
 

 

平成３０年度事業報告書（さかい エリア） 

 

１ 平成 30 年度総括（成果、反省等を簡単に） 

 1）要介護高齢者の減少・他法人事業所の市内進出激化の中、経営環境は厳しさを増してきてい

る。今後とも、老健の「超強化型」算定維持・新規利用者の獲得・利用者情報の共有化等に注

力する必要あり。 

 2）働きやすい職場環境づくりのための取り組み強化。離職率４．３％にとどまった。 

 3）住みよい「まちづくり」の一翼を担うべく、社会貢献活動に積極的に参画。単発的な活動で

あっても積み上げながら、仕組みとして機能を果たせるよう活動の検証を継続していく。 

 

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）「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（282 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）小規模多機能居宅介護・デイハウスせいどうの運営（旧グループホームせいどう） 

 3）「ことの葉カフェ」の開催（言葉のリハビリご利用者の交流会⇒定例開催化） 

 4）境港市内の医療者・介護者・福祉者のための「ケアカフェ」開催 

 

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）一元化した境港市地域包括支援センターと一体となり、利用者情報の共有の仕組み構築を図

ってきた。他事業所居宅や医療機関等との連携も促進し、利用者の流れ確保を確実なものとし

ていく。 

 2）ゼロレベル報告・事故報告等のリスクマネジメント委員会からの検証・発信は毎月行えてい

る。 

  ⇒リスクの共有から活用・予防活動への展開が期待される。 

 3）主任会では、現場の実情・課題に即した検討、要望度の高い研修機会の設定等を行って来た。 

 4）ノーリフティング委員会による用具・機械の導入、設備の改修を図ると共に、業務分析・整

理による間接業務の見直し・生産性向上を図ってきた。 

 

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：％） 

事業所名 定員（人） 平成30年度(％) 平成 29 年度(％) 平成 28 年度(％)

特養さかい 90 98.5 98.3 98.4 

特養新さかい 64 97.3 99.3 96.9 

特養みなと 29 98.2 98.8 98.3 

老健さかい 50 92.5 92.8 90.1 

ケアハウス 50 89.3 90.7 88.7 

生活支援ハウス 20 70.2 89.7 93.5 

グループホームみなと  9 98.6 98.6 98.1 



 

 

グループホームひので 18 99.7 99.5 99.2 

グループホームあがりみち 18 98.9 98.1 99.1 

デイハウスあがりみち 29（H29～：25） 86.5 86.2 96.0 

デイハウスせいどう 25 89.7 － － 

デイハウスわたり 25 89.4 95.1 94.8 

 

５ 各エリアの取り組み実績 

年間行事一覧 

○開苑セレモニー ○夏祭り ○納涼祭 ○物故者供養会 ○秋祭り 

○運動会 ○文化祭  ○クリスマス会 ○餅つき ○節分行事等 

≪さ か い 幸 朋 苑 ≫開苑３１周年（老健・ケアハウス２６周年） 

≪せいどう≫開苑 1周年 ≪とのえ≫開苑 15 周年 ≪ひので≫開苑 14 周年 

≪さんげんや≫開苑 13 周年 ≪新さかい≫開苑 12 周年  

≪あがりみち≫開苑 11 周年 ≪わたり≫開苑 8周年 ≪みなと≫開苑 5周年 

エリア内研修状況 

○市内介護保険関係事業所研修会（境港市）○ケアプラン○ポジィショニング 

○介護士に求められる医療的知識 ○褥瘡ケア・スキンテア ○ＫＹＴ   

○介護保険 ○リスクマネジメント ○ノーリフティング ○交通安全講習 

○防災機器 ○認知症ケア ○口腔ケアと嚥下体操 ○看取りケア･家族支援 

○ＡＥＤの使い方（救急救命を含む）○感染症対策（ガウンテクニックと嘔吐）

○身体拘束禁止研修  

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 ○身体拘束等適

正化委員会 

【定例】○ふれあいの橋の会 ○福祉サービス苦情解決第三者委員会（2回/年）

○家族会役員会  ○地域密着型施設の運営推進会議（1回/隔月） 

委員会活動等の 

成果・実績・反省 

○衛生委員会⇒職場巡視継続…不要物品等の廃棄促進・職員休憩室等整備（クロ

ス張替え・談話コーナー設置等）・危険箇所表記（テープマーキング・ミラー設

置など）、働き方改革研修参加 

○ノーリフティング推進委員会⇒用具・機器の整備促進、研修実施…用具・機器

の正しい使用（正しい姿勢での使用）理解が不可欠。次年度は、理解度評価・

基本的な介護技術の理解促進の研修を計画的に実施していく。 

 

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（非常勤講師・社会人講師） 

○島根総合福祉専門学校（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（介護職員初任者研修・医療的ケア） 

○鳥取県立産業人材育成センター米子校（介護職員初任者研修：ガイドヘルパー）

○認知症予防教室、介護予防講座、家族介護教室、境港市「ふれあいの家事業」、

公民館講座、公民館まつり、境港市健康まつり、葬仙カレッジ 

○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」 
○介護支援専門員更新研修（ファシリテーター）  

○その他、各種研修・大会講師等 

外部役職就任状況 

○境港市老人ホーム入所判定委員会委員・・荒井祐二 

○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 

○日本認知症ケア学会代議員・・福田敏秀 

○日本認知症予防学会評議員・・福田敏秀 

○日本認知症予防学会エビデンス創出委員会実行委員・・福田敏秀 

○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) 

○鳥取県西部歯科衛生士会会長・・香川由美 

○鳥取県言語聴覚士会監事・・持井香織 

○境港市地域ケア会議委員・・小原幸照 

○介護認定審査会認定審査員・・小原幸照 

○鳥取県理学療法士連盟理事・・小原幸照 

○鳥取県リハビリテーション専門職連絡協議会（POST）監事・・小原幸照 

外部表彰受賞状況 

○県知事表彰（社会福祉施設功労者）： 安逹正子(ﾃﾞｲﾊｳｽわたり) 

○県社協会長表彰（社会福祉施設功労者）：松本佳子(認知症対応型 DS)、 

木村希代子(ﾃﾞｲﾊｳｽあがりみち)、福田敏秀・松本幹(特養)、藤本敬子(ﾃﾞｲ 

ｻｰﾋﾞｽ)、田中利枝(新さかい特養) 

○境港市社協会長表彰(社会福祉施設功労者)：中嶋健児（ﾃﾞｲﾊｳｽあがりみち） 

○県老健協会長表彰（永年勤続功労者）：倉光桂吾・門脇真理子・杉山一樹（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 ７３１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） 

○鳥取市医療看護専門学校（理学療法学科・作業療法学科）○ＧＨ相互研修 

○ＹＭＣＡ米子医療福祉専門学校（理学療法士科）○米子北高等学校（看護科）

○島根総合福祉専門学校○ハーベスト医療福祉専門学校（理学療法士科）○県立

琴の浦高等特別支援学校○広島国際大学（リハビリテーション学科理学療法学専

攻）○境港市新採用職員新任研修○関西総合リハビリテーション専門学校（理学

療法学科）○鳥取短期大学（生活学科食物栄養専攻）○鳥取県介護支援専門員実

務研修○｢職場体験事業｣ワクワク境港(境一中・境二中)  

○鳥取県立産業人材育成センター米子校（介護実習科：介護職員初任者研修） 

ボランティア受け入

れ実績 

延人数 ８５４人 

○境港市民総合ボランティアセンター主催｢ボランティア実践教育事業｣ 

○鳥取県社会福祉協議会ボランティアセンター主催｢ボランティア体験事業｣ 

○鳥取大学医学部医学科「早期体験・ボランティア」 

○境港市地域赤十字奉仕団（行事運営・お話）○境港総合技術高校・境高校・米

子高校（ｲﾍﾞﾝﾄ協力） 

○境港市ことぶきクラブ連合会（演芸交流）○あすなろう会（手品・体操）  

○山陰琴仙会ぶる～む（大正琴）○書道教室 ○角バンド（音楽交流） 

○郷土の歴史を知る会(回想法）○ひまわり(洗濯物仕分) ○だんだん(傾聴ボラ）

○一寸ほうしの会（読み聞かせ）○外江舞踊･銭太鼓クラブ(舞踊･銭太鼓)  

○すみれ会（洗濯物仕分け・衣類修繕）○コーラスすみれ会（コーラス） 

○オールドミュージック（音楽交流）○かもめ会（歌・踊り・折り紙） 

◎その他、個人ボランティア・行事の際のボランティアの実績あり 

見学受け入れ実績 

実人数  ７３人 

島根大学、境港市介護相談員、境港市ことぶきクラブ連合会、岡山市南区民生児

童委員協議会、境港市長寿社会課、境高校・境港総合技術高校・YMCA 米子医療福

祉専門学校学生、さかい幸朋苑家族会、境港市地域包括支援センター、各居宅介

護支援事業所等 

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) 

◎年間事業所行事実施における地域交流 

◎年間交流･･･年間計画にて定期交流⇒保育所・小学校・中学校・高校等 

（デイサービス；苗植え⇒芋掘り⇒焼き芋交流会と通年での交流活動あり） 

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) 

市民運動会、なかよしフェスティバル（境港総合技術高校）、航空自衛隊美保基地

航空祭、七夕集会・誠道カーニバル（誠道小）、誕生会（上道保育所）、みなと祭、

敬老会、公民館まつり、ふれあい寿運動会（誠道地区）、とんどさん等 

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            ○五ヶ井手川の草取り清掃 

○皆生トライアスロン大会ボランティア  ○中海アダプト一斉清掃 

○地区清掃活動（渡、誠道、上道）    ○地区との合同防災訓練実施   

○地区津波避難訓練（避難所受入協力） 



 

 

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･･･境港総合技術高校（介護技術）・境高校（１年次生キャリア

研修）・市内３中学校（介護職理解促進事業）・誠道小（車椅子体験）等 

○「ふれあいランチルーム」等給食交流参加（誠道小） 

○学校児童登下校時見守り活動（誠道小・上道小） ○学校ボランティア登録・

参加（デイケア事業所/境二中） 

地域発信活動実績

（介護、看護の日、イベ

ント開催等） 

○ パンパーティー（介護教室）の開催 
○ 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（地区世帯・

小学校保護者等）への配布   ○ 各種カフェ事業の開催・協力 
○ 専門職の講師派遣による講習並びに広報誌掲載による地域発信 
（⇒地区介護予防事業・公民館まつり・市社協事業等） 

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） 

○高齢者疑似体験の実施 

⇒「境港市ボランティア実践教育事業」「境港市新任職員研修」「渡小」 

○境港市地域包括支援センター⇒市内７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」「高齢者疑似体験」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） 

○各地区行事の運営協力（公民館祭りへの作品出展・敬老会の運営協力等） 

○各地区運動会・スポーツ大会への職員参加 

○地区との合同納涼行事の開催 

○施設設備の開放・貸出（ナマステホール・会議室等） 

○学習支援事業(境一中・境二中・誠道小・上道小） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


