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近況報告（現状と課題・取り組み） 

 

（１）施設福祉サービス部 

① 特別養護老人ホーム阿品清鈴 

現状と課題 取り組み 

1. 入院者が多く稼働率が著しく低下してい

る。 

2. 多床室（4人部屋）の 1フロアーだが、大きく

2 グループに分け、動線の短縮や、利用者

へより深く関われる取り組みを行ってきた。

今後の展開として、利用者の安心・安全で

心地よい生活の場になる工夫が必要。 

3. 入浴施設の老朽化・入居者の重度化に伴

い修繕が必要になっている。 

1. 体調不良の早期発見を行う為にも、引き続

き各係の連携を密にしていく。 

2. 今までの取り組みを評価し、良かった点・工

夫出来た点・改善が必要な点等を洗い出

す。来年度上半期中には、今後の計画を

立案する。 

 

3. 全面改修が必要な時期に来ているため、

入浴担当者が主導で意見集約し、利用者

の視点に立ち、環境改善を検討する。 

② ケアハウスささえ 

現状と課題 取り組み 

1. 3/1 付で満室予定。入居者および家族で、

どのような状態になったらケアハウスを退

去しなければならないのかという、漠然とし

た不安を持たれている方が多い。 

1. 前年度からのアドバンス・ケア・プランニン

グの勉強会を引き続き開催し、家族にも内

容等お知らせするなかで、入居者各々の緊

急時対応シートを見直しする。その過程

で、ケアハウスでどのような状態でどのよう

な生活が可能か、入居者および家族と共に

考えていく。 

 

（２） 在宅福祉サービス部 

① 短期入所生活介護事業所第 2 清鈴園（ショートスティ） 

現状と課題 取り組み 

1. 定期的にご利用されていた方が利用されな

くなり、平日と休日の稼働率の格差が大き

くなっている。 

 

2. 12 月～2 月に骨折やご家族の疾病等、緊

急利用のケースが増加した。 

1. 平日のみの利用は希望が少ないが、特養

の空床（入院者等の空きベッドを利用した

ショート）と併せて、ケアマネージャーに情

報提供し、利用を勧めていく。 

2. 特養相談員と調整しながら緊急利用を受け

入れることが出来た。ショートスティはリハ

ビリ施設ではない事から、積極的なリハビ

リを行う事が出来ない。日常生活を送る中

で、その時出来る事を継続して行って頂くこ

とをご本人にも意識して頂いている。 
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② デイサービスセンター第 2 清鈴園（一般型） 

現状と課題 取り組み 

1. 利用者の減少により、稼働率が低下してお

り、職員体制を含むサービス提供体制の再

構築が必要となっている。 

 

 

2. 入浴設備に関して、利用者の重度化への

対応が難しく、新規利用者の受け入れが難

しい場合がある。 

3. 送迎体制に関して、重度化（車椅子送迎）

への対応が難しく、2.と同様の状態にある。 

1. 常勤職員の減員、業務役割の見直しを行

っている。サービス提供体制に見合った利

用者定員の見極めを行い、地域のニーズ

に最大限応えていける体制を整備してい

る。 

2. 個々のニーズを確実に満たす事ができるよ

う、環境に見合った人数の受け入れを認知

症係と協同し行う。 

3. 1.2.と同様にサービス提供体制に見合った

利用定員の見極めを通して今後リフト車の

増便を検討していく。 

③ デイサービスセンー第 2 清鈴園地御前北２丁目集所（愛称：お～い予防教室） 

現状と課題 取り組み 

1. 稼働率は、午前の部に保険内の利用者の

取り消しが２名あり空きがある。保険外の

利用者は引き続き、定員状態となってい

る。午後の部に関しては、保険内 1 名の空

きがある。 

1. 空き状況については、地域包括支援センタ

ー等に情報提供する。また、保険外の利用

者のニーズ把握により、必要に応じて介護

保険の手続きを勧め、保険内利用への移

行を勧めていく。 

④ デイサービスセンター第 2 清鈴園本町集会所（通称：本町デイ） 

現状と課題 取り組み 

1. 稼働率が引き続き低下している。一般係よ

り移行の話が何件かあったが、利用には至

っていない。 

1. 引き続き、一般係へ情報提供を行い、移行

を勧めている。来年度、パンフレットや説明

資料を作成し、課長と各居宅へ訪問（PR）

を予定している 

⑤ デイサービスセンター第 2 清鈴園廿日市一丁目集会所（通称：廿日市デイ） 

現状と課題 取り組み 

1. 稼働率に関して、2 月までは保険内の利用

がなく、保険外の利用者のみだったが、2

月より 2 名が保険内で利用となった。また 3

月からも 1 名の新規利用の予定がある。2

月末現在保険内 2 名。保険外 5 名となって

いる。（定員は 10 名） 保険内の利用者も

増え、定員に近づいたこともあり、今後は午

後の部が開催できるよう、引き続きPRが課

題である。 

1. 集会所近辺の医院に、この取り組みを紹介

していただけないか、挨拶に伺う方向で調

整をしている。 
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⑥ 認知症専用デイサービスセンター第 2 清鈴園（愛称：ここの音） 

現状と課題 取り組み 

1. 曜日により登録者数に大きな差がある。ま

た、新規利用をされた方が入院されたり、

逝去されたりしたことも稼働率の低迷に繋

がっている。 

2. 外国の方の受け入れを行った。 

1. 関わりの少ない他居宅支援事業所を訪問

した。来年度は、大野地区と廿日市地区の

認知症地域支援推進員を訪問し、地域の

認知症の方のニーズの把握に努めていく。 

2. 地域福祉係と連携し、英語の話せるボラン

ティアを募集し、来て頂ける事になったが利

用者が入院された。 

⑦ 訪問介護事業所第 2 清鈴園 

現状と課題 取り組み 

1. 早朝訪問の依頼が増えたが、対応できるヘ

ルパーの人数が少ない事が、課題である。 

2. 入院、ショート利用の期間が長くなるケース

増の為、空き時間が増える。 

1. 依頼時は敏速に対応。断るケースなし。 

 

2. 空き時間を利用し同行訪問実施。 

⑧ 居宅介護支援事業所第 2 清鈴園 

現状と課題 取り組み 

1. 12 月に他法人と合同の事例検討会を開催

した。3 月にも開催予定。 

1. 土谷居宅介護支援事業所、みずほ居宅介

護支援事業所と合同で事例検討会を開

催。事例を通じ、ケアマネジメントの質の向

上を図るとともに阿品・阿品台地区の地域

資源や地域性を知り、地域に貢献できるよ

う努めたい。 

 

（３）福祉総務部 

① 廿日市市配食サービス 

現状と課題 取り組み 

1. 年々配食数が減少傾向にある。地域によっ

ては、食が確保しやすい状況になっている

のではないかと考えられる。配食ボランティ

ア活動は、地域の中で見守りなどにも繋が

り意義深いと考えられる。 

1. 食数の減少に伴い、配送方法を効率化で

きるよう施設内で協議している。廿日市市

の委託事業の為、今後の在り方について

地域包括支援センターと協議をすすめてい

る。 

② 認知症高齢者家族やすらぎ支援事業 

現状と課題 取り組み 

1. 11 月から利用者が急激に増え、訪問可能

なやすらぎ支援員が不足し、利用者が希望

する訪問が出来てないケースがある。 

1. 訪問可能なやすらぎ支援員を調整し、速や

かに訪問に繋げる。 
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③ 出張介護教室・出前コグニサイズ 

現状と課題 取り組み 

（出張介護教室） 

1. 毎年恒例となっている串戸コミュニティーで

開催。 

 

2. 6 月に開催した地御前 4 丁目集会所で開

催。 

 

（出前コグニサイズ） 

1. 4～7 月の間、シリーズで開催した地御前市

民センターで、11 月と 1 月に開催した。 

2. 11 月に大野 2 区集会所で開催。 

（出張介護教室） 

1. 引き続き、阿品・阿品台のサロンを中心に

参加させていただくとともに、先方のニーズ

に応じた内容を立案、提案していく。 

2. 作業療法士による、ダンスを用いた介護予

防の運動を行い、概ね好評を得た。 

 

（出前コグニサイズ） 

1. 来年度も計画的な開催の打診を受け、現

在調整中。 

2. コグニサイズを取り入れたいと、自治会より

打診があり伺った。その後の取り組みは未

確認。 

④ その他 

現状と課題 取り組み 

（人材育成） 

1. 清鈴園・廿日市高齢者ケアセンターの職員

階層別研修の仕組みを計画的に進めた。 

 

 

 

（やすらぎ支援員養成基礎研修） 

1. 今年度第 2 回の講座を 9 月より開催。廿日

市市広報等で情報を得た方など、定員を超

える 12名が応募・受講され、10名が修了さ

れた。 

 

（廿日市市介護予防・生活支援員養成研修） 

1. 今年度の 2 回目の講座を 9 月より開催。訪

問介護事業所からの推薦での応募の方と

合わせて 14 名が応募・受講され 10 名が修

了された。 

 

2. 講座修了者が生活支援員として就労に繋

がっているかが不明。 

 

（人材育成） 

1. 主任・係長級を対象とした指導者研修、経

験４年以上の役職無職員を対象とした中堅

２研修、経験４年未満の役職無職員を対象

とした中堅１研修を計画通りに開催した。 

 

（やすらぎ支援員養成基礎研修） 

1. 修了者が活動に結びつくように、ボランティ

ア活動やさろんなどの活動に積極的に繋

げていく。 

 

 

（廿日市市介護予防・生活支援員養成研修） 

1. 事業所推薦の受講者への研修の説明が不

十分な点があり、日程や時間、履修に関す

る研修の理解が十分で、円滑な受講になら

なかった。今後は円滑な受講となるよう、廿

日市市担当課と協議を進めた。 

2. 修了者の現在の就労状況などの調査票を

修了者に送付し、就労に繋げるとともに、

定期的な情報取得ができる体制を協議。 
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（介護のお仕事きっかけ講座） 

１. 9 月から開催した第 2 回を 7 名が受講され

た。 

 

 

 

（ハーモニーＯＢＧ活動支援） 

１. 職場体験実習 

 二ヶ月に一回、原則土曜日に、社協大野事

務所と連携して、職場体験の機会をもって

いる。 

 

 メンバーの生活環境の変化や、ジョブコー

チの不足、活動のＰＲ不足などの状況があ

る。 

 

２. 鍋奉行活動支援 

 さろん阿品や喫茶をお貸しして、活動の機

会を持っているが、メンバーの環境の変

化、ボランティアの減少などもあり、親御さ

んの負担も増している。 

 

（カフェなかま） 

 毎週木曜日に喫茶ポッポをお貸しして、500

円程度のランチを提供している。 

 

 

（介護のお仕事きっかけ講座） 

１. 受講者が増加しているが、確実に復職支援

に繋がるコーディネイトが出来ていないの

で、コーディネイトの仕方を整理していく必

要がある。 

 

（ハーモニーＯＢＧ活動支援） 

１. 職場体験実習 

 就労体験先がケアセンターのみで継続して

いるため、改めて当事者のニーズを確認し

つつ、社会福祉協議会と連携し今後の展

開を協議する。 

 社会福祉協議会のホームページや活動報

告紙で活動をＰＲし、活動紹介や新たなジョ

ブコーチの参加に繋げる。 

 

２. 鍋奉行活動支援 

 社会福祉協議会のホームページや活動報

告紙で活動をＰＲし、活動紹介やボランティ

ア確保に繋げる。 

 

 

（カフェなかま） 

 毎回メニューを変えて工夫を凝らした内容

で職員向けに、施設外からの来客へも提供

できるよう 20 食も目安に実施している。 

 


