
 

（２）特別養護老人ホームやすらぎ荘 

 

 

 やすらぎ荘では平成 27 年度の介護報酬改定により厳しい経営環境を強いられることか

ら、稼働率を高め、加算を確保することによる経営基盤の安定を図りました。 

 また、介護保険法の改正による重度化への対応できる体制づくりを進めました。 

 以下、事業計画における主な項目について報告いたします。 

 

１）「経営の効率化と安定化」について 

 平成27年度は97%の稼働率を目標に取り組みましたが、結果は96.3%となりました。

短期入所については、目標の 70%に対し 67.3%となりました。 

 死亡等による年間の入退所者数がともに 35名と例年になく入れ替わりが多く、稼働ロス

も多くなりましたが、退所から入所までの期間調整の効率化に努め、ロスを最小限に抑える

ことができ、ほぼ前年度並の稼働率を保つことができました。  

 また、介護報酬改正により報酬単価は前年度比で下がりましたが、重度者の積極的受入れ

を行い、単位数の大きな加算項目の日常生活継続支援加算を 8 月から算定する事により収

入面での改善を図りました。支出面では燃料費の値下がりや人件費の抑制、排泄介護用品の

効率化等により、収支全体としては前年度と比べ大きな改善ができました。 

 

２）「人材の確保と育成」 

 やすらぎ荘では平成 27 年度中の離職者数は 8 名でした。退職理由は結婚、出産、健康

問題など様々です。一方、採用面では養成校新規卒業の相談員１名を採用したほか、退職者

の補充のため、介護職員と相談員を採用しました。看護師や介護職員については近年求職者

が減少しており、募集には苦労を伴う状況ですが、必要数を確保しています。 

 人材育成は新規採用時研修に加え、年間の研修計画に基づき、計画的な研修を実施しまし

た。また、平成 27年度から委員会活動の活発化を図り、課題解決能力や役割意識をもって

業務に携わることができるよう取り組みました。 

 

３）「重度化への対応」 

年々、入居者の重度化が進行し、現在、平均要介護度が 3.7となっています。やすらぎ荘

としては、持ち上げない、安全で安楽な介護を可能にする福祉用具の活用の検討と導入を致

しました。 

また、介護技術委員会を中心として、福祉用具に対する理解を深め、スライドボード、ス

ライドシートを活用した介護を導入しました。さらにこれまでは二人がかりでの対応を強い

られていた場面でも一人で介助ができるリフト装置の導入を進め、介護職員の負担軽減を検

討しました。 

総 括 



①行事（教養娯楽）の実施

修祓式 神主による御祓い

誕生祝い ユニットごとに企画・実施

花サークル わいわい広場

茶話会（花サークル） わいわい広場

歌サークル わいわい広場

セラピードッグ セラピー犬とのふれあい

ミニドライブ会
各ユニットにて外出。買い物、お花見
など個別の希望に合わせて

新年行事（おとそ、獅子舞、おみくじ） 正月行事

新年お茶会（初釜） 獅子舞とあわせ新年お茶会の実施

節分（豆まき） 各ユニットで企画・実施

雪明りの路 中庭で雪明りと甘酒サービス

桃の節句（ひな祭り） 各ユニットで企画・実施

お好み生寿司 各ユニットで実施

出前調理
天麩羅・そば・ハンバーグ・コロッ
ケ・餃子

敬老お茶会 わいわい広場

餅つき わいわい広場

クリスマス会 各ユニットで企画・実施

②会議等の開催

職員会議 全職員

ユニット会議 ユニット単位介護職及び介護係長

係長会議 主任職以上　他に臨時的開催あり

グループ連絡会議 やすらぎ荘併設事業所管理者

介護課会議
施設長、介護課長、介護係長、介護主
任、介護副主任

主任会議

施設長、副施設長、介護課長、介護係
長、相談係長、看護係長、介護主任、
介護副主任、相談主任、管理主任、管
理栄養士、機能訓練指導員

給食会議

施設長､副施設長、管理栄養士、
介護課長、看護係長、委託先栄養士、
委託先調理責任者、　委託先営業担当
責任者

ケアカンファレンス
相談係長、介護支援専門員、相談員、
介護職員、看護職員　管理栄養士、機
能訓練指導員

研修委員会 施設長、副施設長、研修委員5名

感染対策委員会 係長職以上

入所優先度判定委員会
施設長、介護支援専門員、相談主任、
相談員、

身体拘束廃止委員会 身体拘束廃止委員

相談係会議
相談係長、相談主任、相談員、介護支
援専門員

看護係会議 看護係長　看護職員

管理課ミーティング 事務職員

事故防止委員会
施設長、副施設長、介護課長、相談係
長、看護係長

介護技術向上委員会
介護主任、介護副主任、介護職員、機
能訓練指導員

24時間シート作成委員会 介護係長補佐、介護職員

やすらぎ荘

通年

毎月初日　年間12回

利用者の誕生日にあわせて

毎月1回　年間12回

毎月1回　年間12回

毎月1回　年間12回

12/24

1/1

毎月1回　年間12回

毎月1回　年間12回

毎月1回　年間12回

3月

2月

毎月1回　年間12回

毎月1回　年間12回

年間約230回

毎月1回　年間12回

1/7

2/5

9/19

3/15～3/17

毎月1回　年間12回

毎月1回　年間12回

通年

12/16

毎月1回　年間12回

必要時随時開催

毎月1回　年間12回

10/6　11/16　1/15　2/15

4/28　7/28　11/4　2/2

毎月1回　年間12回

必要時随時開催

必要時随時開催

11/13　2/10　3/10

毎月1回　年間12回



やすらぎ荘

③研修の実施

ア　内部研修

救急講習 全職員

法人運営理念について研修 全職員

キャリアパス支援研修
コミュニケーションスキルアップ

介護職員

キャリアパス支援研修
リーダーシップ・職員育成

介護職員

介護技術研修 介護職員

介護技術インストラクター養成研修 介護主任・副主任

感染対策について 全職員

キャリアパス支援研修
コンプライアンス

介護職員

介護機器デモ 介護職員

キャリアパス支援研修
マネジメント

介護職員

イ　派遣研修等

経営戦略セミナー 4/6 札幌市 副施設長

総合福祉展バリアフリー 4/16～4/18 大阪府 機能訓練指導員

前期ユニットケア研修関係者連絡会 4/17 東京都 施設長　介護係長

ユニットリーダー研修実地研修施設更新調査
説明会

4/17 東京都 施設長　介護係長

ユニットケア指導者勉強会 4/17 東京都 介護係長

後志老人福祉協議会役員会・総会 4/27 倶知安町 施設長

札幌栄養管理情報ネットワーク研究会 5/9 札幌市 管理栄養士

ユニットケア研修フォローアップ研修検討委
員会

5/15　2/26 東京都 施設長

看護・介護者のための終末期ケア学習会 5/17 札幌市 相談係長

摂食嚥下リハビリテーション地区研修会 5/23 札幌市 管理栄養士

後志認知症疾患医療連携協議会 5/28 小樽市 施設長

後志感染管理研修会 6/6 ニセコ町 看護師

入浴委員会ショールーム視察 6/9 札幌市
介護係長補佐　介護主任　介護職員
機能訓練指導員

道社協　新任介護職員研修（1） 6/10～6/11 札幌市 介護職員

認知症介護実践研修　講義･実地研修･実習報
告まとめ

6/16～19　6/25　7/29 札幌市 介護職員

道社協　介護職員専門研修Ⅰ 6/17～6/18 札幌市 介護職員

第10回ユニットケア研修（ユニットリーダー
研修）座学

6/24～6/26 札幌市
施設長　介護係長　介護係長補佐　介
護副主任　介護職員

安全運転管理者講習 6/26 小樽市 副施設長

日本在宅褥瘡創傷ケア推進協会　床ずれセミナー 6/27 札幌市 看護主任

社会福祉法人経営者セミナー 6/29 札幌市 副施設長

安全な介護・実技講座 基礎篇 7/1～7/2 札幌市 機能訓練指導員　介護職員

全道老人福祉施設研究大会 7/9～7/10 札幌市 施設長　介護副主任

道老施協臨時総会 7/9 札幌市 施設長

第10回ユニットケア研修（ユニットリーダー
研修）実地研修

7/13～7/17 稚内市 介護副主任

道社協　新任介護職員研修（2） 8/6～8/7 札幌市 介護職員

ユニットケアフォローアップ研修 8/20～8/21 稚内市
施設長　介護係長　介護係長補佐　介
護主任　介護職員

福祉専門職のためのキャリアアップ研修（中
堅職員コース）

8/20～8/21 札幌市 介護職員

看護職のためのユニットケア研修 8/23～8/25　9/23～9/25 東京都 看護係長　看護主任

北海道高齢者虐待防止推進研修会〔施設編〕 9/7　10/19 札幌市 介護主任　介護副主任

認知症介護実践研修　講義･実地研修･実習報
告まとめ

9/15～18　10/1　11/5 札幌市 介護職員

介護リーダー研修・上級編 9/17 札幌市 介護主任

後志老施協　事務等担当職員研修会 9/28～9/29 黒松内町 事務職員

施設長のための経営管理力向上セミナー 10/2 札幌市 副施設長

12/9

10/13

7/10

4/28　9/25

11/11

11/13

11/18

11/20

1/8

1/15



やすらぎ荘

特定給食施設・給食施設の栄養担当者研修会 10/6　3/10 小樽市 管理栄養士

改正社会福祉法セミナー 10/7 小樽市 施設長　副施設長

後志老施協　給食関係職員研修会 10/15 留寿都村 管理栄養士

後志老施協　直接処遇職員研修会 10/15～10/16 小樽市 介護職員

福祉専門職のためのキャリアアップ研修
（チームリーダーコース）

10/22～10/23 札幌市 介護主任

後期ユニットケア研修関係者連絡会 10/23～10/24 東京都 施設長　介護係長　介護係長補佐

後期ユニットケア指導者勉強会 10/24 東京都 介護係長　介護係長補佐

北海道ブロックユニットケアリーダー研修指
導者勉強会

10/25 札幌市 介護係長　介護係長補佐

介護支援専門員　更新研修 10/26～10/28 札幌市 介護支援専門員

第32回ユニットケア研修（ユニットリーダー
研修）座学（事務局）

10/28～10/30 札幌市
施設長 介護係長 介護係長補佐 介護副
主任 介護職員

ストレスチェック制度説明会 10/28 小樽市 副施設長

介護･福祉事業のマイナンバー制度リスク対策
セミナー

11/4 札幌市 副施設長

社会福祉施設職員等退職手当共済制度実務研
修会

11/9 札幌市 事務職員

後志老施協　生活相談員研修会 11/9～11/10 小樽市 介護支援専門員

社会福祉施設管理・運営セミナー 11/10 札幌市 管理主任

制度改正直前対策セミナー 11/10 札幌市 管理主任

社会福祉法人・社会福祉施設経理取扱実務研
修会

11/20 札幌市 副施設長

第32回ユニットケア研修（ユニットリーダー
研修）実地研修

11/30～12/4 札幌市 介護副主任

介護支援専門員実務従事者基礎研修 12/1～12/4 札幌市 介護支援専門員

認定調査員研修（現任研修） 12/2 小樽市 介護支援専門員

法人役員・施設長専門研修(社会福祉施設） 12/7 札幌市 施設長　副施設長

老人福祉施設長研修セミナー 1/22 札幌市 施設長

道老施協定期総会 1/22 札幌市 施設長

認知症対応型サービス事業管理者研修 2/16～2/17 札幌市 介護主任

後志老祉協　施設長研修 2/24～2/25 岩内町 施設長

障害者雇用納付金制度事務説明会 3/11 札幌市 事務職員

ユニットリーダー研修実地研修施設長会 3/14 横浜市 施設長

ユニットケア研修フォーラム2016 3/15 横浜市 施設長

④実習､教育､ボランティアの受け入れ

ア　実習､教育

小樽病院高等看護学院「施設実習」 延べ119名

小樽高等看護専門学校「施設実習」 延べ129名

ユニットリーダー実地研修 延べ140名

羊蹄ハイツ「介護施設実習」 延べ10名

小樽歯科衛生士専門学校「ヘルパー研修」 延べ60名

小樽商業高校インターンシップ 延べ3名

医師会看護高等専修学校「施設実習」 延べ44名

薬科大学 延べ5名

歯科衛生士専門学校オリエンテーション 5名

高等看護学院オリエンテーション 30名

看護専門学校オリエンテーション 42名

医師会看護専修学校オリエンテーション 22名

7月～9月

8/20

6月　7月　11月

10月

3/16

10月～12月

3/8

9月

4月～8月

8/10

4月～9月

8月～10月



やすらぎ荘

イ　ボランティア・寄贈

三期会 行事補助､交流、中庭環境整備など

ドリーム琴アンサンブル演奏会 琴演奏会

群来の会 ユニットでの手打ちそば振舞

長橋中学校 合唱会

マジックショー 茶話会の歓談中に開催

中央幼稚園 園児の遊戯など

社団法人日本中国料理協会小樽支部 しゅうまいの寄贈

遠藤　通俊 ＤＶＤ

小樽ライオンズクラブ　 傾聴ボランティア

稲邉　一子 紙オムツ

三船　和男 ロウソク

吉村氏 タオル

小樽グリーンライオンズ会長　福森　和千代 タオル

大畑　千世 はくパンツ

中村　美江子 紙オムツ

小笠原　道代 ひな人形

ウ　視察来訪

札幌市南区社会福祉協議会ボランティア会 32名

台湾市議 5名

特別養護老人ホームしあわせ荘 7名

西野ケアセンター 5名

⑤防災､設備保守の実施

ア　防災関係

防災訓練①(法人・オタモイ町会合同訓練）
消防職員立会　避難誘導、消火訓練、
防災ビデオ視聴など

防災訓練②
夜間想定　消防職員立会　避難誘導通
報訓練など

非常通報装置点検 大成サービス㈱、小樽防災トータルシステム

消防設備点検 大成サービス㈱、小樽防災トータルシステム

全館停電点検実施 大成サービス㈱、小樽防災トータルシステム

消防署による査察 消防本部予防課

イ　設備保守関係

特殊建築物定期検査 大成有楽不動産㈱

設備巡回保守検査 大成有楽不動産㈱

厨房衛生点検 北日本消毒

厨房グリーストラップ清掃 北日本消毒

ボイラー定期検査 大成有楽不動産㈱

受水槽清掃 大成有楽不動産㈱

水質検査 大成有楽不動産㈱

雑排水槽清掃 大成有楽不動産㈱

電気設備定期点検 大成有楽不動産㈱

自動ドア点検 大成有楽不動産㈱

エレベーター点検 大成有楽不動産㈱

ばい煙測定 大成有楽不動産㈱

オゾン発生装置点検 大成有楽不動産㈱

床ワックス清掃 小樽ビル管理㈱

環境細菌検査 小樽ビル管理㈱

窓ガラス清掃 小樽ビル管理㈱

冷温水発生機点検 大成有楽不動産㈱

冷却塔点検 大成有楽不動産㈱

電気年次点検 大成有楽不動産㈱

エアコン点検 大成有楽不動産㈱

厨房エアコン点検 大成有楽不動産㈱

エアフィルター清掃 大成有楽不動産㈱

8/14

11/11

12/9

10/16

10/22

12/25

3/17

6/15

なし

2/15

9/5

9/7　11/5

年3回　7/14　11/17　3/15

毎月

3/15

年2回　　9月　3月

偶数月実施　年6回

10/17

毎月

3/17

9/15

8/18

年2回　5/11　10/14

　偶数月

なし

10/14

10/14

6/16

7/７　11/17

年2回　9/19　3/16

10/17

年2回　　9月　3月

9/25

11/19～11/28

各月　年12回

9/15～16

11/3

8/25

9/25

10/15

8/31

年間29回　延195名

11/20

6/2

8/31

8/17

8/21

9/28



やすらぎ荘

⑥保健衛生

ア　職員

職員健康診断① 全職員

職員健康診断② 夜勤職員　フォローアップ検診

腰痛検査① 介護職員　看護職員

腰痛検査② 夜勤職員
インフルエンザ予防接種 職員希望者

イ　利用者

嘱託医による診察
内科2回／週　外科4～1月：1回／
月、2～3月：2回／月

体重測定

レントゲン検診 嘱託医師

健康診断 嘱託医師

インフルエンザ予防接種 希望者

理容および美容 理美容師来訪

ウ　給食関係

貯水槽検査 小樽市保健所

⑦地域､対外活動

小樽市社会福祉協議会評議員会 施設長－評議員

基礎介護研修（講師） 4/27 倶知安町 介護係長

道老施協幹事会 6/4　12/21 札幌市 施設長

ケアマネ更新研修演習指導者見学・講師・説
明会

6/10･11･18･19､
7/8､8/19､1/26･

27､3/2･24
札幌市 相談係長

第10回ユニットケア研修（ユニットリーダー
研修）講師

6/25 札幌市 介護係長　介護係長補佐

後志老施協管内養護パークゴルフ大会 7/2 京極町 施設長

成年後見センター市民向講座 7/17 小樽市 施設長

福祉職場ガイダンス 8/18 札幌市 副施設長

ブロック老施協正副会長会議 12/3 札幌市 施設長

福祉職場説明会 2/6 札幌市 副施設長

高齢者保健福祉計画等対策委員会 2/17　3/23 小樽市 施設長

介護予防フェア 9/1～9/2 小樽市

⑧その他の活動

ホーム内機関紙（独柳）の発行

龍宮神社祭　お稚児来訪

塩谷神社祭　神輿渡御

住吉神社祭　神輿渡御

知事・道議選挙不在者投票

市長・市議選挙不在者投票

ユニットケア実地研修施設更新調査

介護保険施設等集団指導 小樽商大

指導監査

4/7

4/10

毎月

毎月

毎月発行　年12回

6/21

11/17

月3回程度

年5回開催

10/9　10/22

12月

5/1より順次

10/23　10/30

11/13　11/20
2/9　2/12

8/6～8/7　8/11～8/12　9/3

7/11

7/16

4/24

9/17

10/22

8/28


