
また、開設に向けパンフレットの作成・ホームページの開設準備も致しま

した。 
   今後は、各市区町村、居宅支援事業所及び福祉事務所へのダイレクトメ

ールの発送や訪問活動を行い、開設に向け入居者の確保に努めます。 

 
（６）収益事業の充実 

    
合祀墓の利用希望者の獲得に向け 6 月及び 8 月に各市区町村、居宅介護支

援事業所、福祉事務所へダイレクトメールの発送を行いました。また、定年

時代に無料にて掲載もしていただきました。さらに、近隣居宅介護支援事業

所及び地域包括支援センターを訪問し、パンフレットにて説明も行いました。

そして、ホームページの充実を図り現在では、Google にて合祀墓で検索を

行うと 1 ページ目に表示されるようになりました。 
その結果 15 件のお問い合わせをいただきました。 
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介護用品販売につきましては、グループホームご利用者を中心に、介護ス

テーション来訪者及び訪問介護ご利用者にも購入していただける方々が増

えてきています。 

    
 
（７）食に関するイベントの開催 

 
地域に向けて、季節の食に関するイベントを開催しました。10 月に予定し

ていました、グループホーム、デイサービス、ショートステイ、近隣の介護事

業所のご利用者の合同バーベキューは、台風の影響により、開催中止になりま

した。 
また、毎月、デイサービスにて提供してきました、地域で収穫された旬の野

菜を使って調理した、アンチエイジングメニュー「健康いきいき御膳」を下半

期はグループホーム、ショートステイでも開始しました。 
  そして、毎月のぬくもりカフェのデザートは、季節にちなんだスイーツを

ブルーベリーやオレンジ、ミント、サツマイモなど、ぬくもりの園の庭や、

地域で収穫された野菜を出来るだけ使用して作り、1 月には、お餅つきで使用

した、セイロで手作りのお饅頭を吹かし、2 月には、地域のお寿司屋さんのご

協力で「すし職人の作るスイーツ」バレンタイン風ババロアを提供しました。 

 
 ・地域に向けた食に関するイベント 

月日 場所 内容 

9 月 30 日 小山田桜台団地集会場 「非常食講習会」～災害時でもできる。

非常食・グッツの作り方～ 

 
非常時の常備食品での調理の仕方、身近

な物で出来る災害時のグッツの作り方

の講習を行いました。 

11 月 3 日 ぬくもりの園、中庭・

駐車場 
秋刀魚まつり 

 
墨で秋刀魚を焼き、ご利用者、地域の皆

様に提供しました。「手が悪く、家では

魚が焼けなくなってしまったので嬉し

い。」とおっしゃる地域の方もいらっし

ゃいました。 

11 月 30 日 ぬくもりの園、中庭・ 清住平自冶会との「ふれあい会」 
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デイルーム  
嘉祥会では、手作りのおにぎりとお漬物

を、自冶会の皆様はけんちん汁を作り、

地域の子供から高齢者まで、一緒に食

べ、歌を歌い交流の時間を持ちました。

12 月 27 日 ぬくもりの園、中庭・

駐車場 
お餅つき 

 
午前中はご利用者の昼食用に、午後は地

域の方へお餅つきを開催致しました。 
地域の皆様、近隣の障がい者施設の方、

他事業所の高齢者デイサービスのご利

用者、ケアマネジャーもご参加いただ

き、「昔、毎年お餅をついていた。」と積

極的にキネを持ってお餅を付くご利用

者もいました。 

5 月～12 月 

第 1 日曜日 

 
1 月～3 月 
最終日曜日 

ぬくもりの園中庭 
デイルーム 

ぬくもりカフェ 

 
毎月一回、地域の皆様が気軽に足を運べ

る場所として、午後の一時、パラソルを

広げた中庭と、デイルームも使用し、カ

フェを開催しました。グループホーム、

ショートステイのご利用者、ご家族の参

加もありました。 
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高齢者グループホームぬくもりの園 事業報告 

 

１．重点目標 

 

（１）ご入居者と地域の方とのふれあう機会を増やします。 

 

ア．近隣の公園で開催された自治会主催の夏祭りに２回参加しました。また、２月に

小山田小学校の６年生が来園し、折り紙や手品を披露して下さいました。折り紙で

は、完成するまで生徒達が近くで教えてくれたので、「孫に教わっているみたい」「若

いって良いわね」との声が聞かれ、交流を深めることが出来ました。 

 

イ．カルチャーセンター等の利用しやすい地域資源のパンフレット等をご入居者に解

りやすく提供しましたが、利用には至っておりません。しかし、近くのリサイクル

センターで行われている展示会にお誘いして行きました。  

 

ウ．法人で行なっている、ぬくもりカフェで定期的に参加をする事により、来て下さ

った近隣の方とふれあう機会がもてました。 

 

（２）ご入居者が意欲的に日々の生活を送る事が出来る環境づくり 

 

ア．園の花壇で育てた花を材料にしたポプリを作りました。そのポプリを介護ステー

ションに来られた方に、持ち帰っていただけるように袋詰めにし、展示しに行きま

した。 

  

イ．押し花のコースター作りを花摘みの作業から始め、完成品をぬくもりカフェにて

使用しました。作品の感想をご入居者に伝えると、喜ばれていました。 また、ヨー

グルトの空き箱を利用し、メモ帳入れを作りました。ぬくもりカフェでペーパー入

れとして使用した後、持ち帰っていただいたお客様より「重宝しています」と喜ん

でいただけた事をご入居者に伝えると、「こんなもので喜んでいただけるなら、いく

らでも作るわよ」と、材料をお部屋に持ち帰り、作って下さる方もいらっしゃいま

した。 

 

（３）ご入居者及びそのご家族の食事会の開催 

 

１組のご家族に食事会を提案し、思い出のお母さんの味を伺うとともにご入居者か

らも得意料理を伺い、計５品作りました。ご入居者は自分の作った料理を前に昔話を

楽しまれていました。ご家族は「もう、母の作ったご飯を食べる事なんて出来ると思

っていませんでした。素晴らしい企画にお誘いいただき、ありがとうございました」

と大変喜ばれていました。今後もご入居者及びご家族が楽しい時間を過せるように、
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次年度も継続的に開催して行きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）ご入居者に楽しい時間の提供 

 

ア．ご入居者一人ひとりに担当職員を決めました。その事によりご入居者の様子を細

かく観察し、会話や動作などから何を希望されているかを感じ取り、実現に繋げま

した。また、ゆっくりとご入居者の隣で話しを聴く事を心掛けました。 

 

イ．アンケートにより、行きたい場所や食べたい物をお答えいただきました。月に一

度のアンケートは実施出来ませんでしたが、ご入居者との会話の中で希望を伺い、

外食を実施しました。 

 

（５）ご入居者及びご家族へおもてなしの実現 

 

ア．季節に応じた食事と四季を感じていただけるように、春にはお花見、夏には夏祭

り、秋には紅葉狩り、冬にはクリスマス会と大きなイベントを企画し、ご家族も招

待しました。 

 

イ．挨拶、言葉遣い、話し掛ける声の大きさや話す速さ等、ご入居者を敬う気持ちを

心掛けました。 

 

ウ．１月にグループホーム職員会議にて接遇の勉強会を行いました。 

 

（６）共用型認知症対応型通所介護重点目標 

 

ア．洗濯物たたみや食器洗いなどを継続して促した結果、今ではその事が習慣となり、

自ら行っていただけるようになりました。 

 

イ. ご自宅での入浴が難しいご利用者には清潔保持はもちろんの事、安心して入浴し

ていただけるよう入浴サービスの提供を行いました。 

 

ウ. ご家族へ利用中の様子（出来る事、困っている事など）を連絡帳や電話にて報告
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しました。また、ケアマネジャーへも報告し、信頼関係の構築に努めると共に、在

宅生活が継続できるよう連携を図りました。 

 

エ. 新規ご利用者確保の為、居宅介護支援事業所に訪問営業を行ないました。共用型

認知症対応型通所介護の認知度が、まだまだ低いので、サービス内容を解りやすく

説明することを心掛けました。 

 

２．入居者定員 

 
（１）グループホーム 
 

平成２６年度は３名の入退居があり、それに伴う空室が１０８日でした。また、４

名が計１２４日間入院され、その他に外泊が１０日間ありました。 
年間稼働率目標９７％に対し、９６．１％でした。 

  
（２）共用型認知症対応型通所介護 

 
新規のご利用者は３名でした。年間稼働率目標２５％に対し、５９．１％でした。 

 
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。 

 
 
 
 
 
 
 
 

洗濯風景                 料理風景 

 
（２）ご家族との交流 

 
ご入居者の様子が分かるように、毎月写真を差し込んだ手紙を送付しました。ご来

園の際に「毎月、楽しみにしています」「楽しそうな写真、ありがとうございます」と

の言葉をいただきました。 
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クリスマス会は、６組のご家族に参加していただき、楽しいひと時を過す事が出来

ました。 

   
 
 
 
 
 
 
 
                   クリスマス会 
 

（３）地域との交流 

 

自治（町内）会主催の行事や地元小学校の行事、また、カフェ等にご入居者が参加

しました。 

隔月に開催している地域運営推進会議などを通じて地域との交流を図りました。ま

た、介護ステーションの折り紙教室や足湯に参加し、近隣の方とのふれあいの場をつ

くり、地域に密着したグループホームづくりに努めました。 

 

ア．自治会主催と地元小学校行事 

開催日 実施内容 参加入居者人数 

 ７月２６日 清住平夏祭り ７名 

 ８月３０日 上根神社御神輿 １８名 

１０月 ４日 小山田小学校運動会 ３名 

１１月２２日 小山田小学校学芸会 ３名 

１１月３０日 清住平ふれあい会 ４名 

 

８月には、お神輿を担いだ方とお神輿の話ができ、近隣の皆様とふれあう事ができま

した。 
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       上根神社御神輿             小山田小学校運動会 

 

ウ．介護ステーション  

開催日 実施内容 参加入居者人数 

 ５月１７日 折り紙教室 ２名 

 ６月２２日 フラワーアレンジメント ３名 

１１月１６日 折り紙教室 ２名 

 1 月１８日 折り紙教室 ２名 

 

折り紙教室では地域の方々と一緒に折り紙を折り、ふれあう事ができました。 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
（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。 

 
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、１１月に

秋刀魚まつりを行ないました。 

  
 
 
 
 
 
 
 
          流しそうめん              バーベキュー 
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（５）体調管理 

 
ア．介護職員、看護師による朝・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度の総合内科に往診していただき、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、会

議時に、感染症等の勉強会を行い、予防に努めました。 

 

実施日 勉強会内容 

 ５月２９日 熱中症予防について 

 ７月２４日 感染症（８月から１１月までに流行する感染症）について 

１０月２７日 感染症（１１月から来年２月までに流行する感染症）について 

１１月２７日 ノロウイルス感染症嘔吐物処理について 

 １月２９日 感染症（２月から４月までに流行する感染症）について 

 ３月２６日 認知症について 

 
（５）年間行事 

 

ア．年間行事実施表 

月 行事名 実施内容 

４月 お花見ツアー 
４月８日に小山内裏公園の桜並木を見に行き、

桜の木の下でお弁当を堪能しました。 

５月 鯉のぼりツアー 
５月３日に鶴見川の鯉のぼりを見学し、季節を

感じていただきました。 

６月 
相模原北公園 

紫陽花見物ツアー 

６月１０日、２４日に公園に咲いている色とり

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 
７月７日七夕飾りを作り、願い事を書いた短冊

を笹に飾りました。 
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８月 大夏まつり 

８月１７日デイルームにて盆踊りを行い、手作

りの屋台でヨーヨー釣りや的当て等のゲームを

楽しんでいただきました。 

９月 敬老祝賀会 

９月２１日デイルームで昼食にお祝い膳を召し

上がっていただきました。その後ボランティア

の方によるコーラスを聞いていただき、記念品

として園で過ごされたアルバムを贈呈致しまし

た。 

１０月 

大運動会 

１階と２階のご入居者が赤組、白組に分かれ、

玉入れやパン食い競争など競技を行いました。

毎年勝敗はつきませんが、楽しい時間を過ごし

ました。 

バーベキュー大会 

公園でのバーベキューが雨で中止になり、園の

中庭にて行いました。お肉や野菜、焼きそばや

フランクフルトをお腹いっぱい召し上がりまし

た。１名のご家族も参加され、にぎやかな昼食

となりました。 

１１月 紅葉狩りツアー 

八王子夕やけ小やけ ふれあいの里へ行きまし

た。園内の食事処で昼食を堪能し、広場で日向

ぼっこをしたり、園内を散策し紅葉を探したり、

のんびり過ごされました。 

１２月 

クリスマス会 

ボランティアの方による朗読を聞き、一緒に踊

りました。また、ご入居者のハンドベルでクリ

スマスを演奏し、ご入居者、ご家族の方と一緒

にビンゴ大会を行ないました。好きな景品を手

に取り喜ばれていました。 

お餅つき大会 

スタッフと一緒に杵を持ちつくご入居者と「よ

いしょー！どっこいしょ―！」と大きな声で応

援するご入居者でにぎやかな大会になりまし

た。また、つきたてのお餅は昼食に美味しくい

ただきました。 

１月 初詣 

矢部八幡宮へ初詣に行きました。お賽銭を入れ、

想いおもいの願いを拝んできました。恒例のお

みくじを引き、笑顔での初詣になりました。 

２月 節分祭 
節分祭に向けて手作りした鬼の面をかぶった職

員めがけて、力いっぱい豆をまきました。 

３月 ひな祭り 

紙で作ったひな人形を皆様で見せ合いました。

また、ひな祭りにちなんだクイズを皆様で解き、

ひなあられと甘酒で乾杯しました。 
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        大運動会                  紅葉狩り 

 

 

 

 

 

 

 

 

        お餅つき大会                 初詣 

 

イ．町田市グループホーム活動報告会 

 

２月に桜美林大学にて町田市の高齢者支援センターと合同で、支え合いの町忠生（認

知症セミナー）を開催しました。 

 

ウ．町田市グループホーム入居者作品展示会 

 

町田市立国際版画美術館工事の為、開催しませんでした。しかし、１月に数日間「ぽ

っぽ町田」にて、1 年間で作成した物を展示させていただける事が出来ました。また、

グループホームの玄関にも作成した小物を飾り、ご家族や来園者に見ていただきまし

た。 

 

４．防災防火計画 

 

実施日 実施内容 参加人数 

 ５月２３日 災害時情報伝達訓練 １名 

１１月 ２日 下小山田自治会防災訓練 ２名 

 ２月２４日 
グループホーム避難訓練 

（火災を想定） 
１８名 
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５月に大規模災害時の情報伝達を目的とした、「災害時情報伝達訓練」に参加いたしま

した。忠生第１高齢者支援センターまで徒歩で訪問し、災害時における想定被害状況を報

告いたしました。また、２月に火災発生時に備え、居室からの火災を想定した訓練を行い

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

       防災訓練（起震車）              避難訓練 

 

５．総括 

 
本年度は、３名の入退居がありました。入居された１名の方は本会のショートステイ

をご利用中にご本人が見学に来られ、入居に繋がりました。他２名は、他事業所からの紹

介でした。また、３名の入退院がありました。１日も早く入院前の生活に戻れるように支

援させていただいています。 
行事では、バーベキュー、クリスマス会等を行いました。バーベキューでは、来園さ

れたご家族も加わりにぎやかな昼食となりました。クリスマス会では、４組（６名）のご

家族にご参加いただきました。 
クリスマス会後に開催した家族会には、２組のご家族、計４名にご参加いただきまし

た。ご入居者の生活歴や得意料理など、アセスメントでは伺えなかったお話しを聞くと共

に、ご入居者への思いやグループホームに対する要望が聞けましたので、その情報を職員

間で共有し、ケアに繋げました。 
今年度試みたお母さんの味食事会の開催では、ご入居者が子育てを行なっていた頃に

よく作られていたメニューを再現し、ご入居者が調理しました。ご家族からは、「まだ料

理が出来ると思っていませんでした。姉妹２人と母と母の作った食事を食べられるなんて、

すてきな企画です。ありがとうございます」とお礼のお言葉をいただきました。これから

も、ご入居者及びご家族が満足いただけるようなサービスを提供してまいります。 
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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 

 

１．重点目標 

 
（１）いつも笑顔で、楽しい時間の提供 

 

ア．上半期での送迎時間の工夫が下期においても行う事が出来、ご利用者の入浴時

間の希望に応える事ができました。バイタルの再確認や顔色を伺い、看護師との

連携（報告、連絡、相談）や、入浴時のご利用者の状態確認も適切に行ないまし

た。 

脱衣所や浴室内に音楽を流し、塩釜温泉や日替わり入浴剤でゆったりとした楽

しい入浴時間の提供が出来ました。 

 

イ．ご利用者からの要望で「孫と買い物に行きたい」や「外出がしたい」等の要望

が聞かれ、歩行や段差を昇る訓練を提案し、機能訓練や日常生活リハビリに取り組

んでまいりました。 

その結果、団地にお住まいの車椅子の方が車椅子を使用せず、団地の手すりを

使いお一人で階段の昇り降りが出来る様になりました。 

また、ホテルのレストランで料理長をされていたご利用者に、昼食を作って頂

き皆様に召し上がっていただきました。 

       

ストラックアウト          立ち上がり運動     
 

ウ．職員間のコミュニケーションを図り、ご利用者と対話を多く設け、一人ひとり

の心身の状態に応じ、声掛け、見守りを行いました。  

 
エ．新たな取り組みとして、ミッケルアート（回想法）やパルロ（会話ロボット）

を導入しました。 
ミッケルアートはクイズ性を持たせた昔懐かしい絵画を使う事で、ご利用者間

や職員とのコミュニケーションを広げ、ご利用者の思いを引き出すツールとして

レクリエーションに取り入れました。 
パルロは人の認識や会話が出来るコミュニケーションロボットです。  
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人と話す事が苦手な方でもパルロの動きや会話に興味を持たれたり、パルロとい

う共通の話題でコミュニケーションの輪が広がりました。 

 
 

     
パルロと体操              ミッケルアート     

 
（２）おもてなしの向上 

 

研修で取得した接遇や接応を振り返り、「目配り」「気配り」「心配り」を大

切にご利用者と接しました。 

  

（３）地域の方へ施設の開放 

 

自治会の打ち合わせの場や、毎月一度日曜日に開催している「ぬくもりカフェ」

ではフロアを活用し、保育園児、小学生、中学生のボランティアが参加され地域

の方々の交流の場として開放しました。 

 

（４）食事の充実 

 

ア．地域の農家から取り寄せた新鮮な野菜を使用し、栄養バランスの良い食事を召

し上がっていただきました。 

  

イ．毎月の郷土料理フェアに加え、旬な新鮮野菜を使用した、健康いきいき御膳と

してアンチエイジングメニューを提供しました。 

 

ウ．新鮮な野菜を使用した行事料理や郷土料理をフロア内で調理し、バイキング形

式にて提供する事で、視覚、嗅覚、味覚が楽しめる食事の提供に努めました。 

 

エ．旬の果物を全国各地より取り寄せ、季節感を楽しんでいただきました。 

 

オ． 食事を召し上がる直前に盛り付けを行い、温かい食事を提供しました。 
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せんべい汁           お好み焼きパーティー    

      
長崎みかん              奈良県 富有柿      

     
健康いきいき御膳          健康いきいき御膳食事風景   

 

（５）環境整備 

 

  毎日の清掃に加え、棚の整理整頓を行ない、フロアの清掃に努めました。 

また、ご利用者の状態に合わせたテーブルや椅子の配置などを工夫しました。 

       

２．利用者定員 

 
新たな取り組みとして開始した、ご利用者と作る巨大飾り作品、個別レクリエー

ションでの書道や小物、壁飾り等の作品の様子をデイサービスだよりに掲載した内

容を、居宅介護支援事業所へお渡しし、新規利用者の問い合わせや見学に繋がりま

した。 
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ひまわり               ハロウィン      

     

     小物入れ作り             吊るし飾り作り     

 

（１）稼働率 

 

ア．認知症対応型通所介護 

  年間稼働率目標７０％に対して、４０．５％でした。 

 

イ．小規模型通所介護 

  年間稼働率目標８０％に対して、６３．０％でした。 

 

 

（２）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（認知） 
－ － － ２名 １名 １名 

新規利用者

数（小規模） 
－ １名 １名 １名 １名 ２名 

合計 － １名 １名 ３名 ２名 ３名 
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月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

新規利用者

数（認知） 
１名 ２名 － ２名 － － 

新規利用者

数（小規模） 
２名 ３名 － － １名 ２名 

合計 ３名 ５名 － ２名 １名 ２名 

  新規利用者数は２３名となりました。 

 

（３）要介護度 

 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

認知 ５名 ６名 ９名 ２名 ５名 

小規模 ８名 ９名 ８名 ５名 ３名 

合計 １３名 １５名 １７名 ７名 ８名 

 

（４）地域 

 町田市 多摩市 八王子市 相模原市 その他 

認知 ２２名 ５名 － － － 

小規模 ２３名 ５名 ２名 １名 ２名 

合計 ４５名 １０名 ２名 １名 ２名 

 

３．年間行事 

月 行 事� 内 容 

４月 

筍づくし御膳 
春といえば旬の筍。筍を炊き込みご飯と天ぷらにして召し

上がっていただきました。 

山王林公園へ 

お花見 

山王林公園へお花見に出かけました。満開の桜を背景に記

念撮影を行い、写真をプレゼント致しました。 

春の園遊会 

フロア内を春の雰囲気を感じる飾り付けを行いました。ま

た、近隣の公園でお花見をしました。さらに、ボランティ

アの方による音楽会を楽しんでいただきました。 

５月 

鶴見川の   

鯉のぼりツアー 

季節を感じていただけるよう、送迎時間を工夫し鶴見川の

名物「鯉のぼり」を見学しました。 

ゴールデン  

ウィークＤＡＹ 

菖蒲を浴槽に入れて、季節を感じていただきました。 

また、ホテルのレストランで料理長をされていた、ご利用

者に昼食を作っていただき、皆様に召し上がっていただき

ました。 

音楽会 
空き缶やペットボトルで楽器を作り、音楽に合わせて皆様

で演奏会を楽しみました。 

6 月 にぎやか祭り 

小学生や保育園児との交流会を開催しました。園児のかわ

いい踊りや歌、小学生とは昔懐かしいけん玉やお手玉、独

楽回し等、楽しい時間を過ごしました。 
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６月 

「高幡不動」  

紫陽花めぐり 

紫陽花で有名な「高幡不動」へ出かけ、季節を感じていた

だきました。 

花めぐり 
薬師池公園へ藤の花を見学。また、送迎時間を工夫し近隣

の蓮池を見学しました。 

相模原市立博物館 
昭和初期の電化製品や農具が展示してあり、皆様で見学し

ました。 

７月 

七夕祭 
短冊に願いを込めて笹に飾りました。また、ボランティア

の方による大正琴演奏会を楽しんでいただきました。 

若竹そうめん流し 
若竹を流れてくる冷たいそうめんを味わっていただきまし

た。 

孫と触れ合う  

体験学習 

福祉の仕事を目指している高校生の皆様と会話をしたり、

レクリエーションを楽しみました。 

８月 

 

夏祭り 

 

フロア内の飾り付けを行ない、食事はバイキング形式で（た

こ焼き、フランクフルト、焼きそば）召し上がっていただ

きました。午後からの盆踊りでは、ご利用者は浴衣に、職

員ははっぴに着替え、ボランティアの方による、太鼓のリ

ズムに合わせ盆踊りを楽しんでいただきました。 

健康いきいき御膳 

栄養バランスのとれた、夏野菜を使った健康いきいき御膳

（アンチエイジングメニュー）を召し上がっていただきま

した。 

９月 

秋の園遊会 
中庭で食事やおやつを召し上がっていただきました。また、

ボランティアの方による太鼓演奏を楽しまれました。 

感謝祭 
日頃の感謝を込めて敬老会を開催しました。お祝い御膳を

召し上がっていただきました。  

 

  

 

 

１０月 

紅葉満喫ツアー 

紅葉見学の途中、皆様で昼食を召し上がりました。「久し振

りの外食で嬉しい」と喜んで下さいました。帰りに相模原

市立博物館に寄り、昔の電化製品や農具を見学しました。

バーベキュー 
中庭で、旬の野菜やお肉を炭火で焼いて召し上がっていた

だきました。 

秋の運動会 
紅白に分かれ、玉入れや風船バレーボール、障害物競走な

どの競技に参加していただきました。 

  

 

１１月 

 

旬のサンマ祭り 
脂ののった旬のサンマを炭火で焼き、召し上がっていただ

きました。 

音楽会 
空き缶やペットボトルで楽器を作り、音楽に合わせて皆で

演奏会を楽しみました。 

１２月 

餅つき大会 近隣の方々にも参加していただき、餅つきを行いました。

クリスマス 

パーティー 

クリームシチュー、チキンやケーキを召し上がっていただ

きました。また、サンタの衣装に着替え記念写真をとり、

写真をプレゼントしました。 
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ポカポカゆず湯 冬至をまたぐ１週間ゆず湯を楽しんでいただきました。 

１月 

新年のつどい 

箭幹八幡宮へ参拝に行き、１年の健康祈願をしました。 

また、ボランティアの方による、獅子舞・尺八演奏・ひょ

っとこ踊りを楽しんでいただきました。 

新年会 
ノンアルコールビール・ソフトドリンクで新年をお祝いし

ました。 

七草粥 七草粥を召し上がりました。 

２月 

福招き節分 職員が鬼に仮装し鬼退治を行いました。 

梅の花めぐり 送迎時間を工夫し梅の花を見学しました。 

音楽会 中学生の吹奏楽演奏会がありました。 

 

 

３月 

ひなまつり 

お雛さまを飾り雰囲気を味わっていただきました。 

また、女性のご利用者には化粧とネイルを行い、「若返った」

と喜んで下さいました。 

音楽会 
ボランティアの方による歌とピアノ演奏会や中学生の吹奏

楽演奏会がありました。 

※食材の調達や天候等により、各月の行事予定を変更しながら提供しております。 

 

      

紫陽花見学             ご利用者による昼食作り    

       

相模原市立博物館 
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夏祭り「盆踊り」             保育園児との交流会           

        
流しそうめん              健康いきいき御膳 

       
     松花堂弁当                 外食風景              

            
     秋の大運動会               中庭でバーベキュー 
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     サンマ祭り                  餅つき大会 

           
                              クリスマス会 

            

      新年会                      箭幹八幡宮で参拝 

            

     節分「鬼退治」                中学生との交流会 
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     ひな祭り（女性ご利用者はネイルと化粧でお色直し） 

 

４．防災防火計画 

 ５月に災害時情報伝達訓練に参加し、災害時被害状況を報告しました。 

 ２月に火災を想定した消防訓練をご利用者と共に行ない、「初期消火」「通報」「連

絡」「避難」を職員間で確認しました。また、毎日の自主点検を行ない、防災に関す

る職員の意識を高め予防活動に努めました。 

           

 
５．総括 

 
 認知症対応型通所介護の新規利用者数は９名、小規模型通所介護の新規利用者数 
１４名の合計２３名のご紹介をいただきました。 
ご利用者からの要望が多い入浴サービスでは、入浴時間を午前、午後と行い、ゆ 

っくり、ゆったり入浴していただけるよう、ご利用者の希望に沿った入浴時間の提供

に努めました。 
機能訓練では、平行棒や手作り棒を活用し、ご利用者のご状態に合わせたレクリエ

ーションも交え、楽しみながら機能訓練を行っていただきました。 
ご家族・ケアマネジャーとの情報交換を積極的に行えるよう、送迎時や連絡帳を活 

用し、コミュニケーションが図れるよう努めました。 
お食事では、毎月の健康いきいき御膳や郷土料理フェアを開催し、全国各地の郷土

料理を提供しました。また、全国各地から旬の果物を取り寄せ、食事の時間やお茶菓

子の時間に提供し、旬を楽しんでいただきました。さらに、栄養価や栄養のバランス

を考え地域の農家から仕入れた季節の新鮮な野菜で調理した、健康いきいき御膳（ア

ンチエイジングメニュー）の提供も好評をいただきました。 

個別支援としては、ご利用者の生活歴に着目しました。元料理人の方による昼食作
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りやおやつ作りを行いました。料理を召し上がったご利用者からは、とても好評をい

ただきました。手料理を振舞うことで自信に繋がり、他のご利用者とも積極的にお話

しをするなどの変化なども見られ、デイサービスに通われる目的を見つけるきっかけ

作りにも繋がりました。  
ミッケルアートでは認知症の周辺症状の緩和に繋がる事が期待され、定期的に行い、

ご利用者の心身の状態の変化を評価しました。評価の結果、認知症状の緩和なのか、

話すきっかけや時間が増え、参加されたご利用者の表情が豊かになった事を感じ取る

ことが出来ました。また、シルバー産業新聞へ掲載された事により他事業所からの見

学もありました。 
パルロでは、体操・リズム運動・クイズはご利用者からの評判も良く積極的に参加

いただける様になりました。 
ご利用者からは「頭が良いロボットだね」「孫と話してるみたい」等の感想をいた

だきましたが、「声が聞こえにくい、聞き取りづらい」「会話が成立しない」等の問題

点も上がっております。 
来年度もご利用者及びご家族やケアマネジャーとのコミュニケーションを図り、地

域との交流（幼稚園児、小学生、中学生による園訪問等）を大切に職員一丸となり、

ぬくもりらしいサービスの提供ができるよう努めます。 
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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 

 
１．重点目標 

 
（１）楽しい時間の提供 

 
  ア．集団活動としましては、おひとり暮らしのご利用者にも他の方と触れ合う事を楽   

しんでいただけるよう、音楽レクリエーションや体操等の集団レクリエーション

活動を提供しました。 

 
  イ．個別活動としましては、アセスメント情報をもとに、共通の趣味を持つご利用者   

の間を取りもち、趣味活動を楽しんでいただけるよう支援しました。 

 
  ウ．外出の機会が少ないご利用者にも季節のうつろいを楽しんでいただけるよう、紫

陽花巡りや紅葉狩り等の行事を企画し、実施しました。 

 
（２）食事の充実  

 
  ア．行事の際は、季節に合った様々なお料理を提供しました。また、その月にあった   

季節野菜を取り入れた健康料理として健康いきいき御膳としてアンチエイジング

メニューを月２回提供しました。 

 
  イ．毎月、季節の旬な果物を産地から取り寄せ、昼食時やおやつ時に召し上がってい

ただきました。その果物の由来や産地などを伝え「私の出身地だから、よく食べ

た」「おいしいわ」とご利用者同士と職員も一緒に話されていました。 

 
  ウ．ご利用者の希望が多かった朝食のパンの日を週３日に変更しました。 

   また、和食の日には焼き魚を１品増やしました。さらに、おひつを用意し、その

おひつからご自身でよそっていただき「自分の好きな分だけよそえるからいい」

「よそっていると、昔を思い出すわ」とご利用者同士で話されていました。 

 
（３）利用者及び家族へおもてなしの実現 

 
  ア．ご家族送迎の時間を把握し、可能な限り玄関前でお出迎えできるよう、事務職員   

にも協力を得ながら対応しました。 

 
  イ．職員による送迎の際は、車内でご利用者とコミュニケーションを図り、不安を取   

り除くように努めました。また、桜の季節や紫陽花の季節などは送迎コースを選
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び、ドライブ感覚を楽しんでいただきました。 

 
  ウ．暖かい日には中庭に出て日光浴や、近隣を散歩、パラソルの下で食事やティータ   

イムを行い、音楽を流しながら気分転換を図りました。寒い日でも天気の良い日

には、窓の近くにテーブルを置き中庭を見ながら食事を召し上がっていただきま

した。 

 
（４）職員間の情報共有の強化 

 
  ア．新規利用者や長期間利用されていなかったご利用者、また、状態に変化が生じた   

ご利用者の利用時には、アセスメントを読み上げ注意事項の確認を行いました。 

 
  イ．ご利用者の状態を常に確認し、体調変化に気付いた時は、フロアリーダー、看護   

師に報告し、指示を仰ぎ適切な対応ができるようにしました。また、統一した介

護をする為に、ご利用者へ「どのように声かけをしたか」、「どのように誘導した

か」などを業務日誌や個人記録に記載し把握しました。 

 
（５）職員研修の充実 

 勉強会内容 

４月 － 

５月 － 

６月 個人記録について 

７月 － 

８月 ペットボトル症候群について 

９月 認知症について 

１０月 － 

１１月 － 

１２月 緊急時の初期対応について 

１月 感染症について 

２月 － 

３月 救命救急（ＡＥＤ、胸部圧迫）について 

 
職員会議の中で、職員間で勉強したいと思う題材を考え、各職員が月替わりで講師

となり、勉強会を行いました。 
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２．利用者定員 

 
（１）稼働率 

  
 年間稼働率目標８５％に対し、７９．１％でした。 

 
（２）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 ９名 １０名 ７名 １３名 １５名 

月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 

新規 

利用者数 
１２名 １０名 ９名 １２名 １０名 ４名 

 
新規利用者数は合計１１９名でした。 
７月中旬より職員２名体制にて緊急受け入れが可能となり、１１９名のうち緊急で３

５名を受け入れる事が出来ました。前年度新規利用者９７名より多くの紹介をいただ

く事ができました。 

 
（３）要介護度 

 男性 女性 計 

要支援１ － ２名 ２名 

要支援２ ３名 ３名 ６名 

要介護１ １５名 ３１名 ４６名 

要介護２ ２７名 ６０名 ８７名 

要介護３ １４名 ４０名 ５４名 

要介護４ １２名 １９名 ３１名 

要介護５ １１名 ２０名 ３１名 

計 ８２名 １７５名 ２５７名 

 

（４）地域 

地域 町田市 多摩市 稲城市 八王子市 相模原市 その他 合計 

人数 １３９名 ４５名 ２２名 ３６名 １１名 ４名 ２５７名
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３．年間行事 

 

月 行 事 内容 

４月 

山王林公園    

さくらめぐり 

桜を観ながらお茶を召し上がり、皆様で楽しく談笑していた

だきました。 

お菓子作り 

皆様で生地を混ぜベビーカステラを作りました。チョコやク

リームでトッピングし、「おいしい」と何個も召し上がられ

る方もいました。 

５月 
相模原市立 

博物館見学 

博物館に見学に行きました。昔の道具や地域に生息していた

動物などを見て「懐かしいわね」と話されていました。 

６月 
麻溝公園    

紫陽花めぐり 

紫陽花を見ながら木陰でお茶を飲み、「綺麗ね」と話されて

いました。また、敷地内にあります、動物園にも行き、動物

を見て「かわいい」と話されていました。 

７月 
七夕 

流しそうめん祭り 

短冊に願い事を書いて頂き、七夕の飾りつけを行いました。

また、中庭にて流しそうめんを体験して楽しんでいただき、

「上手くすくえた」と喜ばれていました。 

８月 
屋台バイキング   

納涼祭り 

盆踊りやいろいろなゲームに参加し、お祭りの雰囲気を楽し

んでいただきました。また、屋台風の料理を召し上がってい

ただきました。 

９月 敬老会 

式典を行い、お祝いにケーキを召し上がっていただき、メッ

セージカードをお渡ししました。また、職員による手品や二

人羽織を見て楽しんでいただきました。 

１０月 秋の大運動会 
３チームに分かれていろいろな種目を行いました。優勝にむ

けて皆様熱心に頑張っていました。 

１１月 紅葉 
薬師池公園に行き、紅葉を観て「綺麗ね」と話されていまし

た。園内の池にいる、鯉やカモ等見て喜ばれていました。 

１２月 

クリスマス会 

ボランティアの方による手品を披露していただき皆様、驚か

れている様子でした。クリスマスケーキを召し上がり「おい

しい」と言われていました。 

餅つき大会 
テラスに臼を用意し、皆様で餅つきをしました。杵を持ち昔

を思い出され上手にお餅をついていました。 

１月 

初詣 

相模原市にあります、新田稲荷神社へ行きました。手を合わ

せて願い事をしました。「良い年になるわ」と話されていま

した。 

手工芸 
干支の時計をつくりました。好きな色を塗り時計の機材を取

りつけました。細かい作業でしたので「難しいわね」「出来
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ないわ」と話される方は職員がお手伝いしました。 

２月 
手作りおやつ   

（バレンタイン） 

バレンタインにちなんで、チョコレートを生地の中に入れる

工程で「おいしそう」と言われていました。 

３月 梅見学 
薬師池公園に行き、たくさんの梅を観ながら、お茶菓子を召

し上がりました。皆様「綺麗ね」と笑顔で話されていました。

 

           
        ４月 お菓子作り               ４月 桜めぐり 

           

５月 博物館見学               ６月 紫陽花めぐり 

           

６月 動物園見物               ７月 流しそうめん 
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          ８月 納涼祭り             ８月 納涼祭り（盆踊り） 

                 

９月 敬老会（手品）          ９月 敬老会（二人羽織）     

           

        １０月 運動会（昼食）             １１月 紅葉見学 

           

      １２月 クリスマス会（手品）          １月 羊年時計つくり 
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        ２月 手作りおやつ                ３月 梅見学 

 

４．防災計画 

 
５月に災害時情報伝達訓練に参加し、災害時被害状況を報告しました。また、３月に災

害時に備えた避難訓練を行いました。 

 
５．総括 

 
 ７月中旬頃から、アセスメント、契約業務を２名体制で行うことにより、緊急での新 
規依頼の受け入れが可能になり、緊急での３５名を受け入れる事が出来ました。 
重点目標に掲げている楽しい時間の提供では、野津田公園に向かう途中でアイス専門店

に寄り、ご利用者自ら「アイスはやっぱりバニラよね」「チョコレートが好きだからチョコ

がいい」と好みの味を選んでいただき召し上がりました。個別対応として趣味が同じ方と

利用期間が重なっている時は、その方々同士でレクリエーションを行いました。 
 新しい取り組みとして食事の際、おひつを用意しご自身で好きなだけ召し上がれるよう

提供しました。ご利用者から「おひつなんて懐かしいわね」などの好評をいただいており

ます。 
年間稼働率目標８５％を目指しましたが、稼働率７９．１％と目標には達成できません

でした。しかし、居宅介護支援事業所等へ訪問した際に、空き室状況やたよりを配布し、

新規利用者及びリピーターの確保に努めました。 
 ご利用者と関わりが持てる時間をより多く確保できるよう、入退所時の荷物チェックを

出来る限り午前中に行い、午後に散歩やレクリエーションを提供する事ができました。さ

らに業務の見直しも行い、ご利用者との関わりを多く持てるよう職員間でいろいろと話し

合いをしていきます。 
選ばれる施設になれるよう、サービスの質を向上させ、より多くの紹介がいただけるよ

う努めます。 
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居宅介護支援事業所 事業報告書 

 

１．重点目標 

 

（１）要支援高齢者の確保 

 

   中重度要介護者の支援の長期化に伴う入院の増加や、特別養護老人ホームの新設に 

伴う入所の増加を見据えて、長期の支援継続を期待できる要支援高齢者の確保を図る 

ため、出張介護相談や地域包括支援センター等への訪問活動を継続的に実施しました。 

   外出が困難な高齢者を対象とした出張介護相談では、丘陵地域でひとり暮らしをし 

ている高齢者やエレベーター未設置の団地最上階に居住している高齢者等からご相談 

を受け、介護予防支援４件の受託につながりました。 

 また、忠生圏域で開催された地域ケア会議には積極的に出席し、研修会では地域包 

括支援センターの依頼に応じて事例を提出・発表して、相談員との信頼関係の強化と 

連携体制の充実に努めました。その結果、介護予防支援の受託件数は順調に増加し、 

年間の受託件数合計は延べ１４０件（前年比１４９％）となりました。 

   

（２）ご利用者満足度の向上 

 

   日頃の居宅介護支援に対する評価と課題を把握し、ご利用者満足度の向上を図るた 

め、前年度に引き続き、ご利用者満足度アンケート調査を６月に実施しました。居宅 

サービス計画の内容や職員の態度・言葉遣い、他者への推奨度等の全１５項目につい 

て、総合平均４．７１点（満５点）、「接遇」領域においては４．７８点（満５点）と、 

前年度の調査結果を上回る高評価をいただき、職員相互の身だしなみ確認や担当職員 

不在時の相談対応体制の整備等、おもてなしの質の向上を目指した取り組みの成果を 

確認することができました。 

 また、要支援高齢者や中重度要介護者の増加を見据えて、上半期に３回、下半期に 

２回の職員研修会を開催しました。認知症高齢者の支援における多職種連携や終末期 

医療、リハビリテーション等について理解を深め、居宅介護支援サービスの質の向上 

に努めた結果、要介護状態が改善し、居宅介護支援を終了する事例が２件ありました。 
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２．利用者定員 

 

（１）稼働率 

 

月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 

利用者数 ８０名 ８２名 ８２名 ８７名 ８６名 ８８名 

常勤換算職員数 ２．８人 ２．８人 ２．８人 ２．８人 ２．８人 ２．８人 

稼働率 ７３．３％ ７５．２％ ７５．２％ ７９．８％ ７８．８％ ８０．７％

 

 職員１名（常勤換算０．８人）の増員による受入れ可能件数上限の増加に伴い、稼働率

が一時的に低下しましたが、訪問活動の強化等もあって、下半期は順調に上昇しました。

年間の稼働率平均値は８０．０％でした。 

 

（２）新規利用者数 

 

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

新規依頼 ２名 ２名 ４名 ８名 ５名 ６名 

支援再開 １名 １名 ― １名 １名 ２名 

計 ３名 ３名 ４名 ９名 ６名 ８名 

 

月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 

新規依頼 １名 ５名 ４名 ７名 ３名 ５名 

支援再開 ― １名 ― ３名 ― １名 

計 １名 ６名 ４名 １０名 ３名 ６名 

 

 退院・退所に伴う支援再開を除いた年間の新規ご利用者５２名のうち、地域包括支援セ

ンターの紹介は３１名、医療機関の紹介は３名、他事業所の閉鎖に伴う移管は１名、ご利

用者から直接の支援依頼は１５名（うち、介護ステーション来訪者による支援依頼は８名）

でした。 

 

 

 

 

 

 

 

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

利用者数 ７２名 ７０名 ７３名 ７８名 ８０名 ８４名 

常勤換算職員数 ２．０人 ２．０人 ２．０人 ２．８人 ２．８人 ２．８人 

稼働率 ９２．３％ ８９．７％ ９３．５％ ７１．５％ ７３．３％ ７７．０％
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（３）要介護度 

 

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

要支援１  ３名  ３名  ３名  ３名  ３名  ３名 

要支援２  ７名  ６名  ６名  ７名  ８名  ７名 

要介護１ １５名 １６名 １７名 ２０名 ２３名 ２５名 

要介護２ １８名 １８名 １８名 １９名 １９名 ２１名 

要介護３ １３名 １１名 １２名 １２名 １２名 １３名 

要介護４  ８名  ９名 １０名 １０名 １１名 １０名 

要介護５  ８名  ７名  ７名  ７名  ４名  ５名 

計 ７２名 ７０名 ７３名 ７８名 ８０名 ８４名 

 

月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 

要支援１  ３名  ３名  ３名  ３名  ４名  ５名 

要支援２  ９名  ９名  ９名 １１名 １１名 １１名 

要介護１ ２２名 ２２名 ２２名 ２４名 ２３名 ２６名 

要介護２ １８名 ２１名 ２０名 ２４名 ２３名 ２５名 

要介護３ １３名 １２名 １４名 １２名 １１名 １０名 

要介護４ １０名  ９名  ８名  ７名  ７名  ６名 

要介護５  ５名  ６名  ６名  ６名  ７名  ５名 

計 ８０名 ８２名 ８２名 ８７名 ８６名 ８８名 

 

要介護認定申請や介護サービス利用の普及・浸

透により、要介護１・２と比較的軽度の新規ご利

用者が増加する一方、要介護４・５のご利用者は

入院・入所に伴って居宅介護支援を終了する割合

が高いため、相対的に要介護度の平均値は下降し

て、年間の要介護度平均値は２．３９（前年度比

－０．１４）となりました。 

 また、重点目標であった要支援高齢者の確保を

図るため、出張介護相談や訪問活動に取り組み、

要支援１・２のご利用者延べ人数は上半期計５９名から下半期計８１名と、年間を通じて

順調に増加しました。 
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３．サービス内容 

 

（１）サービス提供地域 

 

居住地域 
町田市 

小山田桜台 下小山田町 上小山田町 図師町 忠生 常盤町 

利用者数 ２３名 ９名 １名 １３名 １０名 １２名 

 

居住地域 
町田市 

他市 
木曽東・西 山崎町 小山町 矢部町 その他 

利用者数 ２０名 １４名 ３名 ３名 １２名 ３名 

 

 年間のご利用者総数１２３名のうち、小山田桜台在住のご利用者は２３名（ご利用者総

数の１８％）、忠生圏域在住のご利用者は１０７名（ご利用者総数の８７％）でした。 

 

（２）要介護認定調査 

 

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

町田市依頼 ４名 １名 １名 ８名 ６名 １名 

他区市依頼 ― ― ― ― ― １名 

計 ４名 １名 １名 ８名 ６名 ２名 

 

月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 

町田市依頼 １名 ４名 ４名 ４名 ６名 ２名 

他区市依頼 ２名 ― ― １名 １名 ― 

計 ３名 ４名 ４名 ５名 ７名 ２名 

 

 要介護高齢者の認定更新に係る要介護認定調査について、町田市のほか、東京都渋谷区

と千葉県千葉市稲毛区、鹿児島県奄美市から調査依頼を受託しました。 

 

４．外部研修 

 

月日 表題等 主催者 参加 

 ４月１４日 事例検討会 忠生第１高齢者支援センター １名 

 ４月２４日 地域ケア会議 忠生第２高齢者支援センター １名 

 ５月 ９日 町田市ケアマネジャー連絡会 町田市ケアマネジャー連絡会 １名 

 ５月１２日 地域ケア会議 忠生第１高齢者支援センター ２名 

 ５月２２日 地域ケア会議 忠生第２高齢者支援センター １名 
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 ５月２８日 地域ケア会議 堺第２高齢者支援センター １名 

 ６月１１日 介護支援専門員新任研修（１） 多摩市健康福祉部高齢支援課 １名 

 ６月１８日 介護支援専門員新任研修（２） 多摩市健康福祉部高齢支援課 １名 

 ６月１８日 法令遵守研修 町田市介護人材開発センター １名 

 ６月２８日 医療・介護事業所交流会 事業所交流会実行委員会 １名 

 ７月１４日 事例検討会 忠生第１高齢者支援センター ３名 

 ７月１５日 新任ケアマネジャー勉強会 忠生第１高齢者支援センター １名 

 ７月２３日 地域ケア会議 堺第２高齢者支援センター １名 

 ７月２４日 地域ケア会議 忠生第２高齢者支援センター １名 

 ８月１１日 地域ケア会議 忠生第１高齢者支援センター １名 

 ８月１９日 新任ケアマネジャー勉強会 忠生第１高齢者支援センター １名 

 ９月 ８日 スーパービジョン研修会 忠生第１高齢者支援センター ２名 

 ９月１２日 町田市ケアマネジャー連絡会 町田市ケアマネジャー連絡会 ２名 

 ９月１６日 介護サービス事業者支援研修 東京都国民健康保険団体連合会 １名 

 ９月１６日 新任ケアマネジャー勉強会 忠生第１高齢者支援センター １名 

 ９月１７日 介護支援専門員連絡会・部会 多摩市事業者連絡協議会 １名 

１０月１０日 町田市ケアマネジャー連絡会 町田市ケアマネジャー連絡会 ２名 

１０月１７日 第４回地域セミナー 多摩丘陵病院診療技術部 ２名 

１０月２３日 地域ケア会議 忠生第２高齢者支援センター １名 

１０月２４日 要介護認定調査員新任研修 町田市いきいき健康部介護保険課 １名 

１１月 ７日 要介護認定調査研修 忠生第１高齢者支援センター １名 

１１月１４日 町田市ケアマネジャー連絡会 町田市ケアマネジャー連絡会 ２名 

１１月１７日 
定期巡回・随時対応型訪問 

介護看護サービス勉強会 
町田市いきいき健康部介護保険課 １名 

１１月１９日 町田市住宅改修研修会 町田市いきいき健康部介護保険課 １名 

１１月２６日 町田市住宅改修研修会 町田市いきいき健康部介護保険課 １名 

１２月 ８日 地域ケア会議 忠生第１高齢者支援センター ２名 

１２月１１日 多摩市介護支援専門員研修 多摩市健康福祉部高齢支援課 １名 

１２月２５日 地域ケア会議 忠生第２高齢者支援センター １名 

 １月 ９日 町田市ケアマネジャー連絡会 町田市ケアマネジャー連絡会 １名 

 １月１３日 事例検討会 忠生第１高齢者支援センター ２名 

 １月２１日 介護支援専門員連絡会・部会 多摩市事業者連絡協議会 １名 

 ２月１２日 介護保険制度改正研修 多摩市健康福祉部高齢支援課 １名 

 ２月２８日 地域ケア会議 忠生第２高齢者支援センター １名 

 ３月 ５日 複合型サービス勉強会 町田市いきいき健康部介護保険課 １名 
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 ３月 ９日 地域ケア会議 忠生第１高齢者支援センター １名 

 ３月１２日 要介護認定調査員現任研修 町田市いきいき健康部介護保険課 １名 

 ３月１３日 町田市ケアマネジャー連絡会 町田市ケアマネジャー連絡会 １名 

 ３月１６日 介護報酬改定研修会 町田市いきいき健康部介護保険課 １名 

  

 忠生第１・第２高齢者支援センターとの信頼関係の強化と連携体制の充実を図るため、 

忠生圏域で開催される地域ケア会議に積極的に出席しました。また、保険者や地域包括支

援センターが主催する研修会に参加した職員を講師として、後日、職員研修会を開催し、

居宅介護支援サービスの質の向上に努めました。 

 

５．防災・防火計画 

  

（１）安全対策・備蓄 

 

 ご利用者訪問時に、火気管理や家具転倒防止等の安全対策の実施と、保存食や医薬 

品等の必需品の備蓄を呼び掛けました。 

 

（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一覧表および介護サービス事業 

者連絡先一覧表の内容を更新しました。 

 

（３）防災訓練の実施 

 

   ５月に町田市の全介護保険サービス提供事業者を対象として実施された災害時情報 

伝達訓練では、大規模災害によって通信インフラ網が麻痺した場面を想定し、徒歩で 

忠生第１高齢者支援センターを訪問して、ご利用者安否状況と事業所被害状況の報告 

書類を提出しました。 

 また、１１月に小山田桜台団地で実施された合同防災訓練に参加して、消防職員の 

指導のもと、ＡＥＤの操作や消火器の取り扱い方法等を再確認しました。 

 さらに、２月にヘルパーステーションとの合同自衛消防訓練を実施し、小規模火災 

が発生した場面を想定して、初期消火と情報伝達の手順、避難経路を確認しました。 
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６．訪問活動 

 

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

面会件数 １６件 ２３件 ２３件 １４件 １４件 １２件 

 

月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 

面会件数 １４件 １８件 １４件 １７件 １４件 １０件 

 

 新規ご利用者の受入れ体制をご案内するため、訪問診療や訪問歯科、訪問理美容、訪問

マッサージ等、在宅生活に課題を抱える要介護認定未申請の高齢者と接する機会が数多い

医療・介護サービス事業者への訪問活動を継続的に実施しました。 

 

７．利用者及び家族からの声 

 

（１）「家族一同、とても感謝しています」 

 

（２）「ぬくもりの園のケアマネジャーに出逢えて、１年３か月になります。以前の事業 

    所ではたいへん屈辱的な対応で、心身ともに疲れたことを思うと、今は安定した 

    生活を送ることができています。ケアマネジャーに心より感謝いたします」 

 

（３）「担当のケアマネジャーが毎年かわるのはいかがなものか。せめて２～３年は続け 

    ていただきたいと思います」 

 

（４）「父のことでいつも無理ばかり言って申し訳ありません。大変ですが、父母ともに 

    今後もよろしくお願いします」 

 

（５）「月に一度のケアマネジャーの訪問について、数時分の間に予定等を説明されます 

    が、ゆとりある心構えで介護者のケアをしてほしいです。相談をしても解決でき 

    ることではないかもしれませんが、日頃の愚痴を聞くという姿勢がほしいです。 

    介護者は心が折れています。事務的なケアはいりません。心にとめてください」 

 

（６）「現在お世話になっている施設は、本人に適していると思います」 

 

８．総括 

 

 小山田桜台商店街に事業所を移転して、３年目を迎えました。地域に根差した事業所で

あることを心掛け、日頃の介護相談のほか、介護ステーションでの足湯を通じた地域交流、 

小山田桜台商店街のごみ拾い活動、小山田桜台団地祭や合同防災訓練等の地域行事への参

加を継続してまいりました。そして、心身機能や住環境から自力での外出が困難となって

いる高齢者でも、住み慣れた地域で暮らし続けられることを願って、近隣地域への出張介
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護相談に取り組みました。地域の皆様との交流を日一日と深め、地区自治連合会や地区協

議会、地域包括支援センターとの信頼関係を築いて、年間の新規ご利用者数は事業所を開

設して以来最多の５２名となりましたが、稼働率平均値は８０．０％に留まり、目標とし

ていた稼働率平均値９５％を達成することはできませんでした。 

 一方、ご利用者の居宅介護支援においては、居宅サービス計画上の短期目標を達成し、

要介護状態が改善した事例が複数あったうえ、ご利用者満足度アンケート調査の結果は前

年度を上回る高評価となりました。これらは、職員の技量や接遇・マナー等、おもてなし

の質の向上を目指した取り組みが結実したものと認識しております。 

 改正介護保険制度では、地域包括ケアシステム構築の実現を大きな目標として、中重度

要介護者や認知症高齢者への対応の更なる強化と、介護サービスの重点化・効率化が推進

されます。要介護状態となっても尊厳を保持し、住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、

嘉祥会の基本理念である「真直な心」「誠実な心」「奉仕の心」をもって、引き続き、ご利

用者の自立支援と生活の質の向上に取り組んで参ります。 
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ヘルパーステーション 事業報告 

 

１．重点目標 

 

（１）職員間の情報共有の強化 

  

ご利用者の状態や状況、環境の情報並びに変化について、事業所会議、申し送りノー

ト、電子メールを活用し、職員間で情報を共有いたしました。 

 

（２）信頼関係の構築 

   

ご利用者のニーズが叶えられるよう、常にその方の立場に立ち、サービスの提供を行

いました。また、ご家族からの要望、苦情にも早急な対応を心がけました。その結果、

信頼関係を築くことが出来ました。また、必要に応じてご家族、ケアマネジャーと連携

を図りながら、サービスの提供を行いました。 

 

（３）車輌の管理並びに道路交通法の遵守 

 

今期、２台の車輌継続検査を実施いたしました。また、訪問介護活動が増減する度、

迅速に管轄する警察署へ駐車許可の申請をいたしました。 

 

２. 利用者定員 

 

（１）利用者数・訪問回数・訪問時間数 

月 利用者数（内新規利用者数） 訪問回数 訪問時間数 

４ ５０（２）名 ４３０回 ４６５．５時間 

５ ５５（８）名 ４７５回 ５０３．５時間 

６ ５５（３）名 ４４５回 ４７３．５時間 

７ ５６（３）名 ５０１回 ５３８．５時間 

８ ５６（３）名 ５２１回 ５３９．０時間 

９ ５４（１）名 ５２７回 ５３２．０時間 

１０ ５２（１）名 ５２９回 ５２４．５時間 

１１ ５４（３）名 ４６８回 ４７０．５時間 
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１２ ５４（２）名 ５０６回 ５２１．０時間 

１ ５３（２）名 ４７３回 ４８２．０時間 

２ ５６（５）名 ４３８回 ４４６．５時間 

３ ５５（２）名 ４８２回 ４８６．０時間 

   

年間稼働率目標に対し、８４．３％でした。 

 

（２）要介護度 

項 目 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

男 性 ６名 ４名 ７名 ８名 ４名 ６名 ５名 

女 性 ６名 ８名 ８名 ５名 ７名 ５名 ２名 

合 計 １２名 １２名 １５名 １３名 １１名 １１名 ７名 

 

今期は、８１名のご利用者の在宅生活を支援して、総訪問時間数は５９８２時間とな

り、前年より６６３時間増加しました。また、新規ご利用者は３５名（うち、本会居宅

介護支援事業所からの紹介１０名）の紹介がありました。しかし、急逝や入院・入所な

どが多く２７名のサービス利用中止・休止となりました。 

 

３．誕生日プレゼント企画 

 

 ご利用者の誕生日に、切り花ミニブーケをお届けし、大変喜ばれておりました。また、

外出する機会が少ないご利用者に、四季を感じていただく為、季節の折り紙をお届けしま

した。 

 

４.職員の研修・会議 

 

会議・研修日 内 容 参加人数 

４月２１日 
① 利用者の情報交換及び検討結果 
② モニタリング結果及び報告 

１１名 

５月２１日 

① 利用者の情報交換及び検討結果 
② ヒヤリハットについて 
③ 感染症について 

９名 

６月１９日 
① 利用者の情報交換及び検討結果 
② 嚥下・トロミについて 

１０名 
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７月２１日 
① 利用者の情報交換及び検討結果 
② 訪問介護とは 

８名 

８月２０日 

① 利用者の情報交換及び検討結果 
② 個別援助技術について 
③ コミュニケーションについて 

８名 

９月２２日 
①利用者の情報交換及び検討結果 
②認知症ケアの基本について 

８名 

１０月２０日 
①利用者の情報交換及び検討結果 
②感染症について 

１０名 

１１月２１日 
①利用者の情報交換及び検討結果 
②個人情報の適切な利用と保護について 

８名 

１２月２２日 
①利用者の情報交換及び検討結果 
②要介護者の急変時の対応と流れ 
③AED を用いた応急手当の要領 

７名 

１月２２日 
①利用者の情報交換及び検討結果 
②感染症について 

８名 

２月２０日 
①利用者の情報交換及び検討結果 
②身体介護の基本 

６名 

３月２０日 
①利用者の情報交換及び検討結果 
②ヘルパーが出来ない事、介護職が行う事の出来る

「医療行為でない行為」 
８名 

 

５. 防災防火計画 

 

 ５月に大規模災害時の情報伝達を目的とした、「災害時情報伝達訓練」に参加いたしまし

た。忠生第１高齢者支援センターまで徒歩で訪問し、災害時における想定被害状況を報告

いたしました。また、２月に介護ステーションにて、居宅介護支援事業所と合同自衛消防

訓練を実施いたしました。 

 

６. 総括 

 

今期、新たな取り組みとして、訪問介護活動時における各ご利用者の言動、様子、状況

や状態などを記載した経過記録を作成し、担当ケアマネジャーにお渡しいたしました。ケ

アマネジャーからは、「活動時の利用者の様子が分かってありがたい」などの嬉しいご意見

をいただくことが出来ました。 

このような取り組みなどの成果として、昨年度より利用延べ人数が５９名、総訪問時間

数を６６３時間増加させる事が出来ました。また、目標に掲げました利用者数５０名／月
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以上につきましては、月平均５４名と達成することが出来ました。しかし、サービス提供

時間５００時間／月につきましては、月平均４９８．５時間と達成することが出来ません

でした。 

今後も、営業活動を行うとともに、サービスの質の向上を図り、新規利用者獲得に努め

ます。また、各サービス事業所と連携を図り、ご利用者が住み慣れた地域で安心した在宅

生活が送れるよう取り組んでまいります。 
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介護ステーション 事業報告 

 

1．重点目標 

 

（１）地域へ向けた情報発信の推進 

  

 一人でも多くの方に介護ステーションを知っていただく為、軒先看板等を活用し、情

報発信に努めました。さらに、イベント情報やブログの更新等、最新の情報を常にホー

ムページで発信いたしました。 

 

（２）信頼関係の構築 

 

月 件数 相談内容等 

４月 １３件 
エンディングノートについて 

介護保険認定申請代行について 他 

５月 ８件 
日曜診療している病院について 

サービス付き高齢者住宅について 他 

６月 １０件 
介護保険サービスについて 

携帯電話の使用方法について 他 

７月 １０件 
介護保険サービスについて 

中古自転車購入について 他 

８月 ７件 
介護保険認定申請について 

スマートフォンの使用方法について 他 

９月 ７件 
介護保険サービスについて  

おむつの販売について 他 

１０月 ６件 
介護保険サービスについて 

タブレットの使用方法について 他 

１１月 ５件 
介護保険認定申請について 

サービス付き高齢者住宅について 他 

１２月 ６件 
介護保険サービスについて 

ボランティアについて 他 

１月 ７件 
介護保険サービスについて 

求人について 他 
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２月 ６件 
介護保険サービスについて 

オムツ購入について 他 

３月 ７件 
介護保険認定申請について 

求人について 他 

   

地域の方に、気軽に相談等に訪れていただけるよう、コミュニケーションを図り接客

サービスの向上に努めました。その結果、様々な内容の相談を受け付ける事が出来まし

た。また、介護相談の相談者８名が、本会居宅介護支援事業所を利用されています。 

 

（３）講座・イベントの開催 

 

開催日 内容 開催場所 参加人数等 

毎月第２、 

第４土曜日 
足湯体験 介護ステーション前 

３２４名 

（２３回合計）

４月１９日 
折り紙講座 

「苺を作ろう」 

介護ステーション 

地域交流スペース 
９名 

５月１７日 
折り紙講座 

「フラワーバスケットを作ろう」

介護ステーション 

地域交流スペース 
１４名 

６月２１日 
折り紙講座 

「バラの花ボックスを作ろう」

介護ステーション 

地域交流スペース 
１３名 

６月２２日 フラワーアレンジメント講座 
介護ステーション 

地域交流スペース 
１５名 

７月１９日 
折り紙講座 

「向日葵を作ろう」 

介護ステーション 

地域交流スペース 
８名 

７月２０日 

パソコン講座 

「パソコンの基礎知識、マウス

の使い方」 

介護ステーション 

地域交流スペース 
１０名 

８月１６日 
折り紙講座 

「兎、メモ立てを作ろう」 

介護ステーション 

地域交流スペース 
８名 

８月 

２３日２４日 

小山田桜台団地祭 

ポップコーン店出店 
介護ステーション前 ４０９個販売 

９月２０日 
折り紙講座 

「入れ物を作ろう」 

介護ステーション 

地域交流スペース 
１０名 

９月２１日 

パソコン講座 

「文字入力・キーボードの使い

方・文字の消し方」 

介護ステーション 

地域交流スペース 
３名 
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９月２８日 

非常食講習会 

「災害時でもできる。非常食・

グッズの作り方」 

小山田桜台集会場 １６名 

１０月１８日 

折り紙講座 

「バラのメッセージカードを

作ろう」 

介護ステーション 

地域交流スペース 
８名 

１０月１９日 
パソコン講座 

「パソコンの基礎」 

介護ステーション 

地域交流スペース 
３名 

１１月１５日 
折り紙講座 

「クリスマスツリーを作ろう」

介護ステーション 

地域交流スペース 
６名 

１１月１６日 
パソコン講座 

「年賀状作成」 

介護ステーション 

地域交流スペース 
４名 

１２月２０日 
折り紙講座 

「祝い鶴を作ろう」 

介護ステーション 

地域交流スペース 
５名 

１２月２１日 
パソコン講座 

「インターネットについて」 

介護ステーション 

地域交流スペース 
２名 

１月１７日 
折り紙講座 

「お雛様を作ろう」 

介護ステーション 

地域交流スペース 
１３名 

１月１８日 
パソコン講座 

「復習・まとめ」 

介護ステーション 

地域交流スペース 
２名 

２月１９日 

忠生第１高齢者支援センター

共催講座 

悪徳商法から身を守ろう～「私

は大丈夫」は危険です！！～ 

小山田桜台集会場 ２０名 

２月２１日 
折り紙講座 

「チューリップを作ろう」 

介護ステーション 

地域交流スペース 
６名 

３月２１日 
折り紙講座 

「壺を作ろう」 

介護ステーション 

地域交流スペース 
９名 

３月２９日 

終活講座 

「人には聞けなかった、お墓の

疑問にお答えします。」 

小山田桜台集会場 １１名 

 

地域の方を対象とし、小山田桜台集会場にて終活講座、非常食講習会、忠生第１高齢

者支援センターと共催で悪徳商法に関する講座を開催いたしました。多数の方が参加さ

れ、「参加して、とても参考になった」「今後も、是非このような講座を続けて欲しい」

などの喜ばしいご感想もいただくことが出来ました。また、ボランティアの方の協力の

もと、折り紙講座、フラワーアレンジメント講座、パソコン講座を開催いたしました。 
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小山田桜台団地祭       非常食講習会         終活講座     

 

（４）中期計画 

 

  中期計画の１年目として、「地域の方が何に困っているのか？」「地域にどのようなボ

ランティアが存在するのか？」をテーマに職員間で話し合いました。その話し合いをも

とに、地域向けのアンケートを作成し、イベントの際に回答していただきました。 

その結果、傾聴、フラダンス、和太鼓等のボランティアが地域に存在している事が確

認出来、何名かの方を、本会グループホーム、デイサービスへ紹介することが出来まし

た。 

 

３．総括 

 

 小山田桜台商店街に介護ステーションを開設し、３年目を迎えました。地域の皆様に、

気軽に立ち寄っていただける場所となれる事を目標に、多くの地域の方と交流を図ってま

いりました。その結果、大勢の方が足を運ばれ、「近くで気軽に相談出来て嬉しい」「毎月

の折り紙講座が楽しみ」などの喜ばしい声を聞く事が出来ました。足湯体験の際には、地

域の方の発案で一緒にせんべい汁を作り振る舞ったり、地域のイベントに招待され、写真

撮影を行ったりと、地域の方と一緒に行うことで、距離が縮まったと感じる事が出来まし

た。また、小学生からご高齢の方まで幅広い年齢層の方に訪れていただける様になり、介

護ステーションの認知度が向上したと実感いたしました。 

 また、７月からは地域の方でご利用者のご家族への紙オムツ販売も始めました。 

今後も、地域の皆様に気軽に立ち寄っていただける場所づくりを目標に、地域の皆様と

信頼関係の構築に努めてまいります。 
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