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園  訓 
 

 私たちは老人福祉法の精神に基づき、施設を利用する

方々に対し、自らかけがえのない人生を生きる場として、

やすらぎのある生活が営めるよう誠心誠意援助にあた

るとともに高齢者在宅福祉に取り組み、共に生き、共に

暮らす、豊かな福祉のまちづくりを進めます。 

 

1. 尊敬 優しさ 思いやり を常に心がけお年寄りと

ともに歩みましょう。 

 

2. 常に向上心と責任感をもち 豊かな人間性と助け合

う心をやしないましょう 

 

3. 人が集い明るく開かれたホ－ムを目指し地域の福祉

発展に努めましょう 
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名称の由来 
 

■ 恵 清 会 

    恵清会の清は、「にごり」や「けがれ」がなく「さわやか」である

事の意があり、恵は人々をいつくしみ困っている人を助ける意があり

ます。 

  さらに恵清を形成の字に置きかえますと、整ったものに作り上げる

の意があり、さわやかな気持ちで、人と命をいつくしみこれを実行に

移せる組織を作っていきたいとの気持ちを込めて名付けたものです。 

   

■ 真 寿 園 

    真寿園の真は、「本当に」、「実に」という意味と「めでたい事、祝

いごと」という意味があり、寿は、「いのち」とか「長命」という意

味と、「ああそうそうそういえば」という意味があります。 

    本当の“いのち“とは？、本当の老いとは？とを考えましょうとい

う意味と、“老い“とは、そういえば実にめでたい事なのですよ、と

っても素晴らしい事なのですよ、という意味を込めて名付けたもので

す。 
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社会福祉法人恵清会経営方針 

1. 地域福祉の拠点としての役割を果たすため、特別養護老人ホームの施設サービスを中
心に、短期入所、通所介護、訪問介護等の在宅介護サ－ビスを展開して、総合的介護

支援マネ－ジメントを行い地域福祉に貢献します。 

2. 利用者の総合的介護ニ－ズに対応できるよう、介護専門分野に加えて、医療的専門分
野や高齢者に関わる地域の社会資源すべてについて連携を深めます。 

3. サ－ビスご利用者とサ－ビス提供者が、インフォ－ムド・コンセントの理念に基づき、
介護サ－ビス等に関する情報を共有し、相互の信頼関係を深め、良質の介護サ－ビス

を提供します。 

4. ご利用者が満足する介護サ－ビスを目指して、サ－ビス提供システムを適切に運用し、
介護とコストの適正化を図り、常にその評価を行い改善します。 

5. 職員は共通の理念・方針を理解し、職員間の意思の疎通を図り、協働してチ－ム介護
を実践します。 

6. 良質のサービスを提供するために、福祉従事者の質を高めることが肝要であり、研修・
自己研鑽を積極的に行い資質向上に努めます。 

 

社会福祉法人恵清会基本経営目標 

「地域の拠点として、２４時間３６５日の在宅介護を支援する。」 
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令和２年度恵清会事業経営目標 

 

医療や介護、年金など社会保障制度の改革議論が政府内で進んでいる現在、人口の少子高齢

化に伴い、社会保障には今後も巨額の費用が必要であると見込まれます。消費税などによってそ

の財源を確保することは不可避ですが、これのみで社会保障費を補てんすることは難しく医療・介

護サービスの改革による生産性向上が必要です。健康寿命の延伸、人生１００年時代に向けた「全

世代型社会保障」の実現のため、費用の効率化・適正化が必要と考えられています。 

又、社会保障費抑制のための、保険自己負担割合が増加し、顧客ニーズとしては、費用を多く払

うなら良好なサービスを提供してくれる事業所の選択が基本となるため、さらなる介護サービスの質

の向上が急務であります。 

 

このためにも令和２年度は下記のことについて検討していきます。 

 

１ 真寿園増床にともなう介護人材の確保と職員のキャリアアップのための育成指導 

 

２ 業務の効率化に資する ICT の利活用及び介護の量的効率化への取り組み 

 

３ 介護予防日常生活支援総合事業に関わる「高齢者のトータルヘルスケア」の推進と民間企業

等を含めた総合的連携の検討 
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１ 法人部門 

１． 理事会の開催 
（１） 第１回開催 令和２年５月２９日 

社会福祉法人恵清会職員就業規則の一部を改正する規則 
令和元年度社会福祉法人恵清会事業報告 
令和元年度社会福祉法人恵清会決算報告 
監査報告 
定時評議員会の招集について 
特別養護老人ホーム真寿園東棟増床工事について 

（２）第２回開催 令和３年２月８日 
令和２年度社会福祉法人恵清会第一次補正予算について 

評議員会の招集について 

令和２年度社会福祉法人恵清会事業経営状況報告 

（３） 第３回開催 令和３年３月２２日 
令和３年度社会福祉法人恵清会事業計画について 

令和３年度社会福祉法人恵清会当初予算について 

評議員会の招集について 

特別養護老人ホーム真寿園東棟増床（２０床）工事竣工について 

２． 評議員会の開催 
（１）第１回開催 令和２年６月２２日 

社会福祉法人恵清会職員就業規則の一部を改正する規則 

令和元年度社会福祉法人恵清会事業報告 

令和元年度社会福祉法人恵清会決算報告 

監査報告 

特別養護老人ホーム真寿園東棟増床工事について 

（２） 第２回開催 令和３年２月１５日 
令和２年度社会福祉法人恵清会第一次補正予算について 

令和２年度社会福祉法人恵清会事業経営状況報告 

（３） 第３回開催 令和３年３月２９日 
令和３年度社会福祉法人恵清会事業計画について 

令和３年度社会福祉法人恵清会当初予算について 

 特別養護老人ホーム真寿園東棟増床（２０床）工事竣工について５ 

３． 監事会の開催 
（１）第１回開催 令和２年５月２５日 

令和元年度社会福祉法人恵清会事業実績報告及び決算の監査実施 

４． 外部監査 
令和元年度社会福祉法人恵清会決算の外部監査実施  

令和２年５月１５日  

外部監査実施機関 さくら綜合事務所 公認会計士 藤澤典応 氏 
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５． 法人本部の活動 
（１） 特別養護老人ホーム真寿園東棟増床（２０床）工事について 
① 事業内容 特別養護老人ホーム真寿園 定員増 ６０床➡８０名 
        長期ベッド ２０床増床（定員５０名➡７０名） 

        短期ベッド １０床 

    東棟増築面積 ５４７．５７㎡ （４人居室 ４部屋 個室 ４部屋） 

増床オープン 令和３年４月１日より 

② 事業経過 

昭和６２年開設当初に増床計画を予定 

平成５年頃より毎年、増床計画を県に要望（以後毎年） 

平成７年度には、短期保護４増床・食堂・事務室の増改築 

令和元年９月 松本市高齢福祉課から増床可能の連絡 

令和元年９月 長野県介護支援課から令和２年度県費補助事業にする旨の

連絡（令和２年４月に内示予定） 

建築補助 ＠3,342,000*20床＝66,840,000 

備品補助 ＠ 839,000*20床＝16,780,000 

令和元年１２月に県介護支援課の審査会に基本計画を提出指示あり 

令和元年９月 設計プロポーザル（3社参加）実施  

令和元年１１月 設計業者決定 

令和元年１１月 松本市に県審議会の資料提出 

令和元年１１月 福祉医療機構に融資相談 

令和２年８月１１日入札 参加業者  3社 

工事請負（落札）業者  山岸建設株式会社 

                 契約（落札）金額   ２０７，９００，０００円 

令和２年８月２０日 工事着工 

令和３年３月２５日 竣工引き渡し 

③ 事業費 
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特別養護老人ホーム真寿園２０床増床増築工事資金及び事業費

大区分 小区分
83,620,000

建設整備補助金 66,840,000 ＠33420000＊20床
備品整備補助金 16,780,000 ＠839000＊20床

自己資金 自己資金 52,517,000
借入金 独立行政法人福祉医療機構 100,000,000

236,137,000

大区分 小区分
設計監理 11,000,000
工事費 207,900,000
備品費 17,237,000

236,137,000総合計

長野県補助金

総合計

資金区分
確定資金 備考

事業費区分
確定事業費 備考



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．事業実施による苦情・事故等の状況 

（１） 苦情受付の状況 

苦情受付件数は、今年度２件(昨年度０件)でした。 

   

（２）ヒヤリ・ハット発生状況 

   ヒヤリ・ハット発生件数は、全事業で４３件(昨年度２０件)でした。 
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（３）事故発生数状況 

事故発生件数は、全事業で１７件(昨年度２４件)件でした。 

      

        
（５）苦情・事故・ヒヤリ・ハットの対応策 

発生した苦情・事故・ヒヤリ・ハット事例を毎月事故防止委員会（経営主任

者会議）に報告し、法人全体への周知や問題としてとらえ、他部署からの意見

や関係部署の会議にて再分析検討し、再発防止に努めてきました。 

ソーシャル・ネットワーキング・サービス（SNS）事故再発防止のため職員

教育（新採職員含む）を徹底し、スマホを職場に持ちこまない等措置を講じま

した。 

        起こった事故内容より、職場内研修を検証し、再教育が必要な事柄につい

ては、研修内容を見直す等改善しました。 
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２ 事務部門 

  １．事業計画活動報告 

（１）インターネットバンキングへの移行及びご利用者利用料金の徴収方法見直し 

    ２０２４年１月にサービス終了となる金融機関専用ソフトからインターネッ

トバンキングへの移行を検討し２０２１年に移行、運用することを決定しまし

た。また、ご利用者利用料金の徴収方法見直しについては、現在の方法から変

更した場合でも現金での徴収方法が減らないことがわかり現時点での変更は行

わないことにしました。 

（２）年次有給休暇取得実施状況 

令和２年部署別年次有給休暇の取得状況は下記のとおりです。 

 

    令和２年次有給休暇取得状況（前年繰越分含む） 

部 署 職員数 
総年次休暇

日数 

年次休暇取

得日数 

年次休暇取

得率(R２年) 

年次休暇取

得率（R 元年） 

事務員 3 120 44 36.7% 22.5% 

相談員 4 158 44 27.8% 31.0% 

居宅・包括 16 421 223 53.0% 51.2% 

特養 介護員 24 624 140 22.4% 27.7% 

デイサービス 介護員 11 311 133 42.8% 41.2% 

看護師・機能訓練指導員 9 201 91 45.3% 56.1% 

栄養・調理 11 239 113 47.3% 47.2% 

ヘルパー 5 200 46 23.0% 31.8% 

合  計 83 2,274 834   

一人あたり平均  27 10 36.7% 38.4% 

 

 令和元年・令和２年次有給休暇取得率比較表 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

令

令和元年の年次有給休暇取得率は常勤３８．４％から令和２年の年次有給休 

暇取得率は３６．７％と１．７ポイント減少となりました。しかし、年間５日

以上の年次有給休暇の取得については、全職員が取得することができました。  
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２. 施設管理について 

（１）施設の修繕状況 

①施設設備関連（３０件） 

施設設備等修繕は、東側フェンスの土台の補強工事を行いました。また洗濯室

と蒸気ボイラー室の換気扇の取り付け工事、宿直室エアコン入れ替え工事があり

ました。小さいものではボイラー室配管やポンプからの水漏れ、入所者居室の３枚

引き戸の金具の脱落が５件、コンセント差し込み口の破損が４件ありました。 

②備品関連（２９件） 

備品関連では、調理室等の蛍光灯ユニットの故障に伴い LED 照明への交換が

８件ありました。小さいものでは入所者が使用しているベッドのリモコンが７件、洗

濯機の不具合が４件、車いすのブレーキの故障が６件ありました。 

③車両関連（１２件） 

デイサービス送迎車のオイル漏れによるバキュームポンプ交換、エンジンやドラ

イブシャフト等駆動系からのオイル漏れ、エアコンやヒーターの不具合などがあり

ました。 

（２）防災関係 

①総合防災訓練（地震による火災発生を想定） 

日 時     令和２年９月２８日(月)午後２時から午後３時 

参加者    芳川消防署３名 村井寿交番 1 名 職員５３名 

訓練内容  非常通報装置による芳川消防署へ通報訓練、利用者避難誘導 

訓練、水消火器による消火器取扱訓練、毛布担架搬送訓練 

②部署別防災訓練 

事 務   消火器の取り扱い方法読み合わせ、消火器設置場所確認 

特 養   消火器の取り扱い方法読み合わせ、消火器設置場所確認 

デ イ    消火器の取り扱い方法読み合わせ、消火器設置場所確認、 

洪水時の非常持ち出し物品検討 

栄養調理  消火器の取り扱い方法読み合わせ、消火器の設置場所確認 

ヘルパー  消火器の取り扱い方法読み合わせ、設置場所確認 

居  宅   消火器の取り扱い方法読み合わせ、消火器・防災設備確認、 

施設設備確認、ハザードマップ避難場所確認 

南東部   消火器の取り扱い方法読み合わせ 

中央南   消火器の取り扱い方法読み合わせ 
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３ 介護老人福祉施設 真寿園（特養）部門 

１ 事業計画活動報告 

本年度は、看取り介護の実践効果の検証をテーマに「看取り介護」について、ICF を用 

いたアセスメント表を元に、事例発表会を行い、職員のスキルアップを図りました。又、20床

増床により、職員の勤務体制や介護サービスの提供に大きな変化が生じる為、業務手順

書の見直しと、マニュアル作成を行いました。 

 

２ 長期入所関連 

（１）年間稼働状況 

 ① 全体の年間稼働率 

        令和2年度の年間稼働率は、99.1％（昨年度99.5％）でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）長期入所 

① 年間稼働率 

本年度の年間稼働率は98.4％（昨年度98.4％）の結果となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

② 年間利用日数 

        上記①の年間稼働率を年間利用日数に置き換えてみると17966日となり、

所定利用日数（18250日）に対して、284日（前年301日）の未利用期間が

ありました。この内訳は、入院260日（前年273日）および退所から次の入

所までの未利用期間が25日（前年31日）となっています。今後も、未利用

期間の解消のために入院原因の分析と予防および迅速な入所に向けて、一層

の取組みが必要です。 

③ 入退所状況 

         年間の動きをみると、入所は12名、退所は12名でした。入所前の所在

では、在宅から6名、老健等から6名です。一方、退所理由をみると施設内

での看取りケースは11名、入院中の死亡が 1名でした。（昨年度退所は14

名、そのうち施設内看取り13名） 
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入園前所在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

退園状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）利用者の状況（令和3年3月末現在 50名） 

① 年齢別内訳 
        85歳以上の利用者が過半数を占 

めており、平均年齢は約89.3歳と 

なっています。利用者の最高年齢 

は103歳（女性１名）、最低年齢は 

58歳（男性１名）です。 

 

     ② 要介護度 

        平均要介護度は、4.42となってい 

ます。昨年度と同じ介護度となって 

おり、横ばいで推移しています。 
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 在宅から 老健等から 有料等 病院から GH 合計 

男性 1 1 0 0 0 2 

女性 5 3 0 2 0 10 

合計 6 4 0 2 0 12 

新規入園者平均年齢 88歳 

新規入園者平均要介護度 要介護4 

前年比 平均在所日数 

令和2年3月31日時点 1154日 

令和3年3月31日時点 1084日 

退所者数 12名 

施設看取り 11名 

病院先死亡 1名 

転院 0名 

在宅 0名 

男性 3名 

女性 9名 

令和2年度退園者平均年齢 91.8歳 

退園者平均要介護度 要介護５ 

退園者平均在所年数 1825日 



 ③ 在所期間 

       最長で10年（女性1名）の方がい 

ます。全体では、入所して3年未満の 

方が6割を占めています。 

  

 

 

④ 入所前の所在地区別 

        入所前に寿・内田に住んでいた方 

が、約5割となっております。 

 

 

 

 

（４）入所申込みの状況 

     ① 申込者の状況 

        ㋐ 現況調査結果  

現況調査実施期間：令和3年1月5日（火）～1月12日（金） 

㋑ 調査結果 

内訳 男性 女性 

配布数 43 63 

キャンセル 8 10 

入所希望 35 53 

㋒ キャンセル理由 

            男性：死亡4名/他入所2名/返信なし2名 

            女性：死亡3名/他入所4名/返信なし3名 

㋽ 総申込件数 

           現状調査以降の申込み者数との合計で令和 3 年 1 月現在の入所申込

み件数88件（昨年82件）となっています。 

 

②入所希望者現況 

㋐ 所在内訳 

申込時の所在は、老人保健 

施設26名、病院（療養型含 

む）15名が多く、入院及び 

施設入所中の方の申込みが、 

半数を占めています。また、 

入所申込の代理人では、実子 

以外（甥、姪、兄姉、弟妹） 

の申込みが増えております。 
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㋑ 要介護度別 

   

  

 

 

 

 

 

㋒ 年齢構成 

 

  

 

 

 

 

３ 短期入所関連 

（１）年間稼働状況 

      ① 全体の年間稼働率 

             

 

 

 

 

 

 

 

本年度、短期入所稼働率102.6%（昨年度105.0%）でした。新規契約者数

の減少も影響し、昨年度と比較すると、やや稼働率が落ちる結果となりま

した。 

      ② 要介護度 

令和３年３月時の平均要介護度 

は3.58となっています。昨年同 

時期は3.50となっており、やや 

平均要介護度は高くなっています。 

         介護度３以上のご利用者割合が、 

         73％となっています。 

③ 居住地 

寿・村井地区で約5割を占めて 

います。他市内においては、真寿園 

長期入所を希望されており、体験入 

所や施設生活に慣れていただきたい 

との思いから希望されている方も利用されています。 
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内訳 男性 女性 

要介護1.2 1名 1名 

要介護３ 12名 19名 

要介護４ 13名 19名 

要介護５ 9名 14名 

合計 35名 53名 

男性 79,7歳 

女性 86,0歳 



④ 居宅介護支援事業所別分布 

寿在介が約60％を占めています。 

他事業所からも継続した依頼を受 

けております。 

 

 

 

 

⑤ 新規受入れ状況 

（ア）事業所内訳        （イ）要介護度/月別内訳 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

新規件数が多い月はショートステイから長期入所の移行により件数が増 

えています。今年度は、コロナウイルス感染症の影響もあり、平年と比較

すると新規契約数が減少しておりますが、3月から徐々にご利用希望の依頼

が増えております。 

4 年間活動 

（１）施設行事 

      ① 各種行事等の実施状況 

実施月 行事内容 実施月 行事内容 

4月 お花見会 10月  

5月 母の日会 11月 音楽会 

6月 運動会 12月 クリスマス・忘年会 

7月 夏祭り 1月 新年会 

8月 お盆週間 2月 節分会 

9月 敬老会 3月 ひな祭り会 

9月敬老会           1月新年会 
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寿在宅支援センター 8件 

他事業所 7件 

 男性 女性 

要支援１ 0名 0名 

要支援２ 0名 1名 

要介護1 0名 3名 

要介護2 1名 0名 

要介護3 1名 3名 

要介護4 2名 3名 

要介護5 0名 1名 

合計 4名 11名 



     ② スキルアップ研修会 

対象月 内容 対象者 

４月 ICF 研修会 全職員 

５月 虐待予防研修会 全職員 

７月 虐待予防研修会 全職員 

９月 絆システム説明会 相談員 

１０月 リハビリ研修会 全職員 

１１月 排泄交換（WEB）研修会 １年目職員 

１１月 苦情対応システム研修会 主任者・リーダー 

１２月 事故防止研修会 全職員 

１２月 床走行リフト（外部視察） 相談員・介護員 

     ミールラウンド         床走行リフト（外部視察） 

 

 

 

 

 

 

③ 実習および職場体験受入状況 

      実習生・職場体験、計8名の受入れを行いました。今年度は、コロナウイル

ス感染予防に伴い、実習生の実習日程が大幅に減少しました。 

（ア）実習生 

学 校 名 受 入 月 延 人 数 

松本医療福祉専門学校 10月 2名 

大原学園 8月 1名 

松本国際高校 11月12月 4名 

 計 7名 

（イ）職場体験  

松本大学 11月 1名 

 計 1名 

④外泊・外出、クラブ活動等の実施 

コロナウイルス感染症対策として、家族との外出を行う事はできませんで 

した。 

音楽療法、朗読ボランティア等、毎月行っていた活動も自粛となってしま 

いましたが、筑摩野中学校が行っている、リサイクル活動には、施設全体 

で参加し、地域との繋がりを持つ事ができました。 
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４ 通所介護部門 

１． 事業計画実施状況 
 

 

中 間 目

標 

記録様式の簡略化と ICF に基づいた利用者対応検討が出来て

いる 

達 成 目

標 

記録業務改善、業務内完結と ICF 視点の支援内容の更新がで

きている 

  

令和 2 年度事業計画では、前年度に取り組んだ ICF の視点におけるアセスメン 

ト能力の向上による、介護サービス提供の質の向上により一層取り組んできました。

再アセスメントの際に個人の情報収集をする中で、ご利用者の生活歴に触れる機会

も多くあり、その方がどのように人生を生きてこられたのか、またこれから先どの

ような生活を送りたいのか、個人としての尊重されるべき生活の視点に立ち、必要

な在宅生活を支援するということの大切さに改めて気づくことができた取り組み

になったと感じています。 

入浴や排泄といった、介護現場に溢れている介護ではなく、ご利用者の生活の一 

部に寄り添うといった視点を持つことにより、定型化してしまっている介助方法の

みならず、ご利用者にとって今必要なパーソナルな介助や支援は何であるかに気付

く、または引き出せるための介護福祉士としての質の向上のきっかけとなるのもで

あったと考えています。この資質向上により、ご利用者に選択してもらえる介護提

供を実践でき、地域における365日の介護サービス提供の場所として信頼を勝ち得

ていくものだと考えます。以上のことにより、ICF 視点の介護提供を実践継続し、

職員育成の基礎として、主任者主導のもと指導し、定着を図れるよう環境を整える

ことに尽力していきたいと思います。 

     ICTの活用による記録時間の短縮、様式の変更について、記録が重複していること

による業務負担が検討課題でありました。記録の重複について、申し送りに使用し

ている書式変更にて同様事項の記録は減少し、ノートによる手書きを無くし、記録

を一元化したことによって情報把握もしやすくなりました。記録の一元化はとても

有効的であったと考えており、全職員が情報を共有しやすく、また情報の集約もし

やすくなったと感じています。利用者情報の電子化に取り組んでいるもう一つ良い

点としては、今後の報酬改定における情報収集からのフィードバックについてはマ

ストになり、基本報酬に組み込まれることが予想されるため、現段階で導入できた

ことは今後の負担軽減に大きく役立つと考えています。しかし、電子記録媒体の使

用頻度による、不慣れさによって時間的なロスは発生してしまっている現状課題も

あるため、書式、記録業務時間の変更や工夫など、各ポイントの改善により注力し、

今後における更なる ICT 活用に則り、記録業務の改善に取り組むことで、職員負担

の軽減に努め、他事業所との差別化を明確にでき、人材定着の一助となるように積

極的にICTの活用検討、導入を考えていきたいと思います。 
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テーマ ICT活用による記録業務負担の改善とICF定着の推進 



２． 利用者状況（令和３年３月３１日現在） 
（１）真寿園デイサービス令和２年度通所介護／通所予防利用実績 

① 稼働率 
真寿園デイサービスは、一日当たり平均利用者数１９．０名と安定し、平均年

間稼働率は９５．１％（昨年９３．７％）でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 要介護度別利用状況 
真寿園デイサービス利用者の事業対象・要支援１～２までの割合は４３．０％、

（昨年１０．６％）要介護１～５までの割合が５７．０％でした。令和元年度に

比べ要介護者の割合が大幅に減少しています。 

稼働率が若干上昇しており、支援者の増加もあり、令和 3 年度からは事業所評

価加算を再算定できる運びとなりました。稼働率は好調でしたが、介護保険での

請求数は減少し、収益的には前年度より減少しました。 

 

 

③ 利用者年齢状況 
真寿園デイサービスは、７５歳以上の利用者の割合が８５.０％以上を占めていま

す

。 
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（２） 松本市寿デイサービスセンター令和２年度通所介護／通所予防利用実績 
① 稼働率 

松本市寿デイサービスセンターは、一日当たり平均利用者数は２４．０名でし

た。平均年間稼働率は７９．９％（昨年８１．６％）でした。前年比１・７ポイ

ントの稼働率低下となっています。 

土曜、日曜日の平均稼働率が平日稼働を大きく下回り、年間での土日稼働率は

６０％弱となっています。土日利用の新規獲得が今後の課題となります。 

利用者減少要因として、例年同様、入院者や体調不良者の増加が目立っていまし

た。平日の新規依頼としましては、機能訓練実施目的が多く、休日は家族が自宅

介護をしながら支給限度額の調整をするという家庭が多く見られます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 要介護度別利用状況 
松本市寿デイサービスは、要介護３～要介護５までの割合が６２．０％(昨年度は

６８・７％)を占めています。今年度も中重度者ケア体制加算の要件を達成できて

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 利用者年齢状況 
松本市寿デイサービスは、７５歳以上の利用者の割合が８６．０％以上を占めて

います。 
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５ 看護部門  

  １ 事業計画活動報告 

看取りケアを充実させる取り組みの2年目になります。今年度は入所してから看 

取りまでのステージの変化に応じた必要な書類の整備と具体的な内容をまとめま

した。 

  ２ 健康管理等の状況 

(１) 診察状況について 
内科医師回診  週2回（火・木）定期実施 

精神科医師回診 月2回（第1・3金曜日）定期実施 

歯科医師往診  相澤病院口腔外科 月1回 

           平林歯科医院 週1回（金）定期実施 

   （２）受診、入院、往診状況について 

      

回数 入院 回数 入院者数
救急外来 24回 肺炎、尿路感染症、胆管炎等 １回 14名 肺炎、尿路感染症、腎盂腎炎、大腿部骨折

形成外科 4回 褥瘡壊疽 ２回 0名
耳鼻科 2回 補聴器作成検査 ３回 1名 胆管炎
整形外科 2回 骨折経過
ペースメー 往診 往診者 人数
カー外来 平林歯科 18名 義歯調整、齲歯治療、口腔清掃
胃瘻交換 7回 定期交換

なごみ皮膚科 26回
1回
2回 骨折、手術後経過

小口内科 1回
松本医療センター皮膚科　3回 イボの検査

傷病名

内容

若林整形

内容受診先

5回 定期検査

相澤病院

褥瘡、発疹、蜂窩織炎等
窪田外科 蜂窩織炎

風疹抗体検査

 

（３）感染症対策について 

結核予防対策 胸部レントゲン撮影 

     実施日 11月20日  実施者数 50名 

インフルエンザ予防接種 小口内科クリニック 

     実施日 11月17日 18日 30日  実施者数 50名  

肺炎球菌予防接種 小口内科クリニック 

     実施日 11月19日 27日  実施者数 3名 

感染症対策委員会実施 

     令和2年4月22日 新型コロナ感染症予防対策について 

     令和2年5月27日 新型コロナ感染症予防対策について 

             面会について 

     令和2年6月4日  通所、短期入所、居宅訪問サービス部門で開催 

             緊急事態宣言解除後の各部署の対応について 

     令和2年7月22日 新型コロナ感染症予防対策について 

                施設で発生時の対応 食事時の配置検討 
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     令和2年8月26日 新型コロナ感染症予防対策について 

                感染対策チェックリスト確認 

                  動画鑑賞「介護老人福祉施設（特養）のためのそう

だったのか！感染対策」 

     令和2年9月23日 新型コロナ感染症予防対策について 

                近隣施設の感染対策について 

     令和2年10月28日 新型コロナ感染症予防対策について 

                   セミナー視聴「高齢者施設の感染症対策＆新型ウ

イルス感染症対策」 

     令和2年11月25日 新型コロナ感染症予防対策について  

                研修会の報告 

     令和2年12月23日 新型コロナ感染症予防対策について 

                発生時マニュアル、シミュレーション作成 

     令和3年1月27日 新型コロナ感染症予防対策について 

                   WEBセミナー視聴「感染症の基礎知識と新型コロナ

ウイルス感染症」 

     令和3年2月24日 新型コロナ感染症予防対策について 

                  WEB セミナー視聴「入居型高齢者施設における日    

常的な入居者介助のための感染手順書」を利用し

た高齢者施設の感染対策 オーチャード開智  

新型コロナウイルス感染対策の記録 

     令和3年3月24日 新型コロナ感染症予防対策について 

                   WEBセミナー視聴ディスカッション「未知なる新    

興感染症、施設はどうすべきか?～新しい生活様式と

公衆衛生の新たな常識」 

感染症対策研修会実施 

        令和2年12月11日 感染症対策委員会にて動画鑑賞とWEBセミナー視聴

実施  

看護職員会議で動画鑑賞 ガウン着脱、手洗い方法

実施 

   (４)褥瘡予防委員会実施 

      令和2年6月12日 褥瘡発生予防と早期発見対応について 

                褥瘡処置対応について 

      令和2年9月23日 褥瘡評価について 

      令和2年3月24日 褥瘡者経過と対応報告 

(５)機能回復訓練 

理学療法士がご利用者個々に合わせたプログラムを作成して実施しています。 

 

  3 通所介護部門 

     ご利用者の健康状態を把握し、健康管理を行うとともに、健康の維持・増進を行

っています。 
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６ 栄養・調理部門 

１ 事業計画報告 
    （１）摂食嚥下機能の支援を充実させる 
         平成３１年４月から経口維持加算Ⅰ・Ⅱの算定を開始した。それに伴い

１回のミールラウンドの実施も始まりました。算定開始から 2 年が経過し
ましたが当初と比べ多職種でより深い話し合いが実施できています。また、

話し合いのもと提案された対応方法がご利用者へしっかり定着されている

と感じます。新しく栄養補助食品の検討導入もでき、選択肢が広がりまし

た。管理栄養士では昨年度から継続して、ミールラウンドの書類を作成、

対象者のモニタリングを実施できました。経口維持加算算定により真寿園

の収入に貢献出来ました。 
（２）令和３年度真寿園２０床増床に向けての対応 

・必要物品の購入の検討（配膳車・調理器具・食器）置き場所の検討 
・２０床増床のシミュレーションの構築 

         ９月３日（木）朝の食事時間、増床のシミュレーションを行う。 
・２０床増床のシミュレーションの実施 

１１月２５日（水） 夕食事時間、増床のシミュレーションを行う。 

          ３月１９日（金） 昼食事時間、増床のシミュレーションを行う。 

・増床対応の作業工程表の作成 

 ・配膳車、不足の食器等の購入 

          ２月、３月 配膳車・食器等の購入。 

２ 各部署との連携、業務効率化及び経費削減への取り組み 

    （１）煮物を入れている器を、特養と話し合い新しい器に変更した。 

（２）デイサービスで使用するお皿が不足してきたので追加購入した。 

（３）地元中学校の福祉活動に協力するため、真寿園で集めているアルミ缶、給食

で使用したアルミ缶回収に協力した。 

 （４）３部署会議（看護・介護・栄養調理）を不定期に行っているが、多職種での

連携を深めた。 

３ 安全・衛生管理 

（１）調理室や食堂の清掃、食材のチェック、職員の健康チェック、月1回のサン   

コリテップ(食品や器具類が大腸菌群に汚染されていないかその有無を調べる

検査)の実施、検便等健康管理を含めた衛生管理に努めてきました。 

（２）施設内で直接火気を扱う場所のため、毎日の火気点検を行い、防火等安全管理

に努めてきました。 

（３）ご利用者の体調不良時(嘔吐など)には使い捨て食器の使用と塩素消毒を実施す

るなど、感染症対策に努めました。また日々の手洗い、うがいの徹底により調

理職員の感染症対策を行ってきました。 

（４）検食 味見について 

食中毒が発生した時の原因究明を確実に行うため、原則として、調理従事者等 

は当該施設で調理された食品を喫食しないこととしてきました。 
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（５）中心温度 検品時温度の徹底 

       納入食材は、衛生害虫、異物混入、腐敗・異臭等がないか点検する。異常品は

返品又は使用禁止としてきました。調理の途中で、最も熱が通りにくい具材を

選び、食品の中心温度を３点以上測定し、中心温度を記録し、提供給食の衛生

管理に努めてきました。 

（６） 保健所衛生監視で指摘を受けた箇所について、調理員全員に周知し、衛生管理  

に努めるよう周知した。 

（７） １１月にノロウイルスが感染症予防のために資料を用意し、職員全員が予防に

努めるように話をした。 

（８） ノロウイルス注意報が発令している時期に、しっかり手を洗えているか全員で

手洗いチェックキットを使い、確認しました。今後も手洗いを徹底し感染症予

防に努めてきました。 

（９） 今年度はインフルエンザの集団感染はなく、新型コロナウイルスの感染が拡大

したため、職員全体で感染予防に努めました。 

４ 献立調理 

（１）真寿園の行事食においては、下記のような献立を用いて実施しました。 

お重はご利用者が掬いづらく食べにくいとの声もあり、常食・きざみ食・スー

パー食・ミキサー食の方に介助しやすいように各別盛りにしました。 

・敬老会（9月） 

生ちらし寿司、鶏肉のムニエル、かぼちゃの

いとこ煮、 

小松菜のからし和え、紅白寒天、長寿椀 

・忘年会（12月） 

五目ちらし寿司、すまし汁、大根の煮物そぼ

ろあんかけ、                3月ひな祭り献立 

小松菜のからし和え、水ようかん 

・新年会（1月） 

赤飯、松風焼き、炒り鶏、小松菜の和え物、おせち盛り合わせ（さつま芋

きんとん、やわらか昆布巻き、やわらかかまぼこ）、お雑煮風 

（２）デイサービスでの行事食・おやつ～ 

       新年会週間、敬老会週間をはじめ、お花見週間やこいのぼり週間などの、お

やつも実施しました。普段と違った料理やおやつを提供し、ご利用者に喜んで

頂く事が出来ました。 

・4月6日～12日デイサービスお花見週間 

・5月4日～10日デイサービスこいのぼり週間 

・7月6～12日デイサービス七夕週間 

・9月11日～17日デイサービス敬老週間 

・12月19日～25日デイサービスクリスマス週間 

・1月10日～16日デイサービス新年会週間 

・2月1日～7日デイサービス節分週間 

・3月1日～7日デイサービスひな祭り週間   9月デイサービス敬老週間    

 

２３ 



       月に1回を目標に、毎月実施しました。行事だけでなく、端午の節句、土用の

丑の日、七夕などの季節の食事も献立に取り入れて、ご利用者に喜んでいただ

けるようにしました。 

５ 食事摂取状況 

 

 

熱量 

(kcal) 

蛋白質 

（ｇ） 

脂質 

（ｇ） 

炭水 

(ｇ) 

ｶﾙｼｳﾑ 

(mg) 

鉄 

(mg) 

ﾋﾞﾀﾐﾝ A 

(μg) 

ﾋﾞﾀﾐﾝ

B1(mg) 

ﾋﾞﾀﾐﾝ

B2(mg) 

ﾋﾞﾀﾐﾝ C 

(mg) 

食塩 

(g) 

荷重平均所要量 1547 41.2 43.0 222.4 512 5.12 463 0.83 0.93 85 7.1 

平均摂取量 1635 61.0 40.7 249.2 523 7.75 678 0.75 1.00 84 8.7 

     各種栄養素の充足率は脂質、ビタミンB1、ビタミンC以外は100％を超えていま

す。例年同様、塩分過剰の傾向が見られます。高齢者は加齢により味覚減退する方

が多いため満足して召し上がっていただけるようしっかり味付けしていることが理

由に考えられます。それに加えて三食汁物を提供していることが影響していると推

測されます。汁物の提供回数の検討と調味料を工夫して塩分摂取量を減らしていき

たいと考えています。昨年も脂質、ビタミンB1が充足率に達しておりませんが、今

後も献立を検討し改善に努めます。 

６ 真寿園ご利用者食事状況 （令和２年３月３１日現在） 

     常食を召し上がるご利用者が現在は0名、ミキサー食やスーパーきざみ食の提供

が多くなっています。嚥下機能や栄養状態が低下したご利用者にゼリーや飲料の栄

養補助食品を提供する機会が昨年度と比較するとさらに増加しました。毎食栄養補

助食品を食事に付随し提供することで食事摂取量や栄養状態が改善するケースが何

件か見られています。個別対応が多くなってきており、栄養補助食品の使用量も増

加している為、給食費の中でうまく経費を削減し、個別対応に回せる予算を増やし

ていきたいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 嗜好調査の実施 

真寿園及び真寿園デイサービスご利用者を対象に3月に、ご利用者、介護職員を

対象にアンケート調査を実施しました。ご利用者方の好みや介護職員の思いを知る

ことが出来たため、今後献立作成や提供方法に活かしていきたいです。 
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食 事 の 種 類 人    数 

主  食 副  食 平成３０年度 令和１年度 令和２年度 

常  食 常  食 ３人 ２人 ０人 

常  食 きざみ食 ５人 ７人 ９人 

常食 スーパーきざみ ０人 ０人 ０人 

お  粥 常  食 ０人 ０人 ０人 

お  粥 きざみ食 ５人 ５人 ３人 

お  粥 スーパーきざみ １８人 １９人 １９人 

ミ キ サ ― 食 １４人 １０人 １２人 

経 管 栄 養 食 ６人 ８人 ３人 

栄養補助食品のみ ０人 ０人 ３人 

入院及び食止め ２人 ０人 1人 

  合        計 ５０人 ５０人 ５０人 



特養介護員の意見（抜粋） 感想・ご意見(デイ） 

・お粥が緩い、硬さが一定ではない 

・カレーやハヤシライス、丼ものはよく

食べている 

・おかずの味付けが一定ではない 

・朝のおかずが少ない 

・酢の物は好まれない方が多い 

・ステーキを食べたい 

・塩分が足りない 

・かさ増しを人参にするのやめてほしい 

・何を食べても美味しい 

・真寿園の料理は良い 

・ほぼ満足している 

 
８ 血液検査による栄養状態の把握 

      5月と11月に血液検査を実施しました。通年通り年に２回実施しました。 

     血液検査での栄養状態は、高齢化が進むとともに低栄養の方の割合も年々増加し

ています。食形態が下がることに比例して、栄養状態が低下してしまう傾向にあ

るため、少量でも栄養が摂れるよう調理や栄養補助食品を活用するなど工夫をし

ていきたいです。 
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７ 居宅介護支援事業所：松本市寿在宅介護支援センター 

1 事業報告 テーマ「ひとり暮らし認知症利用者に対するマネジメント向上とマネジメ 

ントに関わる書類の標準化」 

     今年度は介護支援専門員として困難することが多い「ひとり暮らし認知症利用者

に対するケアマネジメント」をテーマに南東部包括支援センターと共同で事例検討

会を年3回企画し、新型コロナウイルス感染予防のためソーシャルディスタンスや

人数、時間等を配慮しながら予定どおり開催しました。併せて、居宅内のひとり暮

らし利用者の実態アンケート調査を行いました。事例検討とアンケート結果から認

知症と身体機能の低下はひとり暮らしの限界と大きく関わっていることや、生活支

援を含めた細やかな支援、近い将来を見据えながらの支援が必要であることを学ぶ

ことができ、スキルアップを図ることができました。また、ＰＣ上書類の整理、情

報の共有化を行い、業務の効率化もおこなうことができました。 

「ひとり暮らし認知症の利用者」をテーマに事例検討会開催 

第１回南東部エリア勉強会 

     日時：令和２年６月１１日（木） 

     場所：真寿園介護者教室 

     内容：事例検討会「被害妄想のあるひとり暮らし認知症の事例」、情報交換 

        参加者：７名 

第２回南東部エリア勉強会 

     日時：令和２年８月６日（木） 

     場所：真寿園介護者教室 

     内容：事例検討会「被害妄想のあるひとり暮らし認知症の事例」、情報交換 

         参加者：６名 

第３回南東部エリア勉強会 

     日時：令和２年１０月８日（木） 

     場所：真寿園介護者教室 

     内容：事例検討会「ひとり暮らしの認知症高齢者」、情報交換 

     参加者：８名 

２ 居宅介護支援状況 実績報告 

（１）月別ケアプラン作成数 要介護対象者（介護１～介護５） 

令和２年度の実績は、７月の１９７件をピークに３月に１８４件とケアプ

ラン数が減少しました。その要因は、介護支援専門員の人員体制が大きく影

響しております。４～７月の間は７．５人体制、８～１月は６．５人体制、

２月から６．９人体制、３月は７．３人体制となっておりました。そのため1

人当たりの保有率は常勤換算（介護と予防合わせた）を３９名として、８月、

１１月に９１．７％、３月時点では７６．７％と減少しております。ご利用 
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者要因としては、冬場の基礎疾患の悪化や転倒等入院が多く、認知症の進行、

介護度の重度化や入院をきっかけに施設への移行ケースも増えています。令

和３年４月に真寿園の増床があり、当事業所より8名の利用者様が長期入所

となっております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）要介護の新規及び終了ケースの動向 

今年度は要介護５０件、要支援１３件の新規ケースがありました。南東部  

包括支援センターからの紹介が最も多く、次いで多かったのは、本人・家族か

らの申し込みでした。昨年に比べると他包括・居宅からや支援から介護に移行

の新規が増えています。病院からの依頼が今年度は少なく、医療と介護の連携

の観点から繋がりを大切にしていきます。終了ケースは70件となり、分布につ

いては死去４２％、続いて長期入所（有料老人ホームも含め）３２％となって

おります。 

その他の理由の中で県外のご家族のもとに転出されるケースも多くありまし 

た。施設サービスの充実、家族介護力の低下もあり、介護度の重いケースは在

宅で過ごす時期が短くなっている傾向が続いております。 

 

 

２７ 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月
１０
月

１１
月

１２
月

１月 ２月 ３月

平成30年度 186 187 185 187 185 179 182 179 176 173 170 172

令和01年度 178 187 186 191 191 195 198 194 188 184 179 179

令和02年度 182 187 192 197 195 192 195 196 193 187 186 184

170
175
180
185
190
195
200

要介護 月別 ケアプラン作成件数

死去
42%

入所（有料老人
ホーム）
9%

入所（特養・老
健）
23%

要支援
6%

長期入院
7%

その他・自立
13%

終了理由



（３）月別ケアプラン作成数 要支援対象者（要支援１、２） 

要介護の件数とバランスをみながら主に南東部包括支援センターより紹介を 

受けて、少しずつ件数を増やしてきました。今後も要支援者の増加も予想されま

す。引き継き、常勤換算数の要介護者数の増え具合をみながら要支援者の受け入

れも積極的に行っていきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）要介護度分布                      （延べ件数） 

 要介護者の件数は昨年度と比較すると、要介護1、4、5の利用者の増加、要介

護2、3の減少がみられます。終了ケースも今年度は多く、中でも要介護4,5の方

の長期入所が多くありました。 
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0 500 1000 1500 2000 2500

令和02年度

平成30年度

令和02年度 令和01年度 平成30年度

介護１ 740 713 587
介護２ 626 642 669
介護３ 433 436 488
介護４ 330 293 259
介護５ 172 160 152

介護度別 ケアプラン作成件数



８ 訪問介護部門 

１ 事業計画活動報告 

テーマ 「サービス提供責任者の分担制による訪問介護計画書の作成」 

      今年度はサービス提供責任者が作成している訪問介護計画書の作成手順の見直
しを行い、ご利用者のアセスメント、モニタリングと評価を反映させた訪問介護
計画書の作成、計画書に沿った訪問指示と記録の実施を行いました。計画書作成
から指示までの作業をサービス提供責任者が分担して行う事で、事務処理の負担
軽減に繋げることができました。 

（１）新たな訪問介護計画書の運用 
・ ご利用者のケースファイル保存方法の手順書の見直しを行い、アセスメント、
モニタリング、評価、情報の更新といった一連の作業を手順書に沿って作成す
ることで統一した記録の保存が行えるようになりました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・ サービス提供責任者が、各担当ご利用者の計画書の作成、認定期間の確認モ  
ニタリング、担当者会議出席などの作業を一括して行う事で、ご利用者の状態
を含め全体の把握が出来るようになり、事務作業がスムーズに行えるようにな
りました。 

（今後の課題として） 
引き続き統一した介護計画書の作成を行うと共に情報の更新を行う事を目標

に、認定期間の確認、ケースファイルの確認が行えるよう、チェックリストに
よる確認作業と記録の更新作業を進めていきます。 

（２）訪問指示書と報告書の実施 
    ・ 今年度あらたに実施した訪問指示書と報告書を活用し、サービス提供責任者

から訪問するヘルパーへ指示を出し、訪問したヘルパーから報告を受け記録に
残し、指示書と訪問予定表を日報と一緒に綴り、決済を受け保管を行うように
しました。 

・  訪問指示書の活用により、訪問間違いや連絡ミスなど訪問全体のミスが減少 
しました。 

・  援助内容や連絡事項の指示を出し、訪問の報告を受けることで、ご利用者の 
状態把握や援助内容の変更が迅速に行え、次の訪問へ繋げることができました。 

（３）研修会実施 
研修会については、施設内研修会外部研修会等、各研修会へ参加する事で業
務の見直しや介護技術の向上へ繋げることができ、初心へ戻り振り返りを行う
良い機会となっています。今年度は、ご利用者の病気や身体の状態に合わせた、
病気と食事についての研修や介護技術の研修を行いました。訪問しているご利
用者の状態に合わせた研修を行い、知識を深め援助を行う事が必要だと感じま
した。ヘルパー全員が考え、レポートに取り組み、ステーション全体の質の向
上に努めました。コロナウイルス感染症についての研修会も多く、予防対策の
基礎知識を理解し、感染予防に努めています。 
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２ サービス状況 

(1) 生活援助    （単位 時間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活援助だけの訪問は、年々減少傾向しています。生活面と身体面の両方を

総合的に支援し、在宅生活を維持していく傾向に変化しています。高齢者夫婦

の世帯が多くなってきており、老老介護の世帯への訪問も生活援助の減少に繋

がっていると考えられます。 
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内部研修内容 実施月 

業務マニュアル読み合わせ ４月 

・接遇・コミュニケーション能力研修 

・カリウム禁・カリウムが多い食品と調理方法を知る 

６月 

・認知症研修（せん妄について） 

・各部署防災訓練研修 

８月 

感染症研修 １０月 

介護技術研修 １２月 

外部研修内容 実施月 

コロナ対策訪問部会 ７月 

多職種連携研修会 ９月 

高齢者施設の感染症Webセミナー １１月 
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(２) 身体援助    （単位 時間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご利用者が日中独居になる為、安否確認を兼ねての朝・夕（１日２回）身体

1（３０分）の訪問依頼が増えてきています。働きながら介護を行うご家族の介

護負担の軽減にも繋がっています。ご利用者と一緒に家事を行う自立支援型の

援助も行っています。 

（３) 複合型援助（身体＋生活）       （単位 時間） 

 

 

 

 

身

体援助＋生活援助の複合型の訪問については、昨年度に引き続き増加傾向です。

身体1＋生活1・身体1＋生活2・身体1＋生活3の援助が多くありました。服薬

確認、食事見守り、排泄介助などの身体的援助（30分）と買物、調理掃除など

の生活援助（25分～75分）を組み合わせた援助を行っています。ご利用者の生

活を全面的に支える援助が増加していく傾向です。 

 

（４）介護予防・日常生活支援総合事業            （ 年間 回数 ） 

要支援のご利用者のサービ

ス利用は年々増加傾向です。

残存機能を維持しながら在宅

での生活が継続できるよう、

支援を行なっていきます。 

 

 

（５）訪問介護全体の傾向として 

訪問看護やデイサービスなど、ご利用者の状態に合わせたサービスを組合せ

て利用するご利用者が多く、入浴介助や通院介助などの援助は減少しています。

デイサービスやリハビリの利用をアドバイスする機会も多く、多職種との連携

を取りながら、ご利用者の状態に合わせた援助を行っていきます。 
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身１生１ 身１生２ 身１生３ 身２生１ 身２生２ 身２生３ 身３生１ 身３生２ 

Ｒ０１年度 1418 912 640  0  4  0  0 2  
Ｒ０２年度 1359 1041 830 35 6 0 0 0 
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９ 地域包括支援センター部門 

     厚生労働省の示す地域包括支援センターの法定業務及び、令和２年度松本市地域

包括支援センター運営方針、恵清会の事業計画、に基づき業務を行いました。 

令和２年度は、自立支援型個別地域ケア会議の開催、リビングウィルや人生会 

議の周知、医療・介護の連携強化のための多職種連携研修会の開催、若年性認知症

本人ミーティング開催への取り組み、生活支援体制整備の強化にむけて、地区生活

支援員や地域づくりセンターとの連携に力を入れてきました。 

・包括支援センター法定業務 

１ 相談業務  

２ 権利擁護事業  

３ 包括的継続的ケアマネジメント 

４ 介護予防ケアマネジメント 

・松本市地域包括支援センター運営方針 重点的に行うべき業務方針 

１ きめ細かな総合相談の実施 

       ２ 生活支援体制の推進 

       ３ 認知症施策の推進 

       ４ 在宅医療・介護連携の推進 

５ 高齢者虐待の早期発見・協力体制の強化 

    ・恵清会包括部署事業計画 テーマ 

南東部： 生活支援体制整備の拡充と、共生と予防の取り組み 

       中央南： 地域住民と専門職が協働できる地域づくり 

 

１ 総合相談業務 

      高齢者・高齢者家族・民生委員・福祉ひろば・医療関係機関・行政機関・居宅

介護支援事業所等、地域住民や関係機関からの様々な相談に対し、適切なサービ

ス等に繋ぎ、問題解決に向けて継続的な支援を行っています。相談内容が複雑化

し、解決に至るまでに時間を要する相談が年々増加しています。 

相談件数               令和２年４月～令和３年３月（のべ件数） 

  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 

南東部 167  257  219  176  140  185  163  144  146  147  124  211 2079件 

中央南 73  101   161  158  136  144  190  148  203  159  183  156 1812件 
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２ 権利擁護 

認知症高齢者の増加により、金銭管理が不十分で消費者被害に遭ったり、養

護者から虐待を受けるケースが年々増加しています。松本市と連携し、「成年後

見支援センターかけはし」や「まいさぽ松本」、「日常生活自立支援事業」等の

制度を活用しながら支援を実施しています。また、市で実施している弁護士と

の連携事業によりスムーズな法律相談が可能となっています。 

 権利擁護相談 虐待相談 

南東部 ５３件（実数８人） ５１件(実数７人) 

中央南 ２０件（実数６人） ９７件(実数１５人) 

                      令和２年４月～令和３年３月（延件） 

３ 包括的・継続的ケアマネジメント 

主任ケアマネジャーを中心に「松本市ケアマネジャー勉強会」「ケアマネなんで

も相談会」「包括エリアごとのケアマネジャー勉強会」「多職種連携研修会」を開

催し、介護支援専門員のスキルアップに努めてきました。 

さらに、支援困難事例をとおして、個々のケースの見守り体制の構築や課題解

決に取り組む「個別地域ケア会議」を開催しました。 

４ 介護予防ケアマネジメント 

（１）介護予防給付 

        高齢者の生活機能低下を防ぎ、地域で安心した生活が継続できるように、

事業対象者、要支援１・２の方の介護予防サービス・支援計画を作成して

きました。 

介護予防サービス計画件数（月毎給付請求件数） 令和２年４月～令和３年３月（件） 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

介護予防ケアマネジメントＡ件数（月毎給付請求件数）令和２年４月～令和３年３月（件） 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

介護予防ケアマネジメントＢの実績は、中央南２～５件/月、南東部は1件/月 

３３ 



５ 認知症施策への取組み 

認知症地域支援推進員(兼務)を中心に認知症カフェの運営支援や、各地区で

の物忘れ相談会の開催、認知症サポーター養成講座を行いました。思いやりパ

スブックやあんしんカルテ、「認知症思いやりサポートチーム」（認知症初期集

中支援チーム）、思いやり相談会（認知症専門医による相談会）を活用し、認

知症高齢者やそのご家族の相談も行っています。また、若年性認知症本人ミー

ティングの継続的な開催への支援を行いました。 

６ 在宅医療・介護連携の推進への取り組み 

       入退院時連携ルールの積極的な活用のほか、病院主催の地域連携の学習会に

参加をしました。病院側との情報交換をとおして、顔の見える関係性の構築や

業務内容の相互理解を深めました。 

７ 地区活動・研修・会議出席状況 

南東部担当４地区（内田・寿・寿台・松原）中央南２地区（庄内・中山）の

福祉ひろば事業（ふれあい健康教室、出張ふれあい健康教室、ひろば喫茶、出

前喫茶、介護のつどい等）、民生児童委員定例会に出席し、包括支援センター

だよりを活用した健康や生活へのワンポイントアドバイス及び介護保険等に

関する情報の提供を行いました。包括支援センターが身近な総合相談窓口であ

ることの周知を継続的に実施しています。地区活動、毎月開催される地区支援

企画会議（地区担当職員会議）、研修会等は新型コロナウイルス感染拡大の影

響を受け、開催回数が大きく減少しました。大人数の会議開催が難しい中、年

度後半は、ZOOM等を活用しながらweb会議を取り入れました。 

今後も、知識や分析能力、資質の向上を図るべく、可能な限り研修・会議等

に参加し、情報収集・自己研鑚に努めています。  

＜地区活動＞              （年間実数） 

・認知症関連          南東部  16回  中央南  26回 

・地域包括ケアシステム関連   南東部  269回  中央南  134回 

・研修等・会議          南東部  146回  中央南  103回 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３４ 


