
２０１９年度 ケアハウス モアヤング事業計画（実績報告） 
 
１ 利用定員      ６０名 
 
２ 営業日       無休 
 
３ 営業時間      ２４時間体制 
 
４ 組織目標について 
 
 
＜経営目標＞ 
・年間入居契約率９９％の達成を目指す 

安心・安全・安価なケアハウスでの生活の提供と、その魅力をアピールしていく。今年度

に１５床を特定入居者生活介護施設に転換し、入居契約率を安定させ財務体質を強化する。 
  
その為の具体的な取り組みとして、 

① 各地域包括支援センターや、各病院の退院支援室等との関係性を密にすることで、

日頃からの情報相談体制の構築を目指す。特定開始も含め、入居契約率の安定化に活か

す。⇒日ごろから、包括支援センターをはじめ、他居宅や病院の SW との連携を継続し

ている 
② 入居申込時に詳しい状況を確認できる様に様式の見直しをする。⇒様式変更 
③ 入居申込の受付時点や、定期的にミーティングにて職員間での情報共有をする。 
④ 入居申込をされた方に、年１回現況確認をし、最新情報を把握していく。担当ケア

マネジャーにも確認していく。 
⇒２月に実施 
 現況調査結果４３名送付し、３７名返送あり（継続２８名、キャンセル９名） 

⑤ 自治会型デイホームや「茶房 もあやんぐ」に来られる地域住民（岡保・和田地区

の住民・ボランティア・民生員）との交流を通して、地域の独居高齢者等の情報を積極

的に収集すると供に、競合施設（サービス付高齢者住宅等）には無いケアハウスの強み

である、低料金・安心・安全・快適な生活の提供できる施設である点を積極的に情報発

信し、潜在的な入居見込者を確保する。 
⇒今年度は、特定開始にて業務が安定していないため、自治会型デイホームへの参加は

していない。 
茶房もあやんぐは、６月に大極舞＆フットセラピー（参加者：２０名）開催する。 



和田地区ふれあいまつりに地域の事業所とともに参加する。 
あずま包括圏域のキャラバンメイト定例会（年４回）に参加し、他事業所との情報交換

を行う。 
老施協主催の生活相談員研究会に参加して、他事業所との情報交換を行う。 

  
〈ケアハウス対応件数〉 
   
 見学 申込  見学 申込  見学 申込  見学 申込 
４月 ５ ２ ５月 ３ ３ ６月 ３ ２ ７月 １ ２ 
８月 ５ ８ ９月 ４ ４ 10 月 4 4 11 月 0 0 
12 月 1 1 １月 3 1 ２月 3 ２ ３月 2 1 

 
 〈上半期稼働率〉 上半期通算稼働率…９３．９％ 
  

４月 ９３．３％ ５月 ９３．３％ ６月 ９５．０％ ７月 ９６．６％ 

８月 ９６．６％ ９月 ９６．６％ 10 月 １００% 11 月 １００% 

12 月 １００% １月 １００% ２月 １００% ３月 １００% 

＜サービス目標＞ 
・入居者様の活動の幅を広げられる仕組みづくりを目指す 
行事の在り方を見直し、入居者様が積極的に参加してもらえるような仕組みづくりをするこ

とで、充実したケアハウスでの生活を送れるよう支援する 
 
その為の具体的な取り組みとして、 

① 現在の四つ葉会や施設内外の行事の見直しをする。また、入居者様の声を反映した活

動内容にしていき、参加率をアップしていく。 
② 現在のラジオ体操のスタンプカードの見直しを行うとともに、他の行事参加でも活用

できるようにする。 
⇒ラジオ体操参加のスタンプカードをリニューアルし、他の活動でもスタンプが集め

ることができるように変更すると、ラジオ体操とクラブ活動等の参加率がアップした 
 

③ 法人内でのボランティア活動や、市内の文化祭での作品展示等の情報提供をし、意欲

をもって参加できるようにする。 
⇒夏祭りでは、作品展示コーナーを設けて展示する。 

    ⇒ふくい桜まつりの桜のあかりプロジェクトに参加する（桜の灯ろう作り１５０個） 
 
 



＜業務目標＞ 
・特定施設入居者介護サービス開始に伴い、つながる介護を目指す 

特定施設入居者介護サービスを開始することで、一般型→特定→特養と継続した支援がで

きるため、入居者様やご家族様が安心して生活できる体制となった。その為、職員間での連

携・協力体制を強化できるような仕組みづくりをする。 
 
その為の具体的な取り組みとして、 

① 個人情報シートを見直すことで、入居者様の情報（生活歴や入居後の情報等）を伝え

られるようにする。⇒個人情報シートを見直しを行う。（特定利用者） 
② ケアハウス全体での業務見直しを行うとともに、一般型での業務と特定での業務連携

が出来る体制になるようなマニュアル作成を行う。 
⇒一般型と特定の職員との連携、業務の調整を行い体制作りを行う。 

③ ケアプランの中のケアハウスとしての役割を明確にするとともに、毎月のモニタリン

グを行い評価していき、ケアマネジャーとの情報共有を行う。 
⇒居宅への情報提供はおこなっているが、今後提供方法等を見直していく。今年度は

具体策は出せていない。次年度に繋げていきたい。 
 

 
＜職員教育目標＞ 
・職員の個性を活かし顧客対応力を高める組織体制を確立する 

職員個々の個性を尊重しながら、施設の更なる発展の為に、専門的知識の習得と福祉人

材としての資質向上を目指し自己研鑽を行う。 
 
その為の具体的な取り組みとして、 

① 職員に対し外部研修への自発的な参加を促し、個々の見識を深めると供に、外部環境

の変化を肌で感じ、危機意識を持って日々の業務に取り組みながら、長期的に自己の

能力開発に努める。 
⇒外部・内部研修に参加できるように、部門内での業務調整を行い参加している 

② 介護福祉士受験資格がある職員は、実務者研修を受け、介護福祉士の資格取得を目指

す。 
⇒実務者研修受講者１名。受講しやすくする為、社協の補助金を申請する。 
 介護福祉士合格者１名。 

  



2019 年度 デイサービスセンター モアヤング 事業計画（実績報告） 

 
１ 利用定員  ３０名（月曜日～金曜日） １０名（土曜日） 
 
２ 営業日   毎週、月曜日～土曜日（１２／３１～１／３まで定休日） 
 
３ 営業時間  午前８時３０分～午後５時３０分 
 
４ 組織目標について 
 
 
＜経営目標＞ 

年間稼働率８８％の達成を目指す。 
 

取り組み内容 
① 各日（土曜日を除く）の利用者登録数を３５名にする。 
② 毎月の居宅報告書を直接事業所へ持参し、担当ケアマネジャーとの信

頼関係を構築し、新規利用者の獲得活動を行う。 
③ ケアハウス特定化に伴い、ケアハウス入居者のデイサービス利用者で

特定サービス移行予定者が減少する見込みであり、特定サービス開始

後の経営対応策を講ずる。 
 

 毎月、居宅報告書を各事業所に直接持参して、情報収集をしている。 
年間の新規利用者２２名、利用終了者は、特定サービス開始時に１０名が同時に

減少し、年間２５名となる。 
 
各月の稼働率としては、 
４月（７８．６％）  ５月（８２．０％）   ６月（７９．５％） 
７月（７８．３％）  ８月（８０．７％）   ９月（８３．２％） 
１０月（７９．０％）１１月（８２．５％）  １２月（８２．６％） 
１月（８３．５％）  ２月（８３．５％）   ３月（８５．８％） 
となり、年間の平均稼働率（８１．６％）、昨年度比１％増となった。 

 
 
 



 
＜サービス目標＞ 
  利用者様に、また来たいと思って頂けるデイサービスにする。 
     

取り組み内容 

① 利用者様のニーズを引き出せるように、コミュニケーション法の工夫

をする。 

② プラン達成の為のプロセスを、利用者様と職員とが一緒に考える。 

③ 担当利用者様の事を一番に理解し、他の職員に伝達する。 

     ④ サービスの提供内容を再検討し、利用者様に満足して頂けるデイサー 
ビスを構築していく。   

     ⑤ 総合支援事業（基準緩和サービスＡ型）は、継続して行うと共に、 
       先ずは、１単位（１０名）の定員登録を目指す。 
 
 職員が、各々の担当者のニーズを的確に把握し、また、個別機能訓練では、計画

の段階から多職種が連携して協働し、日々の生活で達成可能である具体的な目標を

設定し計画を実行した。目標に対しては、一部未達成及び、止む得ない事情での計

画終了者が発生した。またＡ型サービスについては、担当職員の退職に伴い、休止

する事となった。 
 
 
＜業務目標＞ 

業務の効率化と簡略化を行い、収益を確保できる体制にする。 
 
取り組み内容 
① 月１回業務の検討会を開催し、ムダ・ムラ・ムリな業務を見直して、

必要な業務に専念する。 
② 週間、月間、年間業務予定表の見直しを行う。 
③ 全スタッフが、これまでの思い込みや習慣で行っている業務と物品を

見直し、経費削減に努める。 
 

会議の中で、各々が担当する業務について問題点を洗い出し、適宜、見直しを行

った。一例として、連絡帳の次回利用予定日を削除する等、細かいことではあるが

省けるものを省き、業務と物品の削減に努めた。 
 
 



＜職員教育目標＞ 
   専門性を高め、介護福祉施設としての意識を高める。 
      

取り組み内容 
① 経験年数に併せた資格取得の為の支援をする。 
② 各外部研修の情報収集を行うと共に、法人内で行われる研修に各職員

が積極的に参加する。 
 

外部研修へ職員が参加し、デイサービス内で伝達研修を行っている。また、デイ

サービスの交換研修や、外部からの実習生を積極的に受け入れ、情報交換に努めた

（医科大生２回８名受け入れ、交換実習生２回２名）。尚、３月に予定していたデイ

サービス担当の内部研修は、コロナウイルス感染拡大の為、中止となった。 
  



2019 年度 モアヤングこもれびホーム事業計画(実績報告)      

１ 利用定員      ８０名 
 
２ 営業日       無休 
 
３ 営業時間      ２４時間体制 
 
４ 組織目標、ビジョンについて 
 
 
経営目標 

① 年間入居率９６％を目指します。 
入院で空床になった部屋を出来る限りショートステイで利用できるよ

うにします。 
又、居宅介護支援事業所・デイサービス事業所・特定施設入居者介護

事業所・ケアハウスの各事業所と連携を密にし、稼動 UP に努めます。 
 

４月～３月までの退去者 １８名 
４月～３月までの入居者 １７名 
４月～３月までの平均稼働率 ９６.６３％ 

     前年度の月平均退所者数は１.６７人 
     今年度の月平均退所者数は１.４２人（上期１.３３人 下期１.５人） 

上期の退所者ペースは例年通りであったが、下期においては鈍化した 
前年度の日平均入院者数（外泊含む）２人 
今年度の日平均入院者数（外泊含む）１.５人 
前年度と比べ入院者数の減少がみられた。 

     今年度の平均稼働率は９６.６３％ 
       
教育目標 

① 介護福祉士取得率向上に努める。 
介護福祉祉士２名取得・介護支援専門員０名  
他の資格として、喀痰吸引の資格を４名取得しました。 
実務者研修２名受講しました。 
 
 



② OJT ・OffJT による年間教育を行う。 
４月入社の新人教育研修。 
年間通して認知症研修。施設での伝達勉強会。 
介護力レベルアップ研修に参加した。 
 

③ 外部講師を招き勉強会を開催する。 
５月に接遇についての外部講師による勉強会。 
７月にユニチャームによるおむつの講習会を実施した。 
８月に普通救命講習について東消防署に来ていただき受講。 

 
ご家族との交流目標 
   ご家族との交流を深め、イベントに積極的に参加していただく。 

ユニット毎の行事をお知らせし、家族と一緒の行事参加を実施。 
８月には夏祭りを行ない、家族・地域の方共に参加して楽しんで 
いただいた。 
 

ケアにおける方針 
     ご利用者一人一人の能力に応じ、自立した日常生活を営むことが少

しでも出来るよう、心身機能の維持、向上ならびに、人間らしく生き

ることへの意欲が持てるような環境作りを心掛け、個性を大切にした

援助に努める。ご家族・ご利用者との信頼関係を構築し、地域社会と

ふれ愛の出来る環境作りを目指します。日々、介護・看護の知識の向

上を目指し、介護のプロとして社会に貢献していきます。 
特色と方向性について 
     それまでの暮らしや環境を可能な限り継続し、ご利用者の思いと笑

顔を大切にし、望ましい生活が出来るよう支援していきます。積極的

にご家族参加イベントを企画し、地域の人たちや職員との関わりを通

して、生きがいや喜び、楽しさを感じてもらえるような体験が多く出

来る活動やレクを実践していきます。 
     こもれびホーム職員として「常に笑顔で心優しく誠実に」を目標に、

専門職であるという意識をもって励みます。 
     また、積極的に AI や介護ロボットなども取り入れ、活用し職員の業

務負担軽減を目指し、よりご利用者とコミュニケーションを図ってい

きます。 
思いやりのある介護士を目指す取り組みとして、朝礼時には日々の代

表者を指名し挨拶標語を唱和した。 



介護ロボットを導入し、特に夜間の職員の業務負担軽減につなげるこ

とが出来た。 
 
具体的な取組み 

① 一年を通して、職員の面談を実施する。仕事に対しての意欲や理解、

ストレスケア等を行い、目的や目標を共有し人材育成に努めていきま

す。また、面談シートを作成し、個人評価を行い、シートを基に面談

を実施していきます。 
今年度もほぼ全職員に対しての面談を行った。こもれびのモデル行動

チェック表を元に自己評価・上司評価も行い、個人目標に対しての成

果と個人の仕事に対しての思いや悩み事、ストレスを感じていないか

など聞き取りをしながら、面談シートを使用し面談を行うことが出来

た。 
                                                                                 

② 自立支援に向けて、施設全体で日々歩行訓練を行い、基本ケアを実践

しながら、その人らしい生活が出来るよう支援していきます。 
毎月、会議で報告しながら、日々の歩行訓練を施設全体で行ってきた。 
毎日の訓練により、立ち上がりや歩行がスムーズになり、言葉や会話

もより出来るようになられた方がいて家族や本人も喜ばれている。 
 

③ ご家族参加企画・夢（やりたい事）の実現を増やしていきます。 
また、このような企画を作成し、達成することで職員のやりがいと

活性化を図ります。合わせて、ご利用者の楽しみ・やりたいことも一

つでも実現し、思い出作りをしていきます。 
思い出作りのポスターを作成し、廊下やエレベターに貼り、家族に

参加していただけるようにしている。４月に利用者様がご家族や親戚

と過ごすため、桜の花を眺めながらの食事会を行ない、家族と過ごす

思い出作りをされた。家族の思いもあり、７月にはこもれび全体でプ

ロのハープ奏者の方に来ていただいてハープコンサートをし、９月に

も敬老会にてハープの演奏をしていただいた。ご家族との交流も深ま

り、他のご利用者にも、きれいな音色を楽しんで喜んでいただけた。

後期はコロナの影響もあり、２月頃からは外出や面会もお断りしてい

た。 
 

④ リーダーシップ・チームワークを発揮すべく、介護士としての自覚を

持ち、常に向上心を持って業務に励みます。 



年間通して研修に参加し、研修者が伝達講習の勉強会を行なっていく。

そして介護技術の向上を計っていきます。 
外部研修に月２名参加し、伝達勉強会を行なっている。  

６月 認知症の人の暴言暴力・介護拒否への対応の伝達勉強会 
７月 眠れない方のケアの伝達勉強会 
９月 せん妄の方のケアの伝達勉強会 
９月 褥瘡の事例勉強会（感染委員会） 

１０月 高齢者の嚥下障害についての勉強会 
１１月 高齢者の統合失調症の方へのケアの伝達勉強会 
１２月 BPSD の理解と対応の伝達勉強会 
 ２月 認知症の方との心の対話の伝達勉強会 
 
委員会からは施設内勉強会として、年間に以下の事を実施した。 
事故防止委員会 １２月 虐待に関する勉強会 ２月 KYT 勉強会 
身体拘束委員会 １２月 身体拘束の勉強会 
感染予防委員会 １０月～嘔吐物の勉強会   
 
以上年間を通して研修に参加し、勉強会を行ない介護士としての向上

を目指しました。 



2019 年度 モアヤング介護相談所 事業計画年(実績報告) 
 
１ 利用定員       ３５名（常勤介護支援専門員一人あたり） 
 
２ 営業日        毎週、月曜日～金曜日 
 
３ 営業時間       午前８時３０分～午後５時３０分 

               （営業日、営業時間外の緊急時は２４時間 
電話連絡・相談対応可能） 

   ４ 組織目標について 
 
＜経営目標＞ 
     給付管理件数７０件を目指します。  

その為の具体的な取り組みとして 
１． 入院時情報連携加算、退院退所加算の算定を徹底します。 
２．サービス調整、担当者会議の開催、ケアプラン作成を速やかに 

行い、可能な限りその月の給付管理を行います。 
２． できるだけ要介護の方、重度の方を積極的に受け入れます。 

（要支援の方の受け入れ人数を減らし効率化を図ります。） 
特定施設の移行で担当数が 9 名減少や死亡等の理由で終了が 21 件 

あったが、減少の予測が立った時に積極的に新規の受け入れを行い、

新規の契約数 25 件となった。要介護の比率がアップしたこともあ

り、11 月以降は７０件以上の実績があり、平均７０，５件で目標達

成となった。令和 2 年度も要介護の比率アップ、70 件の給付管理件

数を継続していきたい。 
       
＜サービス目標＞ 
     ご本人だけでなく、家族の自立支援促せるケアマネジャーを 
     目指します。（家族に振り回されない、家族の成長も促していけ

る） 
     その為の具体的な取り組みとして 

１． 利用者、ご家族に様々な角度からの提案、アドバイスをし 
つつ、ケアマネからの押し付けにならないよう、あくまでもご

本人、ご家族の意思で選択してもらえる、言葉がけを心掛けま

す。 



２． 利用者、ご家族に介護保険制度の理解を深めてもらえる説明

を、きちんと行います。ケアマネジメント範疇外で、必要な場

合は、速やかに必要な関係機関へつなげます。   
３． 困難な利用者、ご家族に対して、トラブルが回避できるコミュ

ニケーションを心掛けます。 
癌末期の利用者で、ご家族が介護保険や医療の知識があること

で、家族に振り回されっぱなしのケースがあった。入院で終了

と思われたが、外泊やショートステイの利用がある等ご利用

者、ご家族の気持ちも尊重し支援していけたと思う。 
また主介護者の家族が体調悪化し、一人暮らしが難しくなった

ケースでは、スムーズにショートステイの利用につなげること

ができた。介護者の体調の不安定さが、利用者の不安定さにつ

ながるため、介護者への体調の配慮も考慮しての支援が日頃よ

り必要があると、事業所で情報共有行った。 
 

＜業務目標＞ 
     モニタリングの入力がきちんと行え、利用者の状態把握が適切に 
     行えます。 
     その為の具体的な取り組みとして 

１． 月前半に集中して、モニタリングの入力をする時間を意識的

につくります。 
２． 認定調査、担当者会議では時間的余裕をもってできるように 

調整します。 
３． 必要なポイントを絞り状況把握を行い、訪問時間を短縮でき

るよう工夫します。 
認定調査、担当者会議については、事前に予定を立ててある

程度予定通りに実施できている。モニタリングについては、

余裕をもって取り組むよう心掛け行った。しかし、突発的な

事案の発生時には停滞することが稀にあった。今後は、全て

の作業において、緊急事案等が発生してもいいよう、余裕を

もって事務作業に取り組んでいく。 
   

      
 
 
 



  ＜職員教育目標＞ 
     事業所として困難な利用者への支援を身につけ、スムーズに対応 

が行えます。 
    その為の具体的な取り組みとして、 

１． 事例検討会、多職種連携会議に積極的に参加し、知識を深め、

スキルアップを図ります。コミュニケーションのスキルアップ

研修にも参加します。 
２． 困難な利用者、医療依存度の高い方のケースを積極的に受け入

れ、事業所間で情報を共有し、実際の支援を行い、事業所とし

て二人の経験値を上げます。 
困難なケースでは事業所間で情報が共有できており、経験値を

上げることができた。 
研修では医療介護連携会議では助言者として、自立支援型地域

ケア会議の事例提供者として、ケアマネ二人がそれぞれ関わっ

た。傍聴ではなく主体的な立場で参加することで、積極的に医

師や看護師に質問することができ、様々な視点でアドバイスを

もらい、勉強することができた。 
また 11 月には内部研修で、「ケアマネのお仕事」というテーマ

で居宅としての研修を行った。担当していた事例をもとにグル

ープワーク形式で研修を行った。初めて自分たちが開く研修会

で試行錯誤したが、参加者の方から「面白かった」という意見

も聞かれ、ケアマネの仕事に興味を持ってもらえたらという視

点もあったので、良かったのではないかと思う。 
 


