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平成２８年度 深草しみずの里 事業報告 

 

平成２８年２月に開設後、１年２箇月が経過した平成２９年３月末時点にお

いて、特養定員１１０人（１１ユニット）に対して１０５人の入居となり、４

月５日には最後のユニットに５人の方が入居され、漸く満床となりました。 

当初計画では、９月を目途に適正人員配置を行い受入れ体制を整える予定で

したが、介護職の４分の１を占める１５人の新規採用職員が業務を一通りこな

せるようになり、全員夜勤体制に組入れることができるようになったのが１０

月中旬であり、また、介護職の退職に伴う補充の遅れもあり、最後の１ユニッ

トを開けるまでに５箇月余りの期間を要し、結果として年度を超えての満床と

なりました。 

ショートスティは定員１０人（１ユニット）ですが、特養と同様、受け入れ

態勢の整備を図りながら、居宅介護支援事業所等への積極的な営業活動を行う

ことにより、徐々に利用される方が増加し、今では月平均８人の方にご利用を

いただいております。 

デイサービスは定員３０名ですが、近隣に同種の事業所が多いこともあり、

開所当初は数人の利用に止まっていましたが、デイサービスの実施内容に徐々

に工夫を凝らして選択メニューも増やした上で、翌月のサービス内容のスケジ

ュールを作成して周知に努め、相談員の営業活動とも相まって、年度末には多

い日で２１名、月平均で１６人近くまでご利用をいただいております。 

  上記のように、特養は満床となり安定稼動に移行することとなり、ショート

スティもほぼ計画どおりの稼動状況を引き続き継続して行く必要があります

が、デイサービスにつきましては、近隣周辺地域に同様の事業所が多い中で、

今以上の利用者増を図っていくには、サービス内容に独自性を出して行く必

要に迫られています。 

このような状況を踏まえ、特養・ショートスティ１２ユニットの介護レベル

の平準化を図り、入居者の個別ケアの充実を図って行くために、６月に介護職

員のユニット異動を行うとともに、各階に１名、計３名のフロアリーダーを任

命(設置)し、職員と入居者の互いの理解が深まるユニットケアを目指す体制を

整えます。また、安定稼動を維持・継続していくためには、介護に携わる職員

の業務知識・介護技術を高め、利用者様、ご家族様のニーズに沿った個別ケア

への取組みを充実させていく必要があり、介護職員の実務経験・能力に応じた

スキルアップのための研修を、施設内・施設外を問わず年間を通じて計画的に

進めてまいります。 
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Ⅰ 主な事業運営  

１．特別養護老人ホーム・ショートスティ 

（１）敬老会 

９月１９日の敬老の日に、長寿をお祝いし、施設より入居者様全員に記念

品(タオル)を贈らせていただきました。 

また、2 階・3 階 4 階のフロアごとに、上寿(100 歳)，卒寿(90 歳)，米寿

(88 歳)，傘寿(80 歳)，喜寿(77 歳)の方々にエレベーターホールにお集まりい

ただき、それぞれの長寿年齢に応じた職員手作りの金メダルを授与させてい

ただき、フロアごとに記念写真を撮りご家族にも喜んでいただけました。 

また、午後は、祇園お茶屋さん関係のボランティア「こじまや屋コーラス 

杏，S(あんず)」の皆様による「敬老の日記念コンサート」を開催し、懐かし

い歌謡曲と踊りを通じてご家族の皆様とも交流も図っていただき楽しい１

日を過ごしていただけました。 

   

（２）レクリエーション 

① 5月 22日に、ギターの弾き語りボランティアを行っていただきました。

好評のため 2 箇月に１回の割合でお越しいただき、ギター演奏を通じて参

加者全員との交流を深めていただいております。 

② 10 月 23 日に、入居者様の親族、祇園宮川町のお茶屋「春富」の女将・

芸舞妓さんによる踊りと歌のボランティアののち芸舞妓さんと特養・ショ

ートスティご利用者様との記念撮影会を開催し、ご家族も含めて楽しんで

いただけました。 

③ 10 月 30 日に、ふるさとバンド「酔歌団」の皆様による懐メロのコンサ

ートを開催していただき、参加者全員で歌と踊りを楽しまれました。 

 ④ クリスマス会や節分等の行事は各ユニットで趣向を凝らして実施いた

しました。また、特養棟屋上庭園や中庭への散策は、天気事情に応じて適

宜実施する他、施設外へ赴く外出レクリエーションや食事レクリエーショ

ン(たこ焼き、お好み焼き、各種鍋、おやつ作り)はユニット行事として、

それぞれがユニット事情を考慮して計画・実施し喜んでいただいています。 
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（３） クラブ活動 

  カレー部 玉ねぎとジャガイモ、ニンジンの皮をむくという一連の動作に

より集中力を養うとともに日常リハビリを兼ねて行っている。 

  いなり寿司部 いなり(お揚げ)の中に酢飯を入れる動作を行うことにより、

仲間との連帯感の醸成と日常生活リハビリを兼ねている。 

  フラワーアレンジメント部 毎月、参加者がそれぞれの趣向により、オアシ

ス(保水力のある硬いスポンジ)に花をアレンジして差し込むこ

とにより、楽しみながら集中力を養い日常リハビリを兼ねる。 

  ネイル部  ハンドマッサージをしてネイルの色を一緒に選んでいただき、

手と手を合せてスキンシップを図ることにより、心身機能・生活

機能の維持・向上を図り、生活の質を上げ認知症予防に繋げる。 

 

（４）介護相談員 

平成 29 年 2 月から、京都市介護相談員派遣事業による介護相談員 2 名

（男女各 1 名）の派遣を受入れています。（毎月 2 回実施） 

(※)介護相談員は、高齢者福祉施設等を訪問し、サービス利用者やその家族

から話を傾聴する中で、利用者や家族が感じておられる日頃の疑問や困り

ごと、また、職員に直接言いにくいことなどがあれば、サービス提供施設

との間に立って、問題解決に向けた手助けをする、いわば利用者や家族と

の橋渡しをする役割を担っています。 特に、帰宅願望の強い認知症状の

方を中心に傾聴を行なっていただいており、個々の過去の記憶を呼び起こ

すことで会話が弾み気持ちが落ち着かれる効果も現われています。 

 

 

２．デイサービス 

（１）敬老会 

９月１９日の敬老の日に、長寿をお祝いし、施設より入居者様全員に記念

品(タオル)を贈らせていただき、午後は、祇園お茶屋さん関係のボランティ

アの皆様による「敬老の日記念コンサート」を開催し、懐かしい歌謡曲と踊

りを通じてご家族の皆様とも交流も図っていただけました。 
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（２）特養と同じギターの弾き語りボランティアの方に、2 箇月に１回の割合で

お越しいただき、ギター演奏を通じて参加者全員との交流を深めていただ

いております。 

 

（３）クリスマス会 

   クリスマス週間(12 月 19 日~24 日)には、着ぐるみを着たデイ職員が練

習を重ねたハンドベルを披露しクリスマスソングを楽しんでいただけた。 

 

（４）レクリエーション 

    桜や藤棚、伏見桃山城や太陽が丘公園への外出レクリエーション、喫茶

レク、お好み焼きやたこ焼き、各種鍋料理の食事レク、水無月・ホットケ

ーキ・クッキー・ベビーカステラ等をつくるオヤツレクも季節に合せて計

画・実施し喜んでいただいている。 

 

（５）認知症予防「みんなの脳活性化いきいきゲーム」の導入 

 新たなレクリエーション活動として、身体面の維持向上及び脳の活性化

を図ることを目的として、認知症予防に長年の実績のある「ＮＰＯ法人・

認知症予防ネット」の協力のもと、当事業所の介護職員が研修を受け、平

成 29 年度から実施するべく準備を行なった。 
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Ⅱ 各事業所の利用（実施）状況  

１．特別養護老人ホーム  

                上段：利用者数（人）／下段：稼働率（％）   

 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 合計 

28 年度 1647 2064 2249 2599 2773 2696 3038 2989 3100 3089 2609 3040 31893 

48.8 58.1 65.5 73.9 77.6 76.8 84.8 87 88 87 84.7 89.1 76.8 

27 年度           495 1190 1685 

            16.1 34.9 25.5 

 

【参考・28 年度 目標利用者数（稼働率）：33,601 人（83.7%）】 

 

28 年度は、介護職の退職に伴う補充の遅れがあり、28 年 10 月から最後の

ユニットを開けるまで 5 ヶ月余りの期間を要した。また、入院も多く、平均

稼動率 76.8%。目標の 83.7%を下回る結果となった。 

※）29 年 3 月末に 105 床、4 月 5 日に 110 床満床となっている。 

 

 

２．ショートステイ 

                上段：利用者数（人）／下段：稼働率（％）            

 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 合計 

28 年度 137 134 213 211 216 223 222 218 214 240 238 224 2490 

 45.7 43.2 71.0 68.1 69.7 74.3 71.6 72.7 69 77.4 85 72.2 68.3 

27 年度           57 143 200 

           19.7 46.1 32.9 

 

【参考・28 年度 目標利用者数（稼働率）：2,674 人（73.0%）】 

 

28 年度は、知名度を上げるため、居宅介護支援事業所の営業活動を強化

し、断らず受け入れてきましたが、平均稼働率 68.6%、目標の 73.0%を下回

った結果となった。 

要因としましては、一泊二泊の短期利用が多く、利用者増加には至らなか

った。また、３月はインフルエンザが発症し一時入居停止措置をとったた

め、目標稼動率を達成できなかった。 
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３．デイサービス 

              上段：利用者数（人）／下段：１日当たり利用者数（人）               

 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 合計 

28 年度 109 172 204 224 250 256 289 330 348 345 362 432 3321 

 4.2 6.6 7.8 8.6 9.3 9.8 11.1 12.7 13.4 14.4 15.1 16.0 10.8 

27 年度           10 47 57 

            0.1 0.1 

 

【参考・28 年度 目標利用者数（稼働率）：5,456 人（15.0 人／日）】 

 

28 年度は、登録者数を上げるため、営業活動を強化し徐々に利用者数は増

加したが、目標稼働率まで達しなかった。 

要因としましては、近隣に同業者が多いため新規獲得に苦戦した。また、明

確なコンセプトが見出せず、他のデイサービスとの差別化が出来なかったこと

が目標稼動率を下回った結果となった。 
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平成 28 年度 施設内研修記録 

 

日時 テーマ 担当者 講師 

 

6 月 
虐待・不適切ケア・身体拘束 小谷介護統括主任 アンケート調査実施 

 

7 月 
接遇マナー 小谷介護統括主任  

 

8 月 
感染症・手洗い① 

腰痛予防・介護技術研修 

田口看護主任 

小谷介護統括主任 

田口看護主任 

近藤リハ主任 

9 月 事故発生時対応 小谷介護統括主任 小谷介護統括主任 

 

10 月 
誤嚥の仕組みと予防 

排泄ケア研修 

小谷介護統括主任 

小谷介護統括主任 

小谷介護統括主任 

ユニチャーム 

 

11 月 
感染症・手洗い② 

不適切ケア振り返り 

小谷介護統括主任 

小谷介護統括主任 

サラヤ 

アンケート調査実施 

12 月 
身体拘束・記録について 小谷介護統括主任 小谷介護統括主任 

1 月 
シーティング・ポジショニング 小谷介護統括主任 サラヤ 

2 月 
認知症ケア 有馬 有馬 

3 月 
ユニットケアについて 有馬 有馬 

        

施設内部研修開催日 1 ヶ月 4 回毎週火曜日 16：30～17：30 
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平成 28 年度外部研修実施記録 

 

実施日 研修名 実施者 場所 内容の概要等 

年度内 2

回 

認知症実践者研修 京都市 ひと・まち交流館 認知症ケアの基本的視点と

理解 

H28.7.29

～H28.9.1 

ケースカンファ

レンス 

社会福祉研修 

介護実習普及センター 

ひと・まち交流館 ケアマネとしてカンファレ

ンスの進行や利用者、家

族、職員からの情報を引き

出す能力を向上させる 

H28・8.25

～26 

管理者研修 社会福祉研修 

介護実習普及センター 

ひと・まち交流館 管理監督者として組織事業

所の継続的発展、サービス

向上、利用者本位サービス

実現に向けた組織運営の視

点や技法を学ぶ 

H28.8.22,2

9 

記録の基礎と展開 社会福祉研修 

介護実習普及センター 

ひと・まち交流館 記録の基礎を学び部下への

指導力をつける 

H28.8.8 認知症ケアの基本 社会福祉研修 

介護実習普及センター 

ひと・まち交流館 認知症であるその人を中心

としたケアの視点を身につ

ける 

H28.8.31 高齢者の医療ケア 社会福祉協議会 

介護実習普及センター 

ひと・まち交流館 高齢者の病気を知り症状の

特性やお薬の作用を理解す

る 

H28.10.13 結核を正しく知る 京都市保健福祉局 京都府医師会館 施設の代表として結核の知

識を身につけ適切な対応を

的確にできるようにする 

H28.11.2 認知症基礎研修 社会福祉研修 

介護実習普及センター 

ひと・まち交流館 認知症の基本的知識を習得

し、認知症利用者に対する

接遇技術の向上を目的とす

る 

H28.12.5 初任者研修（褥瘡） 社会福祉研修 

介護実習普及センター 

ひと・まち交流館 褥瘡形成の正しい基礎知識

を身につける 

H29.1.17 リスクマネジメント 社会福祉研修 

介護実習普及センター 

ひと・まち交流館 苦情の適切な対応方法やリ

スクを未然に防ぐ観察方法

を学ぶ 
 


