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Ⅰ はじめに 

  

令和 2 年度は、コロナ感染拡大にともないサービス提供時における感染拡大

防止のための対応や、職員はもとより利用者や家族への注意喚起などの対応に

追われ、職員の育成などに時間を割くことができないなど、マイナス要因が多く

守りの運営を強いられました。 
一部の事業では、利用者のサービス利用控えや委託事業の休止などによりに

収益が落ち込みましたが、全体としては昨年より収益増となりました。 
また、国が新たに創設した交付金により、感染予防のための環境を整備するこ

とができ利用者に安心してサービスを提供することができるようになりました。 

 

Ⅱ  全体状況報告 

1. 重点項目（目標）に対する報告及び考察 

新型コロナウィルス感染拡大防止のため、一部のサービスについて収益減と

なったものの、村の社会福祉協議会が地域の公民館等を会場に実施している介

護予防事業等が休止されたことにより、外出や交流の機会をなくした高齢者に

対して総合事業によるサービス提供を行い通所事業では利用者が増加しました。 

さらに、村の委託事業の一部について単価の見直しを行い全体としては収益

増加につながりました。 

今後もコロナの感染拡大に十分注意をはらいながら、利用者の状態に最も適

したサービスを提供し、安定した在宅生活が送れるように自立支援と生活の質

の向上を図れるサービスを提供していきます。 

 

2. 施設整備状況 

コロナ対策として国や村からの支援を受け、感染予防のための備品や消耗品

などを充足し感染予防の徹底を図りました。 
・新型コロナウィルス感染症緊急包括支援交付金   ※備品のみ掲載 

事業所名 品目・数量 

居宅支援事業所 オゾン脱臭器 1台 加湿器 1台 赤外線検温器 3個 

通所介護事業所 赤外線殺菌照射装置 1台 オゾン脱臭器 1台 歩行器 1台 車椅子 1台 

加湿器 1台 パルスオキシメーター1台 食器乾燥機 1台  

赤外線検温器 7個 

訪問介護事業所 オゾン脱臭器 1台 加湿器 1台 赤外線検温器 1台 

・村補助事業（福祉輸送感染防止対策事業） 

 事業所名 品目・数量 

外出支援事業所 AI体温測定器 1台 
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3. 職員状況（人員、資格取得、研修等） 

（１）人員  

事業所等 職員数  有資格者数  

施設長   １  

居宅介護支援事業所   ３（１） 介護支援専門員   ３（１） 

通所介護事業所  １２（４） 介護福祉士３ 看護士３（１）        

訪問介護事業所  ３ サービス提供責任者 1 介護福祉士 1      

外出支援 運転手 1（１）  

計 ２０（６） １１(２) 

（  ）は内数で非常勤職員の数         令和３．３．３１の状況 

（２）資格取得及び研修について 

  コロナウィルス感染症予防のため、計画していた研修はほとんど中止となり

ましたが、積極的に資格取得に挑戦し合格するなど職員の仕事に対する意欲が 

みられた。 

取得年度   資格名 

  令和 2年度 介護福祉士  2名 

外部研修 

   研修日 研修内容 

令和 3年 3月 介護報酬改定 ケアマネ 1名 

内部研修 

研修日 研修内容 

令和 2年 11月 新規研修 学習療法実践士 2名 マスター研修 1名  

令和 2年 7月～10月 初任者研修 通所介護職員 3名 

 

4. 防災・防火訓練報告 

年２回の消防訓練の実施と緊急時の防災・風水害対策について職員研修を実

施し緊急時における防災対策の意識向上に努めました。また、避難経路や消火設

備の点検を行い非常食の備蓄管理を行い随時補充しました。 

期日 内容 備考 

令和 2年 9月 9日 消防用設備等点検 点検業者 オオノ防災 

令和 3年 3月 9日 消防用設備等点検 点検業者 オオノ防災 

  

 期日 内容 備考 

令和 2年 10月 23日 自衛消防訓練 総合訓練 

令和 3年 3月 18日 自衛消防訓練 通報・避難訓練 
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Ⅲ  個別事業報告 

１． 居宅介護支援事業所 

（１）事業の取り組みについて 

① 介護を必要としている方へ迅速・適切なサービス提供 

・産山村包括支援センター及び産山村健康福祉課からの情報収集と情報交

換は適切に行なうことができた。 

・毎月の民生委員の会合に参加し、一人暮らしや高齢世帯の状況等につ 

いて把握できた。 

・毎月開催される村の専門者会議（地域ケア会議）における、事例検討会

では、ケアプランを提出し各専門分野からの助言や意見等を聞き、ケア

プランに反映する事ができた。 

・なでしこの里や四季の杜と情報を共有し、迅速なサービスの提供を行う

ことができた。 

 

② 総合支援事業の業務の円滑化 

・産山村における総合支援事業については、村との情報交換を十分行い対

応できた。また、総合事業を利用する中でサービス低下が起こらないよ

う、村と協議を行ない対応することができた。  

・併設事業である、訪問介護や通所介護事業所等と連携し、村独自のサー

ビスである食の自立支援や外出支援サービス等を活用することで、在宅

生活の前提である調理、買い物、掃除などの自立した生活ができるよう

支援を行うことができ、高齢者の在宅生活の安定につながった。 

 

③ 利用状況 

 ・本年度年間延べ 1,071件（前年度 1,122件）のケアプラン作成業務をおこ

なった。月平均にすると 73件（目標 70件）、介護予防居宅サービス計画・

総合事業サービス計画 17 件（目標 20 件）と目標に近づくことができた。 

 

（２）課題・次年度への提起 

新型コロナウィルス感染症や大規模災害が発生する中で、事業所とし

て感染症や災害への対応力強化を図ることが必要となってくる。そのた

めにも、業務継続マニュアルの定期的な見直し等を行い、利用者が安心し

て住み慣れた地域での生活を継続できるよう取り組んでいきたい。 

また、他事業所と連携し自立支援・重度化防止の取り組みを行い収入の

増加を図っていきます。 
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２. 通所介護事業所 

（１）事業の取り組みについて 

① 利用者の獲得を目指すための取り組み 

・コロナ感染症対策のため、外出行事は中止となったが年間行事計画に沿 

い、利用者の意見・ニーズを取り入れ、毎月の誕生会や季節に合わせた行

事などを企画・提供できた。 

・クラブ活動（手芸・書道・カラオケ・園芸）の充実を図ることで、利用者

様の意欲向上に繋げ、利用しやすい環境作りをおこなった。 

 

② 利用者の心身の維持・向上を目指すための取り組み 

・これまで以上に注意をはらい、利用時の健康チェック・入浴時の身体観察、

日中の様子観察に努め、利用者様の心身の異常の早期発見・早期対応がで

きた。 

・外部のリハビリの先生と連携し、利用者に合わせた心身機能の維持・向上

を図る機能訓練を提供できた。 

 

③ その他の取り組み 

 ・コロナウィルス感染防止対策のため保育園児や子供ヘルパーなどの地域の

方が来館して交流することができなかったが、代わりにＳＮＳを利用した

交流活動を実施し、敬老会・クリスマス会は三密をさけ 2日に渡り実施し

た。 

・広報やほっと館通信等により、館内での利用者の様子・活動内容などを 

村民やご家族に知らせることができた。 

 

④ 利用状況  

・年間利用延べ人数状況・稼働率（定員 25名） 

年間延べ利用者数を前年度と比較すると年間 117名の増加となった。稼働

率は 72.8％と目標に近づくことができ、昨年に比べて収益増となった。 

 

（２）課題・次年度への提起 

    今後も高齢者が住み慣れた地域で生活を継続できるようにするため介

護、医療、生活支援、介護予防の充実が必要となる。外部の専門職とこれ

まで以上に連携し、リハビリの充実を図りアンケートを基に趣味活動や

感染症予防に配慮した行事を行うなど、利用者に安心してサービスを利

用していただき利用者の介護の重度化を防ぎ全ての利用者がより良い在

宅生活を継続できるよう支援していきます。 



5 
 

３. 訪問介護事業所 

（１） 事業の取組み 

① 在宅福祉サービスの充実と地域密着したサービスの提供 

・新規でのサービス依頼については地域包括支援センター・居宅介護事業所

より情報提供依頼等があり、担当者会議への参加等でご利用者の希望など

を確認し訪問介護計画等に反映することができた。既存のご利用者のサー

ビス内容などを担当ケアマネ・包括支援センター計画作成者へ報告を行い、

問題点や課題を提起することができ次の支援計画の立案に繋げることが

できた。 

 

②  サービスの質の向上 

・初回のサービス提供前にアセスメント等を実施した。担当者会議録の回

覧や訪問介護計画に沿ったケア内容を確認し、同行訪問を利用者に予め

同意を得て必ず実施し、各訪問介護員が手順を確認できるよう配慮がで

きていた。 

・サービス提供責任者が定期モニタリングを行い支援内容や適切な介護サ

ービスが行えているか確認を行った。さらに改善点など検討会議の開催

を通して話し合い訪問介護員でケアの統一に取り組み、毎月のサービス

実施報告を担当ケアマネへ報告した。 

 

③ 利用状況 

・月平均の利用者数 18 名（目標 21 名）、派遣回数 177.4 回。利用内訳に

ついては、障害者派遣回数 8.8回、要支援 6.6回、要介護 161.9回。 

派遣回数は昨年と比べ月平均 42.2回の減となった。 

 

（２）課題・次年度への提起 

冬季の在宅者の入院や施設入所などが利用者減少の一因となっている。

一方で隣接する障害者施設の自立支援事業の利用者が増加している。訪問

介護員の求められるスキルレベルを上げ、他の機関とも連携し、住み慣れ

た地域の中で生活していく上で、重要な役目を担うサービスとし専門性を

持ったサービスを提供していきたい。 

また、本年度実施できなかった訪問介護員の資質向上のための経験年数

に応じた個別の研修計画や指針目標を立案し達成するよう研修の充実を

図ります。 
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４. 産山村委託業務 

（１）事業の取組み 

事業名等／年度 令和 2年度 平成 31年度 平成３０年度 

外出支援（市内） ８８１（141）件 ６３１（108）件 ３８６（78）件 

配食サービス １，３９１ 食 ９７７ 食 ８４９ 食 

軽度生活支援 ６０ 件 ４３ 件 ４５ 件 

輝き教室 ２２ 回 ４５ 回 ５０ 回 

相談業務 ４５ 件 ４１ 件  １０３ 件 

委託料 7,225,270 円 5,437,880 円 4,943,030 円 

 

（２）課題・次年度への提起 

外出支援事業については、対象者の要件緩和（免許返納者）により利用件数

が増加したため、昨年より専任の運転手を配置し各事業所との連携を図り実施

した。 

村の委託事業は、介護保険ではカバーしきれない利用者への生活支援として

重要な位置づけがなされており今後も継続し地域住民の実態把握や関係機関

と情報の共有化を図り、介護が必要な方への迅速なサービス提供へとつなげて

いきたい。 

 


