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令和３年度事業報告 

（重点目標、自己評価・外部評価、地域・家族との連携、ボランティア、身体拘束適正化、研修） 
 
 
◎事業計画重点目標の達成状況について 

重点目標 達成状況 

新型コロナウイルス感染拡大防止の取り組みを継続

するとともに、感染症発生に備えた体制を整えてい

く。  

詰所会議にて発生時の対応について研修会を設けたり、事業継続計

画(BCP)の作成など行った。感染状況に応じ、活動や面会の制限を行

った。 

介護記録の記入・保存等の電磁的対応に着手し、業

務の効率化・負担軽減を図っていく。 

端末機器の扱いの説明を全職員に周知することが難しく、全く取り組む

ことが出来なかった。 

利用者一人ひとりの思いにしっかりと耳を傾け、その

思いをチームで共有し、安心して暮らしていけるよう

支援する。 

せっかく細やかな情報を得たにもかかわらず記録に残っておらず、

中々利用者の思いを共有することが難しかった。記録に関する研修会

を開催し、記録の目的を明確にし、思いを共有できるように努めた。 

優しい笑顔、あたたかい気持ちで関わり利用者の笑

顔を引き出します。 

利用者との関わりの中で笑顔で接することを心掛けた。職員の体調や

気分がすぐれない時には、対応を代わるなどして利用者に不機嫌な様

子を伝えないように努めた。 

 
 
◎自己評価・外部評価について 

自 己 評 価 令和3 年12 月15 日（やまびこ棟）・12 月22 日（日々輝棟）実施 

外 部 評 価 調査日：令和4 年3 月9 日    評価機関名：株式会社ワイエム 

公  表  日 令和 年4 月26 日（出雲市へ最終結果を提出し受理された日） 

 

●外部評価の概要について 

①『外部評価で確認されたこの事業所の優れている点、工夫点』(評価機関記入全文) 

田儀川と JR 山陰線が交差し、日本海が望める国道沿いの風光明媚な地に開設 16 年目を迎えるホームはある。認知症を患っ

ている普通の高齢者への介護へのより良いあり方を目指して、優しく、楽しくあたたかな雰囲気に満ちたホーム作りがなされて

きた。中庭の芝生の上で日光浴をしながらお茶会を楽しんだり、散歩したりなどの日常生活を支援している。時々行う利用者さ

ん手作りの食事では、職員にサポートされながら、料理に勤しむ姿がみられる。重度化した利用者さんには、医療福祉の協力

で看取りをしている。コロナ禍にあって、地域の祭りや行事が次々と中止になる中、ホームとして、利用者さんに少しでも楽しく

過ごしてもらおうと季節の行事など様々に工夫しており、運営推進会議のメンバーとともに、社会福祉法人の理念でもある地域

に密着した活動に取り組んでいる。 

 
②『次のステップに向けて期待したい内容』として評価・記載された内容（外部評価全20項目中0項目） 
番号 項     目 取り組みを期待したい内容 

 なし  
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●出雲市へ提出した目標達成計画 

番号 現状における問題点、課題 目標 目標達成に向けた具体的な取り組み内容 
目標達成に
要する期間 

１ 

利用者とゆっくり話をするように

心がけてはいるが、日々の業務

に追われ密に関われていないこ

とから、コミュニケーションにおい

て、その利用者の持てる力を十

分に引き出せていない。 

利用者一人ひとりに

密に関わることで、表

情の変化や言葉を引

き出せるようになる。 

食事や茶話会での介助中、連れ出しの際な

ど利用者との関わりを持つ際に積極的に会

話する様にしたり、記録をする際には隣に

座り、コミュニケーションを取りながら利用者

の思いに耳を傾けるようにする。 

6 ヶ月 

２ 

場面にそぐわない配慮に欠ける

言葉がけや話し方、適切な抑揚

での会話が出来ない事もある。 

その時々の場面に応

じて配慮し、適切な声

掛けや話し方ができ

るようになる。 

適切な声掛けや話し方が出来る様に、職員

一人ひとりが会議の場で気づいた事を積極

的に話す。接遇の研修会を開き、適切な声

掛けや話し方ができるようにしていく。 

6 ヶ月 

 
 
◎実習・研修・施設見学等の受け入れ 

依頼先又は名称 期間 人数 内容 

入所申し込み家族 随時 ― 新型コロナウイルス感染拡大防止対策を行ったうえで施設見学 

 
 
◎家族との連携 
外出・外泊の状況 外出（通院４７回、通院以外6 回）     外泊0 名 

行事参加の状況 

はなんばの里夏祭り  参加者 利用者全員 

（新型コロナウイルス感染拡大防止のため、家族等の参加は中止） 

クリスマス忘年会    参加者 利用者全員 

 （新型コロナウイルス感染拡大防止のため、家族の参加は中止） 

家族懇談会 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

近況報告 
家庭通信の発行…年4 回（4 月、7 月、10 月、 1 月）実施 

はなんばの里たよりの発行…年4 回（4 月、7 月、10 月、 1 月）実施 

 
 
◎ボランティア等 

依頼内容（計画） 依頼予定の団体名等 実施状況 

 折り紙（月１回） 折っこクラブ[3～4 名]            

新型コロナウイルス感染拡大

防止のため受け入れ中止 

 習字（月１回） 習字指導[1 名]                  

 窓拭き・窓洗い はなんば利用者家族、やまもも利用者家族、地域住民 

 草刈り 田儀地区中学生・家族等         

 窓拭き・窓洗い はなんば利用者家族・やまもも利用者家族、地域住民  

 
 
苦情対応 

苦情件数  なし 
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◎情報公表等 
・「介護サービス情報公表システム（厚生労働省HP・県HP）」による介護サービス情報の公表 

・多伎の郷機関誌の発行…2 回 

・多伎の郷ホームページによる情報公表等  

 
 
◎身体拘束適正化の取り組み 

取り組み内容 取り組み状況 

身体拘束適正化委員会の開催 

【3 月に 1 回以上開催】 

4 回開催（5 月25 日、7 月28 日、11 月17 日、1 月31 日〔書面会議〕） 

※いずれも運営推進会議にて実施 

指針の作成 平成30 年度作成済（変更なし） 

研修の実施 

【定期的な教育（年2 回以上）】 
2 回実施（8 月11 日、2 月9 日） 

身体拘束の状況  緊急やむを得ない場合を含め、全く行っていない。 

 
 

◎研修実施状況 
 

１．法人・事業所内研修 

実施月 研修会名 講師 参加職種 参加人数 日数 研修内容 

5月 コミュニケーションに関する研修 介護職員 全職種 10名 １日 
チーム力を高めるコミュニケーションにつ

いて 

6月 緊急時対応に関する研修会 看護職員 全職種  12名 1日 
高齢者施設における急変対応 

心肺蘇生法とAED使用方法について 

７月 リスクマネジメントに関する研修会 介護職員 全職種 9名 １日 誤薬について 

8月 身体拘束に関する研修会 介護職員 全職種 12名 １日 虐待防止マニュアルについて 

10月 
虐待防止に関する研修会 

感染症に関する研修会 

施設長 

看護職員 
全職種 12名 1日 

利用者による職員への性的虐待について 

新型コロナウイルス発生時の対応につい

て 

11月 記録に関する研修会 施設長 全職種 13名 1日 
介護記録の目的とルール、ポイントにつ

いて 

2月 
防災に関する研修会 

身体拘束に関する研修会 

施設長 

介護職員 
全職種 9名 １日 

防災計画の説明と避難場所の確認につ

いて 

スピーチロックについて 

3月 リスクマネジメントに関する研修会 介護職員 全職種 12名 １日 リスクマネジメントとは 

 
 

2．施設外研修、集団指導等 
実施月 研修会・会議名 開催者／場所 参加者 日数 

8月 安全対策担当者養成研修 島根県老人福祉施設協議会／Eラーニング 
施設長 

介護職員1名 
１日 

11月 介護支援専門員更新研修兼再研修 県福祉人材センター／出雲・Eラーニング（32時間） 施設長 4日 

12月 認知症介護基礎研修 県福祉人材センター／出雲 介護職員1名 1日 

3月 出雲市介護保険サービス事業者集団指導 出雲市（保険者）／WEB開催 施設長 1日 

 



行事・活動名 実施場所
参加
利用者

家族・ボランティア等

春のドライブ ５月 佐田・湖陵方面 １６名
新型コロナウイルス感染拡大防止対策を
行った上で実施

春の遠足 ５月 予定
新型コロナウイルス感染拡大防止のため中
止

田原歌謡ショー ６月
田原歌謡グループ　新型コロナウイルス感
染拡大防止のため中止

かたら団子作り ６月 ９日 (水) はなんばホール １７名

多伎こども園との給食交流会 ６月 多伎こども園
新型コロナウイルス感染拡大防止のため中
止

七夕会 ７月 ７日 (水) はなんばホール １７名

窓ふきボランティア ７月 予定 はなんば・やまもも －
新型コロナウイルス感染拡大防止のため中
止

はなんばの里夏祭り ８月 ４日 (水) はなんばホール １６名
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、家
族等の参加は中止

多伎の郷敬老会 ９月 １５日 (水） はなんばホール １８名
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、家
族等の参加は中止規模を縮小し、感染対策
を行った上で実施

中学生親子奉仕作業 ９月 －
新型コロナウイルス感染拡大防止のため中
止

おはぎ作り ９月 ２７日 （水） はなんばホール １８名

運動会 １０月 　６日 （水） はなんばホール １８名

田儀祭り見学 １０月 田儀祭り自体縮小のため中止

秋のドライブ １０月 佐田・湖陵方面 １５名
新型コロナウイルス感染拡大防止対策を
行った上で実施

窓拭きボランティア １１月 予定 はなんば・やまもも －
新型コロナウイルス感染拡大防止のため中
止

こども園との交流運動会 １１月 予定
新型コロナウイルス感染拡大防止のため中
止

家族懇談会 １２月 予定
新型コロナウイルス感染拡大防止のため中
止

クリスマス忘年会 １２月 　６日 （月） はなんばホール １８名
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、家
族等の参加は中止

書初め 1月 ４，５日 （火、水）はなんばホール １８名

節分会 ２月 　１日 (火) はなんばホール １８名

ぼたもち作り ３月 　９日 (水） はなんばホール １８名

ひな祭り会 ３月 １６日 (水） はなんばホール １８名

誕生会 はなんばホール １８名

折り紙 はなんばホール
新型コロナウイルス感染拡大防止のため中
止

習字 はなんばホール
新型コロナウイルス感染拡大防止のため中
止

９月 ８日 (水)

３月 ２４日 (水)

令和3年度　事業報告（行事・活動実施状況）

夜間想定
参加者：利用者1７名、職員１０名、山陰防災電機３名

日中想定
参加者：利用者１８名、職員８名、山陰防災電機２名

実施日

毎月

毎月

誕生者のいる月

いっぱい

頃予定

頃予定

頃予定

～１１月

6

消防訓練




















