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令和 2 年度事業報告書（さかい エリア） 

 

１ 令和 2年度総括（成果、反省等を簡単に） 

 1）新型コロナウイルス感染症の拡大によって、地域交流・ボランティア・行事・会合等あらゆ

る活動に影響を受けた１年であった。地域の行事等も中止されたものも多く、例年のような事

業実績とはならなかった。 

 2）当市における環境変化に対応し、収支改善の取り組みとして社内メール（サイボウズ）を活

用して各事業所の利用実態情報の共有化・関係機関（包括・居宅・病院）との連携活動を展開

する。 

 3）デイサービスセンター「とのえの家」の事業廃止。その後の活用方法として、配属となって

いるベトナムからの技能実習生の宿舎として提供する。また、新たにフィリピンからの技能実

習生の配属もあり、新さかい敷地内のゲストハウスを改修し宿舎として提供。 

 

２ トピックス（新規事業、重点実施事業等（独自で実施している地域貢献活動含む）） 

 1）年度当初コロナ対策に必要な物品の入手困難な状況が発生した。家族会の協力を得て通年で

の必要物品の確保・備蓄に取り組んだ。また、マスクの不足からエリア全体で手作りマスク作

成に取り組んだ。職員・利用者やその家族の作成ボランティアとしての参加も得て、また取組

の輪の拡がりで高校生や地域住民・ボランティア団体からの寄贈を受け 1,800枚確保し配布を

行った。 

 2）周年行事も出来ない中、新さかい幸朋苑では 15年目を迎える 6月 5日、地域への感謝を伝え

るために 8区の独居老人と近隣世帯 30世帯を訪問。手作りマスク 2枚・地域貢献活動パンフ・

脱水予防のチラシをリーダーと多職種・主任以上で配布する。 

 3）面会等の制約が生ずる中いち早くリモート面会の条件整備・実施に取り組む。また zoom 研

修の整備に留まらず、システム活用しカンファレンス実施に応用する。 

  ｅｘ.）タブレット活用（利用者・感染流行警戒地域からの帰省家族・有料老人ホーム職員） 

 4）法人本部で推進する、「介護・リハビリテーション事業戦略的支援契約」に協力。天易養老有

限公司（中国・蘇州市）の天易護理院へさかいエリアからもリハビリ職員を派遣する。 

 

３ エリア目標の達成度合とその評価（戦略会議の資料等） 

 1）地域ニーズに則した総合的な福祉サービスの構築 

  ・境港総合技術高校が次年度開催の「中国地区高校生介護技術コンテスト」当番校となるとのこ

とで、ＡＪＣＣ運営のノーハウ等アドバイスの協力要請あり対応する。 

  ・「第３回介護職理解促進事業」（境港市と共催）⇒境港市内３中学校 1 年生全員（境一中 72

人・境二中 74人・境三中 94人）を対象に介護の仕事の魅力・高齢者介護の理解を促す講義

を実施（職員講師派遣）。 

2）研修機会の充実と職場環境の改善で人財確保 

  ・職員の階層・経験年数に応じた内部研修年間プログラムを作成し、各事業所がその研修機会

として位置付けている。また、環境整備としてリフト等の導入や正しい使用法を共有し、腰
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痛・事故・労災等が減ることが、現在の人員・人財確保として実践中であり、取り組みを継

続していく。 

3）生産性の向上 

  ・時間外手当削減に向けた取り組みを各事業所で目標として掲げ、フレックス制度の活用や業

務改善による業務見直しによって一定の効果が見られた。さらなる取り組みが求められる。 

 

４ 入所系事業所（デイハウスは登録人数）の稼働率の推移（稼働率：小数点第１位） 

事業所名 定員（人） 令和 2 年度（％） 令和元年度（％） 平成 30 年度（％） 

特養さかい 90 98.1 98.1 98.5 

特養新さかい 64 98.1 99.0 97.3 

特養みなと 29 98.9 97.0 98.2 

老健さかい 50 94.4 97.2 92.5 

ケアハウス 50 90.5 92.2 89.3 

生活支援ハウス 20 86.6 76.5 70.2 

グループホームみなと  9 99.5 99.9 98.6 

グループホームひので 18 98.9 99.9 99.7 

グループホームあがりみち 18 97.2 98.0 98.9 

デイハウスあがりみち 25 93.0 92.5 86.5 

デイハウスせいどう 25 93.3 97.6 89.7 

デイハウスわたり 25 94.2 89.9 89.4 

 

５ 各エリアの取り組み実績 

年間行事一覧 

○開苑記念 ○夏祭り ○軽スポーツレク ○収穫祭 ○物故者供養会  

○小ドライブ ○運動会 ○食事レク  ○手作りおやつレク ○餅つき等 

≪さ か い 幸 朋 苑 ≫開苑３３周年（老健・ケアハウス２８周年） 

≪せいどう≫開苑 18周年（デイハウス開苑 3周年） 

≪ひので≫開苑 16周年≪新さかい≫開苑 14周年≪あがりみち≫開苑 13周年 

≪わたり≫開苑 10周年 ≪みなと≫開苑 7周年（グループホーム 3周年） 

エリア内研修状況 

○市内介護保険関係事業所研修・多職種連携研修（境港市） ○ケアプラン  

○ノーリフティング ○ポジィショニング ○介護士に求められる医療的知識 

○認知症ケア ○交通安全講習 ○褥瘡ケア・スキンテア ○防災機器 

○リスクマネジメント ○介護保険 ○コンプライアンス ○エンゼルケア   

○口腔ケアと誤嚥性肺炎の予防 ○コミュニケーション ○身体拘束禁止 

○救急対応（ＡＥＤ・心肺蘇生）○感染症（種類と対応方法）○看取り 

エリア内会議、委員

会活動 

【月例】○エリア調整会議 ○運営会議 ○部門会議 ○在宅会議 ○看護師会  

○主任会 ○もったいない委員会 ○栄養士会 ○衛生委員会 ○リスクマネジ

メント委員会 ○内部監査委員会 ○感染および褥瘡予防対策委員会 ○身体
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拘束等適正化委員会 

【定例】○ふれあいの橋の会 ○地域密着型施設の運営推進会議（1 回/隔月） 

○福祉サービス苦情解決第三者委員会（2 回/年）     

委員会活動等の 

成果・実績・反省 

○収支改善プロジェクト…定期的に開催し、当市の高齢者・介護保険を取り

巻く現状を分析。「収益力アップ」「予防事業強化」を課題とし、事業所間の

利用者情報・サービスの空き情報をタイムリーに共有できる仕組み作りに着

手。また、ＩＴ・ＩＣＴを活用した、他法人事業所との連携強化に取り組む。 

○感染症対策プロジェクト…必要物品の確保からシミュレーション等にいち

早く取り組む。感染症管理認定看護師の現地指導受け入れを進めゾーニング

や職員応援体制時の職員選定等アドバイスを受ける。さらに具体的な予防策

検討や予防接種推進を進めていく。 

 

６ 人財状況 

外部研修等講師派

遣実績 

○鳥取県立境港総合技術高等学校（社会人講師） 

○米子北高校看護専攻科（非常勤講師） 

○ＹＭＣＡ米子医療福祉専門学校（非常勤講師） 

○鳥取県立境港総合技術高等学校 

○鳥取県立産業人材育成センター米子校 

○鳥取県「介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修」 

○境港総合技術高校の「第２回校内介護技術コンテスト」に職員派遣 

 （「全国高校生介護技術コンテスト」の出場を目指す境港総合技術高校福祉

科２年生２３人が選手として出場。さかい幸朋苑から３人の職員が審査員

長及び審査員として参加。） 

○境港市・米子市の認知症予防教室、介護予防講座等への職員派遣（健口機

能向上支援モデル事業、体操教室等） 

○鳥取県社会福祉協議会主催 福祉職員キャリアパス対応生涯研修 講師 

外部役職就任状況 

○境港市養護老人ホーム入所判定委員会委員・・荒井祐二、渡部信之 

○境港市介護保険運営協議会委員・・荒井祐二 

○境港市社会福祉協議会理事・・荒井祐二 

○境港市社会福祉協議会行動計画策定委員会委員・・荒井祐二 

○厚生労働省医員（広島検疫所）・・作野嘉信 

○ＪＰＤネットワーク会長・・中嶋健児 

(ＪＰＤ＝日本､パーソン・センタード・ケア､ディメンシア・ケア・マッピング) 

○鳥取県歯科衛生士会副会長・・香川由美 

○鳥取県西部歯科衛生士会会長・・香川由美 

○山陰言語聴覚士協会理事・・児嶋吉功 

○鳥取県言語聴覚士会監事・・持井香織 
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○境港市地域ケア会議委員・・木幡沙綾、児嶋吉功 

外部表彰受賞状況 

○全社協会長表彰（社会福祉施設功労者）： 

景山るみ子（さかい特養）、田中利枝（新さかい特養） 

○県知事表彰（社会福祉施設功労者）： 

豊田慶子（新さかい特養）、渋谷美樹（新さかい特養） 

○県社協会長表彰（社会福祉施設功労者）： 

藤本健（新さかい特養）、藤原晃（さかい特養）、 

山本千代美（グループホームみなと）、阿部奈穂美（デイハウスせいどう） 

○県老人保健施設協会長表彰： 

米咲篤志、大櫃暢恭、永井直子（老人保健施設） 

 

７ 地域貢献実績（保育所含む） 

実習受け入れ実績 

延人数 ５４６人 

 

○境港総合技術高等学校（福祉科）○松江総合医療専門学校（作業療法学科） 

○米子北高等学校看護科     ○鳥取県介護支援専門員実務研修 

○ＹＭＣＡ米子医療福祉専門学校（理学療法士科・介護福祉科） 

○鳥取短期大学（生活学科食物栄養専攻）   

○鳥取県立産業人材育成センター米子校 

（介護実習科：介護福祉士実務者研修・介護職員初任者研修） 

ボランティア受け

入れ実績 

延人数２６４人 

○航空自衛隊美保基地(餅つき) ○境港総合技術高校(花苗植え) ○書道教室 

○一寸ほうしの会（読み聞かせ）○オールドミュージック（音楽交流）  

◎その他、車椅子清掃・草刈り・環境整備等の個人ボランティアの実績あり 

見学受け入れ実績 

実人数 ４３人 

○介護福祉士実務者研修受講生の施設実習事前見学 

◎その他、サービス申込者・利用予定者（家族）の見学あり 

地域交流活動実績 1 
(事業所内又はこうほうえんが主催した交流事業) 

単発的な保育所等の訪問交流の受入あり 

地域交流活動実績 2 
(地域の交流事業に利用者と共に参加したもの) 

単発的な保育所の行事（誕生会等）への招待・参加あり 

ボランティア・環境

活動参加実績 1 

（清掃活動・消防団活動・地域防災活動等） 

○各地区一斉清掃 

○さかいエリア一斉清掃…施設周辺の草取り・清掃活動及び除雪活動 

ボランティア・環境

活動参加実績 2 

（見守り活動・学校活動の手伝い等） 

◎出前授業の実施･･･市内３中学校（介護職理解促進事業） 

○防犯パトロール、学校児童登下校時見守り活動 

○境港総合技術高等学校授業への職員派遣（生活支援技術等） 

地域発信活動実績 
（介護、看護の日、イベント開催等） 

○広報誌｢ふれあいの橋｣並びに事業所通信等の発行と市内関係団体への配布 
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地域発信活動実績 

(認知症サポーター養成講座・講習会等の開催） 

○境港市地域包括支援センター⇒市内 6 小学校に対して総合学習の時間活用

し「認知症サポーター養成講習」を通年で計画的実施 

地域発信活動実績  

（地域行事等への参加・協力等） 

○施設設備の開放・貸出（ナマステホール・会議室等） 

○「あいサポートとっとりフォーラム」のオープニングパフォーマンスに「さ

かい幸朋苑大漁太鼓」がビデオ出演 
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令和 3年 6月 24日   社会福祉法人こうほうえん 

     〒684-0063鳥取県境港市誠道町 2083番地 

 

     法人本部事務局 

     〒683-0853鳥取県米子市両三柳 1400 

     TEL（0859）24-3111 FAX（0859）24-3113 

 


