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１．総括 

 

新型コロナウイルス感染症発生から２年余りが経過し、未だ出口の見えない状況が

続いております。本年度においても感染防止対策徹底のため、利用者・家族に対しま

しては長期間に渡る面会の制限や夏祭りなど各種イベントの中止。職員に対しては公

私に渡りあらゆる行動制限に協力を求めるなど新型コロナウイルスを「施設に持ち込

まない、持ち込ませない。」の意識を高く持ち続けることで施設利用者の新型コロナ

ウイルス感染者はゼロに抑えることができました。 

さて、令和３年度決算については、サービス活動収益前年比＋１５百万円の４９６

百万円。一方サービス活動費用前年比＋４百万円に留まるも５６９百万円となり、最

終当期活動増減差額は前年比１３百万円増加するも▲７５百万円を余儀なくされまし

た。サービス活動収益の事業部門別の主な内訳としては、特別養護老人ホーム（含む

併設ショートステイ）前年比＋２５百万円、通所系前年比▲９百万円、グループホー

ム前年比▲４百万円、ケアハウス前年比＋２百万円。当期活動増減差額改善額の事業

部門別の主な内訳としては、特別養護老人ホーム（含む併設ショートステイ）前年比

＋１５百万円、通所系前年比▲５百万円、グループホーム前年比▲１百万円、ケアハ

ウス前年比▲１百万円となりました。 

収益の伸び悩みの原因は、平成２８年に新設しましたショートステイたるみの杜が

受入れ体制整備の遅れから未だフル稼働できていないこと、また、長引くコロナ禍で

通所利用者の減少やグループホーム、ケアハウスの入居先送り等にあります。 

そのような中においても、外国人介護留学生奨学金制度の活用や外国人技能実習生

の受入れなどにより、国内の介護人材不足の対応を積極的に進めてきた結果、徐々に

その効果が現れ、本年度におきましては、ショートステイたるみの杜を２０床から３

０床に増床し、未稼働部分残り１０床まで改善するに至りました。事業部門別稼働状

況については、令和４年３月末時点、特養４９床（前年同）、ショートステイ３３床

（前年平均２５床）、グループホーム１７室（前年同）、ケアハウス１４室（前年平

均１１室）となっており、長く続くコロナ禍においても改善の兆しが見え始めた年度

となりました。 

香川県内における新型コロナウイルス感染者数は一進一退が続き、全国に比し高止

まりの傾向でありますが、コロナ禍の制約がある中においても当法人の介護モットー

である「細やかな気配りとやさしさの行き届いた介護」を実践すべく、常に「利用者

ファースト」の意識を高く持ち、利用者それぞれに最適な福祉サービスの提供に努め

て参りました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



２．重点項目実施事項並びに細目 

 

【特別養護老人ホームたるみ荘】 

令和３年度は引き続きコロナ禍で行事の中止、面会の制限をせざるを得ない一年と

なりました。リモート面会という慣れない状況での面会になりますが、限られた面会

時間の中で、ご家族の顔を見ながらコミュニケーションが図れ、充実した時間を過ご

していただけるようにしました。また入所者の生活の様子や状態をご家族に画面上で

はお伝えしきれない場合は対面面会を実施しました。定期的に対面面会できないこと

でご家族に会えない寂しさから涙する入所者もいらっしゃいました。リモート面会が

長引くにつれ、ご家族からの対面面会の再開希望が強く訴えられるようになりました。

大きな施設内行事も中止となりましたが、フロア内で季節を感じられる取り組みを行

い、穏やかな季節には周辺に散歩にも出掛け、気分転換を図っていただきました。入

所者の状態が重度化していますが、状態に合わせたケアを行い、安心して生活してい

ただけるように対応しています。このような状況下だからこそ、画一的で時間に追わ

れた介護ではなく、一人ひとりの入所者に応じた個別ケアの実践にも取り組んでおり

ます。職員も感染予防のため制限した生活を行い、更に手洗い、うがい、消毒をより

徹底しております。 

 

【短期入所生活介護】 

引き続き現在もロングショート利用者のみを受け入れしています。利用相談はあり

ますが、面会・一時外出・希望する受診が制限されるため、それができないことを知

るとロングショート利用に踏み切れないご家族が多くいらっしゃいます。新規利用者

受け入れの際は、利用開始までの間、利用者も同居家族も行動範囲に注意しながら健

康観察をしていただく等、感染予防にご協力いただくようにしています。今後も新型

コロナウイルス感染予防対策の為、たるみ荘に利用希望のある方には、コロナ禍での

施設の受け入れについて十分ご説明をし、ご理解をいただいた上で、利用いただくよ

うにしていきたいと思います。令和４年度も利用者本人・家族にとって短期入所生活

介護が安心して利用していただけるサービスとなるため、今後もケアマネージャー・

家族と連携を図り、サービスの充実に努めながら介護を行ってまいります。 

 

（ショートステイ利用状況）【定員：本館１０人 杜３０人 合計４０人】 

 利用総日数 利用総人数 平均人数／日 利用者実人数 

介護保険（本館） 365日 1,812人 4.9人 18人 

介護保険（杜） 365日 8,823人 24.2人 37人 

介護予防（本館） 365日 0人 0人 0人 

介護予防（杜） 365日 228人  0.6人 1人 

自己負担（本館） 365日 59人 0.2人 18人 

自己負担（杜） 365日 177人 0.5人 37人 

合     計  11,099人 30.4人 111人 

 

【たるみ荘デイサービスセンター】 

 利用者が住み慣れた土地で自立した生活を続けるために、自宅と地域をつなぐデイ

サービスの役割として利用者のＡＤＬ（食事・排泄・入浴など）やＩＡＤＬ（食事の

準備・洗濯・家事）の状況を把握しました。利用者様が安心して通いの場に参加でき



るように、感染症対策は継続しております。レクリエーション等も工夫し、もの作り

を通して季節感を感じて頂きながら作る喜びを感じてもらうことができました。 

 

（デイサービス利用状況）【定員：平日 合計３０人 土曜日 合計１５人 】 

  
利用総日数 利用総人数 平均人数／日 利用者実人数 

介護保険 

平 日 242日 4,044人 16.71人 
37人 

土曜日 51日 550人 10.78人 

介護予防 
平 日 239日 1,170人 4.89人 

19人 
土曜日 3日 3人 1人 

自 立 平 日 171日 559人 3.26人 23人 

合 計 
平 日  5,773人 24.86人 

79人 
土曜日  

553人 11.78人 

 

春 

・カレンダー作り 

 

・神経衰弱 

・月初めにカレンダーの塗り絵を作成し、利用日

や休日を分かりやすく丸付けしました。 

・ホワイトボードに数字を書いたカードを２か所

用意し利用者に当ててもらいました。みなさん

自分の記憶を頼りに他者からの助言も受けなが

ら取り組めていました。 

 

 

夏 

 

 

・モビール作り 

 

 

・かき氷 

 

 

 

・梅雨をイメージして、しずくの形に切ったプラ

板に思い思いの色付けをし、壁画として掲示し

ました。 

・感染症対策に留意しながら、利用者に好みのシ

ロップを選んでもらい、小豆やみかんの缶詰で

職員がトッピングし楽しんでもらいました。 

 

 

 

秋 

 

 

 

・もの作り 

（紙相撲） 

 

・しりとり 

 

・各自で色付けした力士、のりで組み立てた土俵

を作り隣の利用者同士で昔懐かしい紙相撲を楽

しまれていました。 

・お題を決め、それに沿ったしりとりをしまし

た。お題によっては、なかなか言葉が出ず、他

者と相談しながら答えられていました。 

 

 

冬 

 

 

・健康体操 

 

 

・掛け軸作り 

・コロナ禍ということもあり、なかなか体を動か

す機会が確保できない為、歌に合わせて楽しく

体操する時間を設けています。 

・メインの塗り絵を塗り、ワンポイントに折り紙

で梅の花を作りました。皆さん素敵な作品に仕

上がり「玄関に飾る」というお言葉も聞かれま

した。 

 

【たるみ荘老人介護支援センター】 

 令和３年度たるみ荘老人介護支援センター運営事業実績については、居宅介護支援

事業所としての相談件数は年間相談延べ人数２，４５０人でした。 



また、丸亀市地域包括支援センターブランチとしての相談延べ人数は１１０人でし

た。その内、総合相談として家族・本人は延べ７０人、その他は延べ５人、高齢者福

祉制度の申請は延べ３５人でした。要介護状態の方については医療との連携が更に重

要になってきました。さらに、認知症の独居高齢者も増加傾向にあり、それぞれの方

の状況に合わせた対応、支援を行いました。その際には常に関係者との連携を心がけ

ました。 

今年度も介護教室を開催し、地域で介護をされている方、また介護に関心のある方

に参加して頂きました。さらに定期的に丸亀市地域包括支援センターとの連絡会に参

加し、連携に努めました。 

コロナ禍での訪問等については、常に感染予防に努めました。また会議の開催につ

いても、状況により文書、電話等での対応を行う等努めました。 

 

【グループホームなごみ】 

入居者が住み慣れた地域で、家庭的な雰囲気の中、助け合ってなごやかな毎日がす

ごせるよう努めました。「入居者第一」に、「共に・一緒に」そして「入居者を理解

して否定しない」ことを指針として、入居者と、家事全般・おやつ作り・食事作りを

行いながら、何より安心して自分らしく生活が出来るよう個別ケアに取り組みました。

また「お地蔵さん掃除」は２年目となり、月１回の行事として入居者・職員共に意識

づけができ、定着しました。しかし、その他のものはコロナ禍の影響が続いており、

単独の「家族会」・「地域交流会」は今年度も中止となりました。頻繁にあったご家

族の面会も昨年度同様に停止もしくは制限せざるをえない一年間となりました。 

 

【ケアハウス垂水】 

身辺の自立はできていても独立した生活を営むには不安がある方や、介護老人福祉

施設が利用できない高齢者が、安心して自立した生活を送れるようなサービス提供に

努めてまいりました。また、昨年同様、軽作業を中心としたレクリエーション等への

取り組みを強化し、入居者一人ひとりが安心した生活が継続できるよう、日常生活の

支援に努めてまいりましたが、特別養護老人ホームへの入所条件が厳しくなっている

昨今では、ケアハウスでの生活に支援や介助を要する入居者が増加傾向にあるのが現

状です。新型コロナウイルス感染症が一時的に減少傾向に転じた際、短時間での買い

物やドライブを再開できたことで、入居者の精神的安定を図ることができました。再

び増加に転じた際には、外出及び面会の制限が厳しくなりましたが、リモート面会や

絵葉書を使って入居者、家族が共に安心できる環境を作ることができました。 

引き続き新型コロナウイルス感染予防対策に努めるとともに、各部署との連携の中

で、ケアハウスでの生活の維持が難しくなってきた方が安心して次のステップへ繋げ

られるような道作りをしっかり行っていく所存です。 

また、丸亀市の委託を受け、  概ね６５ 歳以上で介護保険の対象とならない独り暮

らしの高齢者や虚弱な高齢者等で、 一時的にサービスが必要な人を対象とした 在宅福

祉サービス（ショートステイ事業）の提供については、市からの依頼がなかったため

に提供にはいたりませんでした。 

 

【香川おもいやりネットワーク】 

今年度についても支援を実施するための体制は整っているが、支援の対象者がいな

かったため提供にはいたらなかった。また、実際に提供をする際には新型コロナウイ

ルス感染予防対策を徹底したうえで実施することを再確認した。 

 

 

 



【各種委員会】 

○ケアカンファレンス検討委員会 

ケアプラン作成の際には、的確なアセスメントを行い、利用者の状態把握を行いま

した。今までは本人や家族の意向を踏まえてケアサービス内容の検討を行い、他職種、

本人や家族の参加のもとケアカンファレンスを開催していました。しかし、令和３年

度も引き続き新型コロナウイルスの影響により家族の参加が困難となり、代わりに文

書や電話を使って家族の意向確認を行いました。職種連携により、より安全で快適な

生活が送れる事を前提として立案、実施いたしました。健康状態等の変化時には早急

な対応を行い、ケアプランの変更を行って状態悪化防止に努めました。また、終末期

の方へのケアプランの見直しを頻回に行い状態に合わせたプラン変更を行いました。 

・開催回数・・・特別養護老人ホームたるみ荘（１１８回） 

短期入所生活介護（９３回） 

グループホームなごみ（６８回） 

ケアハウス垂水（５０回） 

 

○レクリエーション委員会 

令和３年度も引き続き定期的な年間の行事については、新型コロナウイルスの影響

により全面的に中止となりました。ただし、各部署のレクリエーションについては利

用者の体調面などを考慮して実施しました。季節感を取り入れたイベントについても

施設内で実施可能な範囲でのみ実施しました。 

 

『法人全体』 

・パンの移動販売・・・・・・・１２回（毎月１回）【職員が販売代行】 

・絵手紙教室・・・・・・・・・・中止 

・夏祭り実行委員会・・・・・・・中止 

・敬老会実行委員会・・・・・・・中止 

・クリスマス会実行委員会・・・・中止 

・お花見茶会、七夕茶会、お月見茶会・・・中止 

・その他の行事例（かき氷パーティー、お屠蘇、節分、雛祭り等） 

 

『特別養護老人ホームたるみ荘』 

・誕生会 

・喫茶 

・クラブ活動（かるた、釣り、風船バレー、散歩、ボール投げ、ボール転がし、塗り

絵、折り紙） 

 

『短期入所生活介護』 

・誕生会 

・喫茶 

・クラブ活動（ボール投げ、フラワーペーパー作り、風船バレー、玉入れ、体操、ボ

ール遊び、ピンポン玉リレー、貼り絵、散歩） 

 

『グループホームなごみ』 

・食事作り 

・おやつ作り 

・誕生会 

・喫茶 

・ドライブ 



・お地蔵さん掃除 

・日々のレクリエーション 

 

『ケアハウス垂水』 

・誕生会 

・忘年会 

・ドライブ 

・食事会 

・日々のレクリエーション 

 

○介護員会議 

利用者が安全に安心して生活することができるように細部にわたって介護業務や施

設整備の見直しを図ると共に、たるみ荘として統一したサービスを提供できるように

介護職員間での情報共有に努めました｡その中でも、特別養護老人ホームではそれぞれ

の利用者個々に支援したいと言う介護現場の意見により、介護職員全体で開催する部

署の介護員会議の他に、各フロアでフロア会議を開催し、積極的に利用者情報の共有

の連携を図りました。 

令和３年度は新型コロナウイルス感染予防対策を前提とした介護業務への取り組み

を部署間で共有しました。 

・開催回数・・・１２回（各部署で毎月１回） 

 

○衛生委員会 

 よりよい労働環境の改善のために、産業医参加のもと様々な事例を検討したうえで、

職員の業務環境の改善や健康管理指導を施設全体で実施しました。 

 令和３年度は主に職員の健康管理について検討しました。 

・開催回数・・・１２回（毎月１回、但し１月は新型コロナウイルス感染予防対策の

ため集合せず、書面にて回覧。） 

 

○認知症カフェ委員会 

今年度は新型コロナウイルス感染予防対策の為、認知症カフェ自体を中止しました。 

次年度の「にじいろカフェたるみ」再開に向けて、コアメンバーで検討会を重ねてい

ます。 

・開催回数・・・０回 

 

○褥瘡対策委員会 

利用者の褥瘡発生予防に努め、発生時における苦痛の緩和と早期治療及びケア提供

を適切に行いました。さらに褥瘡発生予防に対する知識の習得、施設方針の徹底、情

報伝達等を目的としての研修は、新型コロナウイルス感染予防対策のため、委員会で

資料を配布し、資料に基づいて説明した後、各部署で周知しました。 

令和３年度は、数名処置の必要になった方はいましたが、早期の対応により重篤な

褥瘡にはならず治癒しています。今後は予防に重点をおいて対応していきます。 

・開催回数・・・２回 

 

○感染症対策委員会 

施設内において感染症の予防、蔓延防止のためにチームケアを行う上で、各職種が

その専門性に基づいて適切な役割を果たすための対策を検討しました。また、介護に

携わるすべての従業員に対して、感染症対策の基礎知識の周知徹底を図ると共に、指

針に基づいた衛生管理と衛生的なケアの励行を図り職員教育を行うため研修を定期的



に実施しました。 

 令和３年度は感染症・食中毒の予防、蔓延防止に関する指針の変更はなく、新たに

新型コロナウイルスに対する対応マニュアルを作成しました。また、食中毒やインフ

ルエンザ等の感染症についての研修は、新型コロナウイルス感染予防対策のため委員

会でのみ開催し、その内容を各委員が部署で周知しました。内容は、新型コロナウイ

ルス関係が主となりました。 

・開催回数・・・４回 

 

 

『新型コロナウイルス対策』 

 厚生労働省より示された介護事業所等における新型コロナウイルス感染防止対策を

今年度も継続しました。 

・職員、利用者のみならず委託業者等も含めたマスクの着用、手洗いやアルコール消

毒を徹底しました。特に手すりやドアノブ、スイッチ等はこまめに消毒しました。

また、定期的（１～２時間ごとに５～１０分間）に換気をしました。 

・法人の全ての職員が各自出勤前に体温を計測し、体調管理を徹底しました。 

・行政職員やヘルパーにも業務前に体温の計測と手指消毒、マスク着用を義務付けま

した。 

・利用者の送迎前に本人、家族又は職員が本人の体温を計測し、発熱等の症状がある

場合は利用を中止しました。 

・対面での面会を中止し、パソコンを使用してのリモート面会を実施しました。特段

の事情により面会をする場合（看取りなど）は体温の計測と手指消毒、マスク着用

を義務付けました。 

・委託業者等からの物品の受け渡し等は、玄関等施設の限られた場所で行いました。

施設内に立ち入る場合は体温の計測と手指消毒、マスク着用を義務付けました。 

・職員について職場はもとより、職場外でも三密（密閉、密集、密接）を防ぐため、

イベント等への参加や県外への移動を制限しました。 

・新型コロナウイルスワクチンについて職員、利用者ともに複数回接種しました。 

・来荘者についてもワクチンの接種回数を確認しました。また、看取りなどで対面面

会が必要な場合はワクチン接種済であることを前提とし、未接種の場合はＰＣＲ検

査もしくは抗原検査での陰性確認を義務付けました。 

 

○身体拘束廃止委員会 

令和３年度は、身体拘束適正化に関する指針の見直しを行いました。また、法人全

体で該当者はいませんでした。 

身体拘束の廃止のために、各職員の専門性に基づくアプローチから、チームケアを

行うことを基本とし、それぞれの果たすべき役割について確認しました。さらに、全

国老人福祉協議会事務局より届いた資料をもとに、コロナ禍という高負荷・緊張状態

の面会制限等の閉鎖的な環境で仕事をする職員に対して研修を実施しました。 

・開催回数・・・４回 

 

○情報共有委員会 

利用者の状態に合わせた事業所を利用していただけるように毎月各事業所の現状を

報告し合い、法人全体での情報の共有に努めました。利用者の状態に合わせスムーズ

にサービスの移行がご家族に提案出来るように、①毎月の申込者の共有、②入院者の

状態、③デイサービス、ケアハウス、グループホームの利用者の状態確認、この３点

について、法人全体で情報を共有しました。 



令和３年度は、このコロナ禍で、在宅から入居、入所される利用者に対し抗原検査、

ＰＣＲ検査を行い感染予防に努めました。 

・開催回数・・・１２回（毎月１回） 

 

○安全対策委員会（ひやりはっと検討委員会が名称変更） 

各事業の現場において発生した介護事故や介護を行う上で「ひやりとした事」、

「はっとした事」を事故報告書兼ひやりはっと報告書に記入し、施設長の決裁を行い

ました。 

令和３年度は介護保険改正がありリスクマネジメント強化が求められていたので必

要な体制を引き続き整備し、各事業の現場から提出された報告書を用いて具体的な事

故の検証、再発防止策について多職種を交えながら毎月開催される委員会で検討をし

ました。 

・開催回数・・・１２回（４月～１２月までは毎月１回開催。１月～３月は新型コロ

ナウイルス感染予防対策の為、対面では開催せず書面での周知） 

 

○機関誌委員会 

 今年度も新型コロナウイルスの影響により、施設内のイベント等が中止となる状況

でした。しかし、機関誌の発行を通じて、施設での普段の入居者・利用者の様子、法

人の取り組みを紹介し、家族の皆様や地域の方々に情報を発信して参りました。 

・発  行・・・年度内２回（令和３年７月・令和４年１月） 

・開催回数・・・各発行時３～４回（書面開催含む） 

 

○給食委員会 

コロナ禍でも食事を楽しんで頂けるように地産地消メニューや行事食を工夫し、誕

生会や喫茶などでは手作りのおやつを提供することが出来ました。管理栄養士を中心

として食品衛生等の注意事項について確認を行い、感染症対策、食中毒予防に努めま

した。また各施設の利用者ごとの嗜好や摂食状況について忌憚のない意見を報告し合

い献立作成に反映しました。 

・開催回数・・・１２回（毎月１回）※１月～３月は書面開催 

 

○研修委員会 

研修により職員の専門的知識を深めたいところでしたが、新型コロナウイルス感染

予防対策の観点から、集団での実施となる施設内研修においては密になると考え基本

的に中止しました。その代わりに、技術向上に向け介護技術研修の資料の見直しと、

研修委員で資料を持ち寄り、その中から厳選した資料配布による研修を実施しました。 

・開催回数・・・４回 

 

『職員研修実績』 

 

 参加（開催）総回数 参加総人数 

施設外研修 ３２回 ５６人 

施設内研修 

（オンライン研修） 
１１回 ３８０人 

 

※施設内研修については各部署に資料を配布及び回覧。ＡＥＤに関する研修のみ少人

数で実施 

 

 

 



○安全委員会 

喀痰吸引の実施状況について確認しました。令和３年度は常に吸引が必要な利用者

はいませんでした。急遽吸引が必要な場合は全て日中の時間帯だったため、看護師が

対応しました。ただし、喀痰吸引等資格保持者に対しては指導看護師が実技研修を毎

月開催し、いつでも適切に実施できるように準備しています。 

・開催回数・・・１２回（毎月１回） 

※但し新型コロナウイルス感染予防対策のため集合せず書面で回覧 

 

○災害対策委員会 

新型コロナウイルス感染予防対策のため各種訓練を全面的に中止しました。ただし、

災害対策に関するオンライン研修に参加し見識を深めました。 

・開催回数・・・０回（全体での開催は自粛） 

※但し新型コロナウイルス感染予防対策を行ったうえで、各部署で必要な災害対策に

関する話し合いは適宜実施しました。 

 

【交流事業】 

今年度も引き続き新型コロナウイルス感染予防対策のため施設行事が軒並み中止と

なり、交流事業の受け入れの停止措置も継続となりました。 

 

交流団体 ３６団体 

交流者数 ３９人 

 

※今年度は地域の方々から贈り物を頂いた回数のみ記載。 

 

【実習生の受け入れ】 

 緊急事態宣言下において、介護知識、介護技術の習得を目的とした実習や高等学校

（福祉学科）、介護福祉専門学校等の技術研修は入所者の日常生活や職員の日常業務

に支障のない範囲で受け入れを継続しました。受け入れを実施する為に、このコロナ

禍においていくつかの新型コロナウイルス感染予防対策等を学校と確認し、保護者へ

の理解とご協力をお願いしました。また、実習自体を中止し、校内実習とされる学校

もありました。 

外国人留学生を４名受け入れ、日常生活の中で言葉、介護知識、専門用語、介護技

術を身に付けていけるように努めました。また、コロナ禍ということもあり、他施設

への実習は中止となり、自施設での実習を実施しました。 

外国人技能実習生２名につきましては、外国人技能実習指導員を配置し介護人材の

育成に貢献しました。 

 

『実習実績』 

 

穴吹パティシエ福祉カレッジ ４人 

飯山高校 ２人 

 


