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はじめに 

令和３（２０２１）年度の経営上の課題は、何よりも前年度に実現した事業収支の黒字

を継続させ、その額を増額させることでした。そのため、事業環境の変化を見据えながら

中・長期計画と年度の事業計画に基づき様々な取り組みを粛々と始めたところでした。 

しかし、折からのコロナ禍が円滑な事業実施に支障を及ぼし、年度末近くに至って利用

者・職員に多くの感染が発生し一部事業の休止を余儀なくされるに至りました。可能な限

りの感染防止対策を講じたにもかかわらず、変異株の感染拡大の影響を防ぎきれませんで

した。 

幸い、嘱託医をはじめ関係者の支援のもと、職員の献身的な働きにより非常事態を乗り

切ることができたことに、心から感謝をしております。 

 

そうした状況の中で、予算で見積もった収支差額を達成できました。収入が大きく減る

中、少額とはいえ事業収支の黒字を維持できたことは何よりであったと考えています。 

令和３年度には、限られた担い手でも必要なサービス提供ができる体制づくりを狙って

ICT 機器の導入と活用を始めました。ここでもコロナ禍の影響を受けて工事や機材の調達

に手間取る場面がありましたが、行政の助成を活かし年度末までには配備を終えることが

出来ました。令和４年度は、それらの機器を日常の業務の中で活用し効率化や生産性の向

上を図るため、訓練と習熟、手引きの作成、効率化への手がかりの探求と新たな業務体制

の構築、成果の検証と改善などを進めて行く考えです。 

令和３年度には、より合理性の高い勤務環境を整える一環で人事制度や給与制度の見直

しの検討をすすめました。そして検討結果に基づき実施案をまとめ、職員への説明も丁寧

に行ったうえで令和４年度から実施することにしました。 

向こう 10 年間の収支見通しを立てる取り組みも行いました。当面は、現状を前提とした

見通しになりましたが、今年度、中野区との間で協議・調整が必要な事項を詰めたうえ、

内容をブラッシュアップしていく考えです。 

 

介護事業は労働集約型の事業です。この事業を安定的・継続的に営むには人材の確保・

定着・育成が欠かせず、そのための戦略が求められています。令和４年度には、こうした

課題にも取り組みながら、法人の使命が果たせるように精励してまいります。 

職員のみなさんのこれまで以上の理解・協力を期待します。 

 

令和 4 年 6 月 

社会福祉法人中野区福祉サービス事業団 

理事長  山 下 清 超 
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Ⅰ 法人の年間計画に対する取り組み 

1 経営状況の概括 

令和 2 年度において実現した小淀ホームの増床は、事業団経営にとって大きな成果をもた

らし、小淀ホームにおける特別養護老人ホームの収入※1は、年度途中での増床となった令和

2 年度との比較において 2816 万円、増床前の平成 31 年度（令和元年度）との比較において

は 4483 万円の増収となりました。また、訪問介護事業の収入※2は新たに特定事業所加算を

取得すること等により、令和 2 年度との比較において 1016 万円の増収となりました。 

 収入を伸ばした事業がある一方、デイサービスは一般型、認知症型ともに利用が伸び悩み、

大きな減収となりました。また、1 月の下旬から 2 月の中旬にかけては、新型コロナウイル

スによる感染症の影響を受け、しらさぎホームのデイサービスが利用者の受け入れを大幅に

制限したほか、ショートステイの利用にも大きな影響が及びました。しらさぎホームでは、

ショートステイ、デイサービスの収入が令和 2 年度の比較において 3030 万円の減収、同様

の比較において小淀ホームでは 1794 万円の減収となりました。特にしらさぎホームはコロ

ナの影響による事業の縮小が大きく影響し、1 月から 2 月にかけての減収額のみで前年同月

を 1166 万円下回っています。これらの減収が、増床や加算の取得による増収を打ち消す形

となり、法人全体の事業活動収入は令和 2 年度決算から 714 万円減少しました。また、収入

予算の執行率は 94.9％にとどまり、予算差異は 7152 万円となりました。 

 収入は減少しましたが、支出は人件費、事業費、事務費とも前年度より増加しました。し

かし、いずれも予算を大幅に下回っており、事業活動支出の執行率は 94.8％と収入の執行率

を僅かに下回っています。このため事業活動資金収支差額は黒字となり、ほぼ予算どおりの

134 万円となりました。 

※1 各年度の資金収支計算書における施設介護料収入の比較 

※2 各年度の資金収支計算書における居宅介護料収入の比較 

 

２「中・長期計画（第 5 次経営改革計画）」に基づく行動計画の取り組み状況 

中・長期計画は、向こう１０年間において事業団における課題をどのように解決していく

べきかの道筋と、到達点を示したものです。この計画は、第 4 次経営改革計画（以下「第 4

次計画」といいます。）を引き継ぐものですが、第 4 次計画が収支の黒字化という財政面の

目標を中心に計画されていたのに対し、中・長期計画は、財政面での課題解決にとどまらず、

理念や方針に基づく経営の実践や、社会環境を見据えた事業展開、事業基盤の確立といった、

法人の使命や存在意義を捉えなおすことにもつながる目標を、最終的な目標に掲げています。

また、第 4 次計画では財務以外の経営課題や、黒字化によって実現すべき将来像を職員と共

有するためには、決して十分とはいえない面がありましたが、中・長期計画では、経営課題、

目標を全職員で共有したうえで、課題解決のための方策は職員とともに毎年度検討していく

ことを計画の中に盛り込んでいます。 

計画の初年度である令和 3 年度は、計画の方向性、最終的な目標、行動計画に対する基本
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的な考え方が職員に浸透するよう取り組みながら、目標を達成するための具体的な計画の検

討と実践に着手しました。中・長期計画において重点課題とした事項は、課題ごとに令和 3

年度に実現すべきことを明らかにしたうえで、それを実現するために取り組みました。 

以下にその取組結果の詳細を報告します。 

 

(1) 経営手法・組織運営の刷新 

中・長期計画目標にあわせて令和 3 年度に実現すべきこと 

中・長期計画により法人が目指すべき方向性と考え方が職員に浸透し、組織改革の検討

に着手している 

行動計画 取り組み状況 

中・長期計画の考え方や方向性を浸透させる

ため、管理監督者層、職員に対してそれぞれ

中・長期計画の説明会を開催する 

中・長期計画の説明会は、4 月 27 日に管

理・監督者向け、5 月 20 日、25 日に一

般職員向けの説明会を開催した。また、

12 月に実施した人事制度・給与制度の見

直しに係る職員説明会においても、中・

長期計画との関連において説明するな

ど、折に触れて中・長期計画の考え方と

目標が職員に浸透するよう努めた。課題

別の PT は 6 月までに、社会環境を見据

えた事業展開、人材の確保と育成、給与

制度の刷新、人事制度の見直しの各 PT

が立ち上がった。管理監督者研修は、研

修の目的に見合った内容の研修となる

よう、東社協や民間の研修の参加につい

て検討するほか、法人内での取り組みに

ついて検討することとし、12 月から 1 月

にかけて、東社協が実施した「経営者が

知っておくべき予算統制と事業計画作

成のポイント」を管理職全員が受講し

た。 

職員が計画の策定と実施に参画できるよう、

課題別検討会（PT）を設置する 

組織改革を進めるため、管理監督者に対して

組織管理、管理会計に関する研修を行う 

 

(2) 持続可能な経営環境を実現するための事業展開 

ア 社会環境を見据えた事業展開 

中・長期計画目標にあわせて令和 3 年度に実現すべきこと 

訪問・通所・入所サービスが一体的に提供できる体制づくりの検討に着手し、具体的な
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将来像を描くことができている 

行動計画 取り組み状況 

検討会（PT）を立ち上げ、検討会による検討

を開始する 

6 月より PT での検討を開始し、しらさ

ぎホーム及び訪問系サービスの課題と

改善点を整理した。また、中野区第 8 期

介護保険事業計画に基づき、事業団のサ

ービスの課題解決の検討を行うととも

に、中野区が実施した「令和 2 年度高齢

福祉・介護保険サービス意向調査」結果

からニーズを分析し、計画の骨子につい

て検討した。 

ニーズ調査を実施し、PT において計画の骨

子をまとめる 

計画原案を決定し、具体的な将来像を職員に

説明する 

 

イ 事業と経営の中心となるべき場所の確保 

中・長期計画目標にあわせて令和 3 年度に実現すべきこと 

中野区との協議において、土地・建物の貸借契約のあり方について一定の方向性の確認

ができている 

行動計画 取り組み状況 

中野区に対して中・長期計画を説明し、事業

団の将来像について意見交換する 

中・長期計画については、令和 2 年度事

業報告・決算報告の説明と合わせて報告

したほか、令和 3 年度における四半期報

告に合わせて説明した。計画に係る中野

区からの疑義に対しては、中野区の求め

に応じて資料提供等を行うとともに、事

業団の見解を示した。また、中野区が実

施した事業団の経営診断については、中

野区が受託した経営コンサルタントと

のヒアリングに応じ、意見を述べた。中

野区とともにコンサルタントによる結

果報告を受けた。 

 

(3) 人材の確保と育成 

ア 人材の確保 

中・長期計画目標にあわせて令和 3 年度に実現すべきこと 

「求める職員像」が明示され、職員と価値観が共有されている 

行動計画 取り組み状況 
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職員採用方針を策定し、採用方針に基づく採

用活動を開始する 

課題や実施すべき事項について確認を

行い、課題ごとに進め方を協議し方向性

を確認した。求める職員像や具体的な進

め方についての案を策定した。 

 

イ 人材の育成 

中・長期計画目標にあわせて令和 3 年度に実現すべきこと 

新卒、中途、経験者、未経験者、有資格者、無資格者、日本人、外国人など、様々な人

材に合わせた教育プログラムを構築するための要件を整理し、育成制度の方向性が明ら

かとなっている 

行動計画 取り組み状況 

人材に合わせた教育プログラムの要件を整

理し、育成方針を策定する 

課題や実施すべき事項について確認を

行った。教育プログラム等の策定につい

ては、人材ごとの育成を研修と人事制度

を連動させることで効果的に実施でき

るよう協議を進めた。 

育成方針に合わせて、人材に合わせた教育プ

ログラムの策定に着手する。策定するプログ

ラムには、人材ごとに優先順位をつけ、優先

順位の最も高いプログラムは年度内に完成

させる。 

 

(4) 人材の確保・育成を支える制度の見直し 

ア 給与制度の刷新 

中・長期計画目標にあわせて令和 3 年度に実現すべきこと 

同一労働同一賃金への更なる対応を含めた手当の見直し、平均昇給号給及び最高号給の

考え方、給与支給日の統一について等の検討を行い、現在の給与制度における問題点が

整理でき、事業団に必要とされる給与制度改正の方向性が明らかになっている 

行動計画 取り組み状況 

検討会（PT）を立ち上げ、検討会による検討

を開始する 

4 月に PT を設置し、PT において最低賃

金改正への対応、入職年次による給与格

差の是正、同一労働同一賃金への対応等

について検討した。9 月 14 日の経営会議

においてＰＴによる検討事項を報告し、

10 月 12 日の経営会議において給与制度

の見直し案を取りまとめた。見直し案

は、12 月に職員説明会を 4 回実施し、職

員に周知した。1 月に見直し案に基づく

PT において検討が終了し、報告書がまとめ

られている 

給与制度の説明会の実施 
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諸規程の改正案を策定し、1 月 11 日の理

事会において給与規程の一部改正につ

いて承認を受けた。また、関連する基準

等を整備した。諸規程の改正にあたって

は、職員代表からの意見聴取を行った。 

 

イ 人事制度の見直し 

中・長期計画目標にあわせて令和 3 年度に実現すべきこと 

多様な働き方についての考え方の統一を図るため、定年年齢の延長や事業団における長

く勤務したくなる制度についての検討が終了している 

行動計画 取り組み状況 

検討会（PT）を立ち上げ、検討会による検討

を開始する 

 

6 月にＰT を設置し、PT において短時間

正職員制度の導入、定年制度の見直し、

人事考課制度の見直し等について検討

した。8 月 4 日の経営会議において PT

による検討事項を報告し、9 月 7 日の経

営会議において人事制度の見直し案を

取りまとめた。見直し案は、12 月に職員

説明会を 4 回実施し、職員に周知した。

1 月に見直し案に基づく諸規程の改正案

を策定し、1 月 11 日の理事会において職

員就業規則、再雇用職員就業規則、非常

勤職員就業規則の一部改正について承

認を受けた。また、関連する細則、基準

等を整備した。諸規程の改正にあたって

は、職員代表からの意見聴取を行った。 

PT において検討が終了し、報告書がまとめ

られている 

 

(5) 業務の効率化と生産性の向上 

中・長期計画目標にあわせて令和 3 年度に実現すべきこと 

ICT 機器を稼働させるための環境を整え、補助金を活用して導入する大規模な ICT 機

器の導入が完了している 

行動計画 取り組み状況 

業務量や負担の軽減を図るための方策を洗

い出し、その効果を検証する 

毎月の業務改善担当打合せを通して、

ICT 機器導入から改善・効率化を図れる
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導入する ICT 機器を選定する 業務を検討、システム導入の範囲を検討

し、デモを通して適切な機器を選定し

た。ICT 機器導入における補助金及びコ

ンサルティング活用についても経営会

議を通して検討し、コンサルティング契

約の締結と東京都が実施主体である「介

護保険施設等におけるデジタル環境整

備促進事業」の申請業務を行った。 

6 月から 7 月にかけて両施設にて職員説

明会（業務効率化及び生産性向上に向け

た ICT 機器導入について）を開催した。

また、引き続き導入予定機器のデモ機試

用を行った他、機器導入（Wi-Fi 敷設、

電話交換機更新等）における業者現調対

応等を行った。10 月には ICT 機器各購

入業者との契約を締結し、12 月及び１月

に通信環境整備工事(Wi-Fi 敷設・ビジネ

スフォン設備更新等)を実施、一部の機器

納品や連動工事は、コロナ禍の影響で遅

延したものの、３月には全ての ICT 機器

が納品され、機器の稼働を開始した。ま

た、補助金の実績報告書を東京都に提出

した。 

ICT 活用促進事業助成金の交付を受ける 

ICT 機器を設置し稼働させる 

 

(6) 安定的な経営を実現するための資金の確保 

中・長期計画目標にあわせて令和 3 年度に実現すべきこと 

積み立て資産の活用や設備更新の時期を反映した向こう 10 年の資金計画が完成してい

る 

行動計画 取り組み状況 

複数の計画を想定しながら向こう 10 年間の

シミュレーションを行い、積み立て資産の活

用や設備更新の時期反映した向こう 10 年の

資金計画が資金計画を策定する 

 

  

最終年度の収支差額に合わせて収支フ

レームを作成し、目標の収支差額を得る

ためのサービス提供量、総労働時間数の

概算等による収支見通しを作成した。サ

ービス提供量は既存事業の継続を前提

としたが、今後の事業展開の検討に合わ
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せて、随時更新を図ることとした。 

 

3 喫緊の課題に対する対応 

 中・長期計画において喫緊の課題に対する取り組みとして位置付けた計画のうち、令和 3

年度における取組状況は次のとおりです。 

 

(1) 給食調理業務の見直し 

行動計画 取り組み状況 

しらさぎホーム、小淀ホームにおける温冷配

膳車の導入 

製品の選定を行い、6 月 1 日の理事会に

おいて購入契約に係る手続きについて

承認を得た。7 月中旬より温冷配膳車に

よる適温給食を開始した。 

食事の質の向上を図るため、食費を 1,780 円

に改定する 

6 月の経営会議で金額を決定し、事前に

利用者、家族に対して値上げする旨の説

明を行い、同意を得た上で 8 月 1 日から

食費を改定した。 

しらさぎホームにおいて一部クックチルに

よる食事提供を実施する 

10 月より朝食の主菜をクックチルによ

る提供とした。さらに、委託業者と協議

を重ね、12 月には２日前の調理が可能と

なり、さらに、昼食、夕食の主菜につい

てもクックチルでの提供が可能となっ

た。 

 

(2) 介護報酬改正への対応 

行動計画 取り組み状況 

しらさぎホーム特養において新たに科学的

介護推進体制加算（I・Ⅱ）、安全対策体制加

算を算定する 

安全対策体制加算は、４月から算定を開

始した。科学的介護推進体制加算の算定

を８月から開始するため、介護ソフト

（東経システム）へのデータ入力を行

い、LIFE本体へのデータの取り込み準備

を行った。しかし、介護ソフトのデータ

を LIFE のシステムへデータ移行する

際、システムにアクセスできないことが

続き、8 月からの算定は出来なかった。

９月には、データ移行の最終確認を行
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い、東京都福祉保健局に届け出し、科学

的介護推進体制加算Ⅱの算定を開始し

た。同時に個別機能訓練加算Ⅱの算定も

開始となった。 

しらさぎホームデイサービス（一般型）にお

いて新たに入浴介助加算Ⅰ、口腔・栄養スク

リーニング加算を算定する 

入浴介助加算Ⅰは 4 月から算定した。口

腔・栄養スクリーニングについては、該

当者がいない事や算定額（6 か月に 1 回、

3 単位）が低いことから、算定しないこ

ととした。科学的介護推進体制加算につ

いては８月から算定できるよう LIFE へ

の入力を進めたが、入力作業の遅れから

９月までかかってしまい、さらに、届け

出の日程が間に合わず 11 月より算定開

始となった。同時に個別機能訓練加算Ⅱ

の算定も開始となった。 

しらさぎホームデイサービス（認知症型）に

おいて新たに入浴介助加算Ⅰ、口腔・栄養ス

クリーニング加算を算定する 

小淀ホーム特養において新たに科学的介護

推進体制加算（I・Ⅱ）、安全対策体制加算を

算定する 

科学的介護推進体制加算は、計画では

（Ⅰ）40 単位の算定に必要な情報入力後

算定開始し、（Ⅱ）50 単位の算定に必要

な情報をさらに追加整備し（Ⅱ）に移行

する予定であった。しかし、（Ⅱ）の算定

に必要な情報収集もめどが立ったため

当初の 7 月から（Ⅱ）の算定を開始した。

安全対策体制加算は、安全対策担当者養

成研修を受講した管理者の設置が要件

であるが、令和 3 年 10 月 31 日までに受

講予定があれば 4月から算定可能となっ

ている。そのため 4月から算定は開始し、

その研修に関しては、7 月に受講したた

め算定要件を満たした。 

ヘルパーステーション中野において新たに

特定事業所加算Ⅱを算定する 

4 月に新システムの導入を開始した。同

時に、利用者・事業所に対し加算算定に

ついて説明し、同意を求めた。そのうえ

で、5 月に東京都へ加算算定を申請し、 

6 月より加算算定を開始した。 
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４ 経営担当部の取り組み 

経営担当部は、理事会及び評議員会の事務局をはじめ、事業団経営における計画の進行管

理や、財務、法務、人事などの事務を担いました。以下に、その取り組み結果の詳細を報告

します。 

(1) 理事会・評議員会等の開催 

ア 理事会の開催 

開催日時 議   題 

第 1 回 

（6 月 1 日） 

 

議決事項 

(1)第 1 号議案：令和 2 年度事業報告及び令和 2 年度計算書

類等の承認について 

(2)第 2 号議案：第 15 期理事候補者、補欠理事候補者の選任

について 

(3)第３号議案：第 15 期監事候補者の選任について 

(4)第４号議案：第 14 期評議員の推薦について 

(5)第５号議案：定時評議員会の招集について 

(6)第６号議案：定時評議員会が開催できなかった場合の実施

方法について 

(7)第７号議案：第三者委員の設置について 

(8)第 8 号議案：契約案件について 

(9)第９号議案：「介護保険施設等におけるデジタル環境整備

促進事業」による補助金の申請について 

(10)第 10 号議案：役員損害賠償責任保険の更新加入につい

て 

報告事項 

(１)業務執行状況報告（12 月～3 月） 

(２)苦情解決実施要領の策定について 

(３)新型コロナウイルス（COVID-19）への対応について 

(４)その他 

第 2 回 

（6 月 24 日） 

議決事項 

(1)第 1 号議案：第 15 期理事長の選出について 

(2)第 2 号議案：事業推進本部長の選任 

(3)第 3 号議案：社会福祉法人中野区福祉サービス事業団定款

細則の一部改正について 

報告事項 

(1)評議員の選任について 
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(2)その他 

第 3 回 

（10 月 5 日） 

 

議決事項 

(1)第 1 号議案：令和 2 年度決算報告書の修正について 

(2)第 2 号議案：令和 3 年度第 1 次補正予算の編成について 

(3)第 3 号議案：令和 3 年度第 2 回評議員会の開催について 

報告事項 

(1)理事の業務報告（令和 3 年 4 月～8 月） 

(2)中野区への報告事項について 

(3)その他 

第 4 回 

(1 月 11 日) 

議決事項 

(1)第 1 号議案：職員就業規則の一部改正について 

(2)第 2 号議案：再雇用職員就業規則の一部改正について 

(3)第 3 号議案：非常勤職員就業規則の一部改正について 

(4)第 4 号議案：給与規程の一部改正について 

報告事項 

(1)監事監査(定期監査)結果について 

(2)人事制度・給与制度の見直しについて 

(3)諸規程の改正に伴う細則及び基準の改正について 

(4)中野区への報告事項について 

(5)その他 

第 5 回 

（3 月 15 日） 

議決事項 

(1)第１号議案：令和４年度事業計画書・収支予算書について 

(2)第 2 号議案：介護職員処遇改善加算制度による給与の支給

に関する規程の一部改正について 

報告事項 

(1)理事の業務執行状況の報告 

(2)新型コロナウイルスによる感染症の影響について 

(3)中野区への報告事項について 

(4)その他 

 

イ 評議員会の開催 

開催日時 議   題 

第 1 回（定時） 

（6 月 24 日） 

議決事項 

(1)第 1 号議案：令和 2 年度計算書類（貸借対照表及び収支計

算書）及び財産目録の承認について 
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(2)第 2 号議案：理事 7 名及び監事 2 名並びに補欠理事の選

任について 

報告事項 

(1)令和 3 年度事業計画書・資金収支予算書について 

(2)中野区福祉サービス事業団中・長期計画について 

(3)令和 2 年度事業報告書について 

(4)その他 

第 2 回（社会福祉法第

45 条の 9 第 10 項が準

用する一般社団法人及

び一般財団法人に関す

る法律第 194 条及び定

款第 14 条第 4 項に基

づく評議員会の決議の

省略） 

(11 月 1 日：評議員会

の決議があったものと

みなされた日) 

議決事項 

(1)第 1 号議案：令和 2 年度決算報告書の修正について 

 

ウ 評議員選任・解任委員会の開催 

開催日時 議   題 

第 1 回 

（6 月 24 日） 

審議事項 

第 14 期評議員候補者 8 名の審議及び選任決議 

 

(2) 各種会議の開催 

 ア 会議 

会議の名称 開催回数 構成メンバー 活動内容 

経営会議 ※１ 理事長、部長、施設長 

事業団経営に関する方

針・事案等の協議及び情

報の確認 

人事会議（昇任等選

考委員会） 
４回 理事長、部長、施設長 

人事に関する基本方針、

配置、昇任等の協議及び

状況の確認 

拡大経営会議  
16 回 

※１ 

理事長、部長、施設長 

課長、副施設長 

事業団経営に関する重要

業績評価指標に基づく事
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業の進捗管理、課題の検

討及び情報の共有 

情報連絡会  ※２ 
課長、副施設長 

係長、所長 

事業団経営・施設運営に

関する情報共有、課題等

の検討、提案 

※１ 拡大経営会議は、新型コロナウイルス感染症感染防止のため参加人数を制限し、構成メンバ

ーは経営会議のメンバーと経営担当部課長とした。また、経営会議の活動内容も含めて実施した。 

※２ 情報連絡会は、新型コロナウイルス感染防止のため、職員同士の接触機会を減らす目的で実

施しなかった。 

 

 イ 委員会 

委員会の名称 開催回数 構成メンバー 活動内容 

研修委員会 不定期 
課長、副施設長、係長、

所長の職にある職員 

事業団職員の研修及び指

導育成について企画、立

案、実施する 

人材確保（募集活

動）検討  

毎月第 1 

火曜日 

課長、副施設長、係長、

所長の職にある職員及

び、部長、施設長が指名

した職員 

募集活動について検討

し、実施についての企画、

調整を行う 

 

(3) 研修計画の策定と実施 

行動計画 取り組み状況 

管理監督者研修の実施 第 2 回経営会議（4 月 27 日）において事

業団における職員育成の体系について

確認した。また、「人材の確保と育成」は、

職員育成方針に規定する職員育成委員

会と、職員研修実施基準に規定する研修

委員会が一体となって検討を進めるこ

ととした。 

職層別研修の実施 

 

(4) 業務システムの更新 

行動計画 取り組み状況 

就業・人事・給与システムを更新する 設定作業を終え、令和 3 年 12 月より並

行稼働を開始した。令和 4 年 1 月より就

業システムの本稼働を開始した。 
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現在のグループウエアに替わるシステムの

導入を検討する 

システムの検討のために複数のシステ

ムを試行したが、具体的な検討には至っ

ていない。 

段階的に導入する（試行を含む） 試行後の検討を十分に行うことができ

ず、導入には至らなかった。 

 

(5) 業績評価と執行管理 

行動計画 取り組み状況 

管理職による会計システムを使用した執行

管理を実現する 

管理職の PC に会計システムをインスト

ールし、会計責任者がシステムからデー

タを直接閲覧できる環境を整えた。 

毎月の経営会議において月次報告を行

う際にもシステムの活用を始めた。 

 

 

Ⅱ 部門別の年間計画に対する取り組み 

１ しらさぎホーム 

令和３年度介護報酬改定では、「感染症や災害への対応力強化」「地域包括ケアシステムの

推進」「自立支援・重度化防止」「介護人材の確保・介護現場の革新」「制度の安定性・持続

可能性の確保」を図ることが求められました。中でも感染症や災害が発生した場合であって

も必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から、業務継続に向けた計

画（BCP）等の策定、研修の実施、訓練（シミュレーション）の実施が義務付けられました。 

BCP の策定については３年間の経過措置期間が設けられていますが、しらさぎホームで

は、都内における新型コロナウイルス感染症の発生状況が依然と高い水準であることから、

早急に策定する必要があると考え、しらさぎホーム BCP（新型コロナウイルス感染症編）」

策定に取り掛かりました。また、出勤前の体温測定の実施、手洗い、アルコール手指消毒の

実施や職員、利用者ともに新型コロナワクチンを 2 回接種するなど感染症対策の徹底を図り

ました。 

しかし、令和４年１月から２月にかけて、初めはショートステイで、その後、特養で新型

コロナウイルス感染症が発生し、特養では、利用者 29 名、職員 15 名が感染する事態となり

ました。この状況で、特養の職員体制が確保できなくなったことから、ショートステイを閉

鎖、デイサービス事業を縮小し、それぞれの職員を特養の応援にあて、サービスを継続しま

した。BCP については、情報収集し、概ね完成していたので、BCP に基づく対応を実践で

きました。しかし、事業の閉鎖や縮小は収入確保においては痛手となりました。 

そのほか、「自立支援・重度化防止」に関連するデイサービスのあり方についての検討や、
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「介護人材の確保・介護現場の革新」に関連する ICT 機器導入などの重点目標に取り組み

ました。中でも、「認知症介護の推進」として初めて試みた事例検討発表会では、職員が真

摯に取り組んだ実のある内容で、この取り組みを継続する意義を感じました。 

以下に、計画に対する取り組み結果の詳細を報告します。 

 

(1) 重点課題に対する取り組み状況 

ア デイサービス事業のあり方の見直し 

行動計画 取り組み状況 

施設内に検討会（PT）を設け、10 月までに

方向性の検討を行い、検討結果を拡大経営会

議で報告する。 

４月に PT を立ち上げ、毎月１回の検討

を重ねた。稼働率が低迷している理由と

しては、対象者が絞れていない、特徴が

ない、プロモーション不足が挙げられ

た。周辺の事業所調査では、リハビリ対

応の短時間型デイが１ヶ所、認知症型デ

イがしらさぎ含め2ヶ所で、ほとんどは、

通所介護、地域密着型通所介護が占めて

いた。中野区第８期介護保険計画では、

地域密着型介護サービスの充実が挙げ

られている。しらさぎホーム周辺には、

地域密着型通所介護と短時間型デイの

事業所は無いため、これらの事業と対象

者を絞った認知症型通所介護３単位の

運営について試算し検討した。結果、し

らさぎホームでは、今後増加する認知症

に対応するため、認知症型通所介護３単

位（軽度認知症型、重度認知症型、若年

性認知症型）とする案を 11 月の拡大経

営会議にて報告した。 

 

イ 認知症介護の推進 

行動計画 取り組み状況 

実践に即した認知症ケアを学び、共有するた

め、各事業、フロアごとに実践に基づく症例

を発表する機会を設ける 

フロアごとに取り組む内容を決め、対象

利用者をピックアップし取り組みを進

めている。計画通り、11 月には、各事業

で取り組んだ事例について発表会を実
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施した。 

認知症介護基礎研修、認知症介護実践者研

修、認知症介護リーダー研修を計画的に受講

する 

認知症型介護基礎研修１名、認知症介護

実践者研修 4 名、認知症介護リーダー研

修２名で申し込みをした。実践者研修の

第１回目はコロナ禍のため研修が中止

となった。基礎研修及びリーダー研修は

第１・2 回とも研修参加の抽選に当たら

ず受講できなかった。実践者研修は２名

が受講した。 

 

ウ ICT 機器を活用した業務の効率化と生産性の向上 

行動計画 取り組み状況 

導入する ICT 機器を選定する 毎月の業務改善担当打合せを通して、

ICT 機器導入から改善、効率化が図れる

業務を検討し、システム導入の範囲を検

討した。５月末から６月にかけて、業者

との打ち合わせ、椅子センサー、ベッド

センサー、見守りセンサーのデモを実施

した結果、適切であると思われる機種に

ついて業務改善担当打合せで提案した。

6 月以降、職員説明会、部門別会議にて、

ICT の活用と導入に向けた検討の進捗

状況を特養ケアワーカーは必須とし、全

職員に複数回に渡り説明した。 ８月に

は介護ソフト１社、９月には他の介護ソ

フトとバイタル測定機器のデモを実施

した。ICT 活用促進事業助成金について

は 12 月に交付が決定した。選定した機

器の納品は、施設内における新型コロナ

ウイルス感染拡大のため遅延したが、3

月には全ての機器が納品され稼働を開

始し、補助金の実績報告書を東京都に提

出した。 

ICT 活用促進事業助成金の交付を受ける 
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エ 適温給食の提供による食事サービスの質の向上 

行動計画 取り組み状況 

温冷配膳車の導入による適温給食の提供 温冷配膳車の選定では、５社を調査し、

エレベーターに収容でき、尚且つ一番廉

価なホシザキ社の製品に決定した。予算

内で購入できる参考見積りを提示して

きたのが、現在、調理委託をしている日

清医療食品(株)であり、他の契約よりも

有利であることから、６月１日の理事会

で承認を得、日清医療食品(株)と契約交

渉を進めることとなった。交渉の結果、

参考見積を下回る額で購入し、７月 19

日より温冷配膳車による適温給食が開

始となった。また、食品保管用冷蔵庫と

不要な器具の撤去及びシンクの更新に

ついての参考見積を徴取した。10 月に

は、不要器具の撤去、シンクの更新を同

時行い、冷蔵庫の購入直後から朝食の主

菜のみクックチルで調理を開始した。そ

の後も、委託業者と協議を重ね、２日前

調理が可能となったため、さらに昼食、

夕食の主菜もクックチルでの提供が可

能となった。 

クックチルによる食事提供を行うために必

要な機材（食品保管用冷蔵庫等）を購入する 

クックチル導入に合わせて献立と調理作業

の変更を行う 

 

(2) 各事業の実施状況（重点的に取り組むとした事項） 

ア 特別養護老人ホーム 

① 安定した事業運営 

行動計画 取り組み状況 

報酬改定により追加された科学的介護推進

体制加算（I・Ⅱ）、安全対策体制加算を算定

する 

安全対策体制加算は 4 月より算定を開始

した。科学的介護推進体制加算（Ⅱ）は

9 月より算定を開始した。 

一定数の登録待機者を確保する 

 

 

 

毎月 3 件以上事前面談を行った。療養が

必要な転院等の退席が多く、常時 3 名以

上の待機者の確保までには至らなかっ

た。 
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入院者数（尿路感染症・脱水による）を減ら

すために予防ケアを充実させる 

 

 

洗浄剤を使用しての陰部洗浄と定期的

な排泄パターンの見直しを行い尿路感

染症の発生を前年度比 20％削減した。こ

まめな水分提供を行い脱水による入院

は無かった。 

 

② 介護人材の育成 

行動計画 取り組み状況 

育成マニュアルと業務手順書を更新する 

 

 

 

育成マニュアルを更新し新規入職職員 3

名（常勤）に対してマニュアルに沿った

育成指導を行った。また各種業務マニュ

アル手順書の見直しを行った。 

会議・勉強会を開催し多職種間においてコミ

ュニケーションを活発化させる 

 

 

 

毎月4回程度の職員勉強会を各フロアで

実施した。テーマについてはフロアで問

題となっていることなどを主に取り上

げ介護職員が主体となってコミュニケ

ーションの活発化を図った。 

計画的な研修の受講とＯＪＴを実施する 

 

 

 

育成マニュアルに沿った育成計画を策

定し、これに基づいた OJT を実施し、指

導を受けた職員からは丁寧に指導が受

けられたとの意見が聞かれた。 

ＩＣＴ機器を導入し活用する 

 

 

 

1月中に納品予定の ICT機器がフロアの

新型コロナウイルス感染拡大の影響で、

3 月半ばまで遅延してしまったため、活

用までには至らなかった。スマートフォ

ンについては、２月中に切り替え工事が

行われ使用可能となったが、ナースコー

ルとの連動については機器の不具合が

断続的にあり業者との調整を随時行っ

た。 

 

イ 短期入所生活介護事業 

① 選ばれるショートステイ事業所となるための取り組み 

行動計画 取り組み状況 

活動プログラムの実施回数を増やすなど、活 月に2回の特別活動を実施し毎月の広報
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動を充実させる 

 

 

等で取り組みの様子を報告した。また日

常の中で活動や個別運動の時間を設け

るなど、活動の充実を図った。 

居宅介護支援事業所と利用者ニーズを共有

するなどして新規利用登録者数を増やす 

 

 

新型コロナウイルス感染症の影響で担

当者会議が中止となることが多く、居宅

介護支援事業所と利用者ニーズの共有

をしっかりと行うことができなかった。

しらさぎ介護保険センターがケアプラ

ンを作成している利用者については、介

護保険センターと情報共有を密に行い、

新規の利用者の受け入れを行った。 

 

ウ デイサービスセンター(一般型通所介護) 

① 利用者の獲得に向けた取り組み 

行動計画 取り組み状況 

令和和 3 年度に新設された加算（入浴介助加

算Ⅰ、口腔・栄養スクリーニング加算）を算

定する 

 

入浴介助加算Ⅰについては、４月より算

定を開始した。口腔・栄養スクリーニン

グについては、該当者がいない事や算定

額（6 か月に 1 回、3 単位）が低いこと

から、算定しないこととした。 

新たな保険外サービス（個別外出支援、買い

物サービスなど）の提供について調査・検討

する 

 

保険外サービスとして、遠出の外出希望

があり、当日勤務外の職員を確保するこ

とやコロナ禍での個別外出は現実的で

はないと判断した。しかし、計画作成時

に、この状況下でも対応できるスーパー

への買い物など、短時間で行える個別外

出を提供することとした。 

自立支援に即した入浴サービス提供に向け

て浴室の改修を検討する 

 

 

令和３年度の介護保険制度の改正では、

自宅で自立した入浴ができるための入浴

支援が求められている。現在の浴槽は、

階段を下りて湯舟に入る形なので、浴槽

を埋めて床面との高低差をなくし、家庭

に近い浴槽を置くことを計画していた。

しかし、しらさぎホームのデイサービス

においては利用者によっては、広い浴室
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とリフト浴が選ばれる理由になってい

る。計画が利用者のニーズと必ずしも一

致しないことや、構造上の問題から計画

した浴槽の設置は困難である可能性もあ

るため、ニーズや構造上の問題を調査し

たうえで、改修案を検討するとした。  

 

エ デイサービスセンター(認知症対応型通所介護) 

① 利用者の獲得に向けた取り組み 

行動計画 取り組み状況 

情報を共有し、ケアの質を向上させるため事

例検討を実施する 

 

 

認知症の基本やケアについての勉強会

を行い、テーマを決め、共通の認識を持

って事例検討し、実践に取り組んだ。利

用者の表情や行動の変化を連絡帳等で

家族にお知らせする事で明らかに家族

からのコメントも増えるようになった。 

その他の計画は、一般型デイサービスの計画に同じ 

 

オ 障害福祉サービス事業（障害者総合支援法による短期入所事業／在宅障害者・児日中一時支援事業） 

① 新規利用者を獲得するための取り組み 

行動計画 取り組み状況 

関係機関へ積極的に働きかけることなどに

より、新たに 2 名の登録者を獲得する 

 

 

新規問い合わせは数件あったが、いずれ

も高齢者と同一フロアでの対応が困難

な方だったため、新規の利用には至らな

かった。 

 

カ しらさぎ介護保険センター 

① 満足度の高い支援の提供と収入の維持 

行動計画 取り組み状況 

一人あたりの取り扱い件数を増やし事業規

模（目標件数）を拡大することで収入を維持

する 

 

年間を通しての一人あたりの取扱件数

は、いずれも目標件数を超えることがで

き、収入維持を図ることができた。（一人

当たりの取扱件数の目標と実績は資料

編参照） 

SNS を導入し、業務の効率化と満足度の向上

を図る 

SNS（LINE）を導入した結果、通常の連

絡手段として電話連絡と併用する方が
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徐々に増え、8 月までには 2 割強の方が

LINE の使用を開始した。情報共有・連

絡手段の選択肢が増えたことで時間を

気にせずアクセスできることに満足度

が向上した。引き続き活用できるよう周

知に取り組むこととした。 

災害時（感染症含む）においても、継続的に

サービス提供できる体制を確保する 

 

 

地域における災害時対策として他の居

宅介護支援事業所と連携を図り、ＢＣＰ

策定の準備及び災害時における連携協

定を結ぶことを前提に定期的な情報交

換会を開始した。 

 

(3) 施設全体計画に対する取り組み状況 

施設全体計画に対する取り組み状況のうち、特徴的な取り組みについて、以下にその取

組結果を報告します。 

 ア 職員研修計画 

令和３年度は、「東京都認知症介護基礎研修」１名、「東京都認知症介護実践者研修」２

名、「東京都認知症介護リーダー研修」１名の受講を計画し、いずれも複数回申し込みを

しました。認知症介護基礎研修と認知症介護リーダー研修は、当選しなかったため受講

できませんでしたが、認知症介護実践者研修については２名受講できました。「介護職員

によるたんの吸引等の実施のための研修」については実地研修のみを含め４名が受講し

ましたが、定められた期間内に実地研修を終了できず、認定特定行為従事者の認定を受

けた職員は１名でした。これまで、外部研修への参加は、職員体制の確保が優先され、

１人しか参加させられない状況がありました。しかし、今年度はオンライン配信が増え

たため、同じ研修を複数の職員が受講できたことで、職員にとっては参加しやすい環境

となりました。従って、令和３年度は、延べ 100 名の職員が外部研修を受講することが

できました。 

イ 利用者安全対策計画 

通年の感染症予防研修に加え、新たに新型コロナウイルス感染症について研修を行い

ました。感染防止対策として、家族面会については、アクリル板を用意して施設内に面

会ブースを設けましたが、都内における新型コロナウイルス感染拡大を受けて窓越し面

会に切り替えました。介護事故防止については、業務手順書に沿った業務遂行を徹底す

ることで、事故防止に努めました。また、事故の要因を分析すると、事故の種類に関わ

らず、原因は「確認」不足が多いため、確認を徹底することをミーティングで周知しま

した。防災対策については、計画通り実施しました。 
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 ウ 地域活動計画 

都内における新型コロナウイルス感染者の増加や、まん延防止等重点措置の発令を受

けて、前年度に続き、地域開放型行事、ボランティア受入れ、実習・職場体験等の受け

入れを休止しました。このような中、近隣の保育園児達から敬老のお祝いの手紙をもら

い、クリスマスには、デイサービスの利用者が自分たちで作成したリースをお返しする

など交流を図りました。 

 エ 施設整備計画 

食事サービスの質の向上を図るため、７月に適時適温で食事を提供できる温冷配膳車

を導入しました。さらに、安全と動線を確保するため、厨房内の不要な調理器材を撤去

し、経年劣化したシンクを更新しました。さらに、食品保管用の冷蔵庫を購入し、10 月

からクックチルで主菜の提供を始めました。 

また、令和２年度に引き続き、中野区長期保全計画に位置付けられている照明及び空

調機の改修工事については、特養 3 階フロアを実施しました。 

 

その他の施設全体計画に対する取り組み状況については、別添資料のとおりです。 

 

２ 小淀ホーム 

業務の改善、効率化のためＩＣＴ機器の導入、特殊浴槽の更新、業務量調査を実施しま

した。ＩＣＴ機器については、環境整備として WiFi 設備を敷設し、見守り機器や自動で

記録できるバイタル測定器などを導入しました。特殊浴槽については、老朽化した寝台式

の浴槽を更新し、介助時の負担軽減と衛生環境の向上を実現することができました。業務

量調査については、各業務に要している時間を把握し、課題を洗い出し、改善に向けた取

り組みのデータを得ることができました。また、給食については、温冷配膳車を導入し、

温かいものは温かいまま、冷たいものは冷たいまま食事の提供ができるようになりまし

た。利用者からも好評で、食の楽しみをさらに大きくすることができました。 

ノーリフトケア（抱え上げない介護）を推進するため移乗用リフトを導入しました。ベ

ッドから車椅子への移乗介助において、介助する側・される側共に負担の軽減と安全性の

確保ができるようになりました。 

人材確保については、外国人採用として特定技能 1 号（介護）を採用することができ、

多様な人材確保につながる道筋をつくることができました。 

新型コロナウイルス感染の拡大が特別養護老人ホーム内で 1 月末から 3 月初旬にかけ

て発生しました。発生は、３階のみに抑えることができ、この期間内で合計利用者 17 名、

職員 13 名が陽性となりました。入院することができたのは利用者１名で、その他の方は

施設内療養となりましたが重症化することなく回復することができました。 

以下に、計画に対する取り組み結果の詳細を報告します。 
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(1) 重点課題に対する取り組み 

ア 人材の確保（採用・育成・定着）のための取り組み 

行動計画 取り組み状況 

統一した指導を行うため、新規職員育成マニ

ュアルを活用し新規採用職員の育成を図る 

育成マニュアルを基に育成を進め、目標

の期間を目途に成長でき、担当業務を増

やすことができた。特養においては、常

勤 4 名、非常勤 5 名を新規採用し、各自

が順調に成長した。 

ノーリフトケア※を推進するため、新たにリ

フトを導入する 

事前の試行で教育の準備を進め、11 月に

導入した。安全に利用するため職員に座

学と実地の研修を実施した。その後、対

象利用者への活用を開始した。 

ケアの質の向上と業務の効率化等を図るた

め、①機械浴槽の更新、②温冷配膳車の導入、

③Wi-Fi 設備の敷設・ICT 機器を導入する 

機械浴槽は 6 月に更新し、介助時の負担

が軽減された。温冷配膳車は 7 月に導入

し、食事ごとに適切な温度で食事提供が

できるようになり、利用者からは温かく

ておいしいなどの意見もあり満足度も

上がった。Wi-Fi 設備の敷設、デジタル

化に伴う電話交換機の更新・ICT 機器購

入は、法人として補助金を申請し、1 月

に工事及び購入が完了した。ICT 機器に

関しては、利用方法を説明の上、活用を

開始した。 

業務の見える化を行うため、9 月に業務量調

査を行う 

調査内容と実施方法の詳細を協議の上、

12 月に調査を実施した。 

業務量調査をもとに業務スケジュールの見

直しを行い介護職員の適正配置を検討する 

12 月に調査を実施し、1 月には集計によ

り各業務の業務量の実態を把握するこ

とができたが、新型コロナウィルス感染

のクラスター発生により検証が十分に

進められなかった。今後、集計結果の分

析を進め、業務の効率化や職員の適正配

置を検討する。 

※ノーリフトケア＝抱え上げない介護 

 

イ 安定した経営を実現するための取り組み 
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行動計画 取り組み状況 

事業目標を達成するため、毎月の事業成果の

分析や情報交換（加算取得状況の確認を含

む）を行い、執行状況をもとに対策を協議す

る 

コロナ禍であっても事業目標を達成で

きるように各事業の収支状況の確認と

対策や居宅支援事業所への営業活動な

どについて具体的に協議し、遅滞なく進

行するように取り組んだ。新規加算につ

いては、各事業で準備を進め、特養につ

いては新規に 4 月から安全対策体制加

算、7 月から科学的介護推進体制加算

（Ⅱ）を、介護保険センターについては

6 月から特定事業所加算（Ⅲ）から単位

数の多い（Ⅱ）を算定開始した。 

災害（感染症）が発生した場合も速やかに対

応し事業の再開ができるよう BCP を策定し

これに基づくシミュレーションを実施する 

感染症と自然災害に関する BCP 策定に

4 月に着手し、12 月までに計画の概要を

まとめることができた。詳細の行動内容

などは、今後整備を進める。 

 

ウ 個別ケアを基本とした利用者サービスの提供 

行動計画 取り組み状況 

ユマニチュード（認知症ケア技術）の理解と

実践のため、専門職向けオンライン研修を受

講する 

認知症ケアの推進役となる職員が9月に

研修を受講した。基礎の研修について

は、合計 20 名が受講した。 

考えて行動できる職員の育成ため、医療ケア

や救急対応、移乗技術の研修を定期的に実施

する 

より適切な感染症対策が実施できるよ

うにするため感染症の認定看護師を外

部講師として招き研修を実施した。リフ

ト導入に向けノーリフトケアの研修を

実施した。12 月より業務でのリフト活用

を開始した。 

 

エ 在宅生活及び認知症支援の拠点とし地域に貢献する活動の実践 

行動計画 取り組み状況 

広報活動および地域住民とのつながりを深

めるため、地域活動を再開する 

地域活動の再開については、新型コロナ

ウイルス感染状況を踏まえ、毎月検討し

たが再開できる状況ではないと判断し

た。認知症カフェに関しては、以前の参
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加者に手紙を送り、近況を知らせてもら

った。認知症理解の啓発活動である「Ｒ

ＵＮ伴なかの＋（らんともなかのぷら

す）」に参加した。 

 

(2) 各事業の実施状況（重点的に取り組むとした事項） 

ア 特別養護老人ホーム 

① 職員育成と定着 

行動計画 取り組み状況 

新規採用職員に統一した指導を行うため、新

規採用職員育成マニュアルや介護スキルチ

ェック表を活用して育成状況の評価と OJT

を実施し、新規採用職員の育成を図る 

(1) ア の記載に同じ。 

質の高いケアを提供するため、認知症ケア・

医療ケア・救急対応・移乗技術の施設内研修

を実施する。認知症ケアの基本を定着させる

ためユマニチュードについては外部研修を

受講する。 

(1) ウ の記載に同じ。 

 

② 働きやすい職場環境づくり 

行動計画 取り組み状況 

ノーリフトケアを推進するため、新たにリフ

トを導入する 

(1) ア、ウ の記載に同じ。 

職員の負担減少と業務の効率化を図るため、

機械浴槽を更新する 

(1) ア の記載に同じ。 

ケアの質の向上と業務の効率化のため、ICT

機器を活用する 

(1) ア の記載に同じ。 

業務の見える化を行うため、業務量調査を 9

月に行う 

(1) ア の記載に同じ。 

業務量調査をもとに業務スケジュールの見

直しを行い、介護職員の適正配置を検討する 

(1) ア の記載に同じ。 

 

イ 短期入所生活介護事業 

① 利用者、家族、ケアマネジャーに選ばれるショートステイとなる 

行動計画 取り組み状況 
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施設内における多職種連携強化のため、情報

共有や連携方法の見直しを行う 

 

 

フロアでの業務が円滑に実施できるよ

う手順を見直し、統一した。 

ショートステイおよび特養利用率達成のた

め、居宅ケアマネジャーへの情報提供と営業

を定期的に実施し毎月の申込者数を増やす 

 

毎月の実績報告は、居宅介護支援事業所

を訪問し、ケアマネジャーとの情報交換

を含め実施することで連携を深めた。そ

の結果、申込件数は、一時増加したが、

新型コロナウィルス感染の拡大により

利用受け入れを中止したため２月以降

は減少した。 

 

ウ デイサービスセンター(認知症型通所介護) 

① 人材の育成と定着 

行動計画 取り組み状況 

認知症ケアの専門職を育成するため、認知症

介護の基礎と実践を学ぶ 

(1) ウ の記載に同じ。 

ユマニチュード（認知症ケア技術）の理解と

実践のため、オンライン研修を受講する 

(1) ウ の記載に同じ。 

腰痛予防のため、ノーリフトケアの定着を図

る 

 

スライディングボードの活用を推進し、

抱え上げない介護を定着させるため実

地の研修を２回開催した。 

業務の見える化を行うため、業務量調査を行

う 

(1) ア の記載に同じ。 

残業時間縮減するため、業務量調査をもとに

業務スケジュールの見直しと標準化を図る 

 

業務スケジュールの見直しにより廃止

できる業務は廃止した。また、常勤と非

常勤の業務分担内容の偏りを解消する

ため非常勤職員もリーダー業務が実施

できるようにした。その結果、業務分担

の偏りが解消され、残業時間についても

前年比 33.2％削減することができた。 

 

② デイサービスの特徴の強化 

行動計画 取り組み状況 

活動プログラムの内容と効果を理解するた 全ての職員が効果的に活動を実施でき
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め、多機能カラオケ機器のコンテンツの活用

を推進する 

 

るようにプログラム内容を周知した。ま

た、新しいコンテンツを取り入れること

で活動プログラムを充実させた。 

脳活性化プログラム（シナプソロジー）のメ

ソッドを理解し実践するため、インストラク

ターを養成する 

インストラクター養成講座を２名が受

講し、インストラクターを増員すること

ができた。 

余興ボランティアの活用のため、リモート等

の環境を整備する 

 

オンラインによる活動を実施できるよ

うにするため WiFi 設備や投影するスク

リーンを購入するなどの環境を整備し

た。その結果、オンラインツアーを３回

開催し、外出が困難な状況の中、旅行気

分を味わっていただける機会を設ける

ことができた。 

 

エ 小淀介護保険センター 

① ケアマネジメントの質の向上 

行動計画 取り組み状況 

看取りケアの対応力を向上させるため、医療

系事業所と訪問介護事業所との連携を強化

する 

12 と 3 月に訪問介護事業所とオンライ

ンにて勉強会を開催した。各事業所と看

取り介護における課題等について話し

合い、互いの考えを確認でき連帯感を強

化できた。 

ケアマネジメントの質の向上の為、事業所内

で情報共有を図りチームで対応する 

 

毎週、情報共有とマネジメントに関する

協議の機会を設けた。担当以外のケース

について考察することで担当不在時で

も対処でき、サービス向上になった。 

事業所のケアマネジメント能力のレベルア

ップと特定事業所加算算定のため、新たに 1

名主任介護支援専門員の資格を取得する 

新型コロナウイルス感染拡大により資

格取得の研修は 1 回のみの開催となり、

開催時点では受講予定者の実務経験要

件が満たされず受講することができな

かった。 

 

② 施設内の事業所との連携 

行動計画 取り組み状況 

全職員が小淀ホーム他事業所の利用状況を 2 ケ月に 1 回開催した。各事業の状況報
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把握するため、デイサービス・ショートステ

イ・特養との情報交換会を開催する 

告と意見交換、ケアマネジャーの視点か

ら在宅利用者のニーズを伝えた。 

 ※行動計画は、職員が所属している係が所管する事業所のみならず、他の係が所管する事業所の状況につ

いても把握する目的で、情報交換会を開催するものである。 

 

③ 地域から選ばれる事業所 

行動計画 取り組み状況 

地域住民とのつながりを深めるため、認知症

カフェを再開する 

 

新型コロナウィルス感染の状況を踏ま

え、再開に向けた確認を毎月実施した。

感染状況から再開はしなかった。 

 

(3) 施設全体計画に対する取り組み状況 

施設全体計画に対する取り組み状況のうち、特徴的な取り組みについて、以下にその取

組結果を報告します。 

 ア 職員研修計画 

新型コロナウイルス感染予防のため感染症の認定看護師を講師に招き、感染防止策の

研修の実施と施設内の感染対策状況について視察していただきました。認知症介護の強

化のため基礎知識習得のための研修を全職員対象に順次受講を進めました。 

 イ 地域活動計画 

新型コロナウイルス感染予防のため状況判断しながら実施に向けた検討を毎月実施し

ました。結果としては、感染拡大の大きな波があり、活動再開には至りませんでした。

ただし、感染終息のめどが立たない状況が継続している中でも実施可能な方法を探り、

再開できるよう検討を開始しました。 

ウ 施設整備計画 

温冷配膳車、機械浴槽は、計画通り導入しました。WiFi 敷設と見守り機器導入の実施

は、半導体不足等の影響により計画より遅れましたが実施できました。中野区の長期保

全計画に基づく換気設備の改修、照明器具の LED 化などの計画された工事は全て実施

されました。また、厨房のアクアオゾン設備改修工事については約 1 ヶ月の間、厨房を

閉鎖する必要があり調理ができない状況になりました。そのため工事期間中の食事提供

は、外部の配食サービスを利用することで対応しました。 

 

 その他の施設全体計画に対する取り組み状況については、別添資料のとおりです。 
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３ 事業担当部 

事業担当部は、ヘルパーステーション中野（訪問介護）、しらさぎ 24 訪問介護看護ステー

ション（定期巡回・随時対応型訪問介護看護）の訪問サービスと東中野地域包括支援センタ

ーの各事業において、だれもが住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるように、適切か

つ公正な事業を実施し、地域包括ケアの推進と質の高いサービスの提供に取り組みました。

また、令和 3 年度は、令和３年２月に開設したヘルパーステーション中野居宅介護支援事業

所の実質的な 1 年目として、各サービスとの連携により支援体制の強化を図りました。 

ヘルパーステーション中野では、この数年、登録ヘルパーの人員数と稼働時間数減少に対

応するため、サービス提供責任者の訪問援助時間増に取り組んできました。職員であるサー

ビス提供責任者の訪問援助により、比較的高いレベルの介護技術を必要とする身体介護の対

応力が全体的に高まりました。令和 3 年度の援助時間数は、前年度に比較して合計時間数は

やや減少しましたが、身体介護時間数は年間約 1,000 時間増加しました。また、令和 3 年度

は新たな介護業務システムの導入によって ICT の活用による業務の効率化と情報共有、特

定事業所加算Ⅱの算定開始によるサービスの向上と収入の確保を進めることができました。

さらに鷺宮圏域では訪問介護と定期巡回の職員が双方の利用者を支援する体制を整備し、利

用者の状況やニーズに応じたサービス提供体制を整えました。 

新型コロナウイルス感染症には、職員・ヘルパー合わせて６名が感染しましたが、利用者

にも協力を得ながら職員・ヘルパーが感染予防対策を徹底し、事業に特に大きな影響はあり

ませんでした。 

ヘルパーステーション中野居宅介護支援事業所では、6 月に非常勤介護支援専門員を異動

により増員し、特に中野区中心部の利用者の確保に取り組みました。 

 東中野地域包括支援センターでは、新型コロナウイルス感染症の影響により当初計画して

いた地域活動を展開することができない状況にありましたが、関係機関や地域の町会、民生・

児童委員との連携により、地域の高齢者の権利擁護や介護予防等に取り組みました。 

 各事業の重点課題に対する取り組み結果は以下のとおりです。 

 

(1) 重点課題に対する取り組み 

ア ひとり暮らしや認知症でも安心して暮らせるサービスの提供と地域づくり 

行動計画 取り組み状況 

鷺宮圏域でのサービス提供力を強化するた

め、ヘルパーステーション中野の鷺宮方面

担当者をしらさぎホームに配置すると同時

に、定期巡回の職員をサービス提供責任者

と兼務させることにより、鷺宮エリアの利

用者を増加させる 

ヘルパーステーション中野のサービス

提供責任者（鷺宮圏域担当者）2 名をし

らさぎホームに配置し、両事業のサービ

ス提供力強化を図った。排泄介助や移乗

介助等の短時間の身体介護のみを必要

とする利用者が前年度に比べて 10 名増
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加した。定期巡回職員のサービス提供責

任者兼務については、その進め方を検討

した。 

ひとり暮らしや認知症を支えるサービスを

強化するため、従事者のスキルの向上を図

る。特定行為業務従事者、認知症介護実践

者研修修了者を養成する 

新型コロナウイルス感染症の影響もあ

り、特定行為業務従事者、認知症介護実

践者研修修了者の養成には至らなかっ

た。改めて受講方法を検討することとし

た。 

多様化する高齢者の生活ニーズに対応する

ため、新たによりそいサービス（生活支援

自費サービス）を開始する。サービスの担

い手には、高齢のヘルパーを活用する 

利用者や対応できるヘルパーを想定し

準備を進めた。 

 

イ ICT の活用による業務の効率化 

行動計画 取り組み状況 

ICT 機器の導入により業務の効率化を推進

し、サービス提供責任者の事務作業の時間

を削減する 

新システムへの移行（操作方法の習得、

データ入力、職員・ヘルパーへの操作説

明等）を 6 月から開始し、8 月に完全移

行した。移行には相当な時間を要した

が、10 月には導入前と比較し 1 人当たり

月 10 時間程度の事務作業時間を削減し

た。 

事務作業の削減により生じた時間等によ

り、サービス提供時間を増加させる 

 

ウ 収入の確保 

行動計画 取り組み状況 

介護サービスの質の向上と収入の増加を図

るため、特定事業所加算Ⅱを取得する 

新たなシステムの導入に合わせ、5 月に

特定事業所加算算定を申請し、6 月から

算定を開始した。 

居宅介護支援事業所の併設により、利用者

の状況や状態に応じたサービス提供を実現

すると共に、安定的な運営を実現する 

6 月に非常勤の介護支援専門員を異動に

より配置したため目標利用者数を改め

て設定した。概ね目標を達成した。 

 

(2) 各事業の実施状況（重点的に取り組むとした事項） 

ア ヘルパーステーション中野 

① 重点課題の推進 



31 

行動計画 取り組み状況 

重点課題に同じ。 

 

② 新たな自費サービスの開始 

行動計画 取り組み状況 

重点課題に同じ。 

 

イ しらさぎ２４訪問介護看護ステーション 

① 重点課題の推進 

行動計画 取り組み状況 

重点課題に同じ。 

 

 ウ ヘルパーステーション中野居宅介護支援事業所 

① 重点課題の推進 

行動計画 取り組み状況 

重点課題に同じ。 

 

エ 東中野地域包括支援センター 

① 複雑化する相談に対応するための職員育成 

行動計画 取り組み状況 

全職員が虐待通報に対応できるよう、権利

擁護業務に関する基準を明確にした進捗管

理シートを作成し、自己と他者による二重

チェックを行う 

新規採用職員に対して進捗管理シート

により個別指導を実施した。権利擁護に

関する業務では、各職員の知識・経験に

より対応力に大きな差異があるため、特

に経験の浅い職員のケースについては

指導職員とともに進行管理を行った。 

毎月所内研修を開催し、職員が交代で講師

を務める 

 

 

新型コロナウイルス感染症対策として、

年間を通して所内での分散勤務を実施

した影響により、所内研修が計画通り進

めることができなかった。次年度への課

題とする。 

各ケースの対応内容を共有し、アドバイス

し合える環境をつくるため、所内ケース検

討会議を定期的に開催する 

所内のネットワークを活用するなどし

て情報共有し、定期的に検討会議を開催

した。 
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(3) 事業担当部年間計画に対する取り組み状況 

部の全体計画に対する取り組み状況のうち、特徴的な取り組みについて、以下にその取

組結果を報告します。 

 ア 職員研修計画 

令和３年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により、年間研修計画の内容を書面に

よる研修に替えて実施しました。東京都の新型コロナウイルス感染症の感染者数が比較的

減少した 12 月から 1 月にかけて、書面による研修と同じ内容の集合研修を小規模人数で

実施しました。 

 

  事業担当部全体の年間計画に対する取り組み状況は、別添資料のとおりです。 

 

４ 東京都福祉サービス第三者評価の受審 

(1) しらさぎホーム 

 評 価 機 関  一般社団法人 特養ホームマネージメント研究所 

 評価実施期間  令和３年 7 月 29 日から令和３年 10 月 21 日まで 

 全体の評価講評 

 （特に良いと思う点） 

① 新規職員の教育体制の充実、技能実習生の採用など少しずつ成果が上がっているこ

とで、事業所の仕事に対し意欲の高い職員が多い。 

② 組織全体のポジティブな空気が、サービス提供面にも成果が現れており、利用者・

家族の満足度が高い。 

③ 他職種が協力する食事介助の取り組みにより、誤嚥性肺炎による入院者が減少して

いる。 

 （さらなる改善が望まれる点） 

① 入所受け入れまでのフローチャートをより具体的にするとともに、利用案内につい

ても、小冊子にまとめ高齢世帯でもわかりやすいよう配慮する。 

② 次の業務を視野に入れたあわただしい食事介助、トイレや入浴時の待ち時間が長い

など感じさせることがある。そうした日常のケアを改善する。 

③ 様々な研修等の機会が与えられていることを職員も評価している。今後、コロナ禍

であることを踏まえ、ICT を活用した職員教育体制の強化・拡充をしていく。 

 

(2) 小淀ホーム 

評 価 機 関  株式会社 福祉規格総合研究所 

評価実施期間  令和 3 年 5 月 20 日から令和 4 年 1 月 14 日まで 

全体の評価講評 
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（特に良いと思う点） 

① ノーリフトケアを段階的に進めており、福祉用具を活用しての移乗介助の標準化を

実現、利用者と職員双方のさらなる負担軽減を目指している。 

② 人材の確保と育成は常に最重要課題の一つとしており、現在は現場の職員が中心

になって新採用職員の育成に取り組んでいる。 

③ チームワークよく多職種が連携して、効果的な利用者支援につなげている。 

（さらなる改善が望まれる点） 

① 多職種連携をより活性化させるためにミーティングの時間確保と活用を進めてい

きたい。 

② 業務の効率化と標準化を進め働きやすい職場環境作りを継続していく。 

③ 根拠に基づいた介護の実践を目指していく。 

 


