
 

 

平成 30 年度事業報告書（いなば エリア） 

 

１ 平成 30 年度総括（成果、反省等を簡単に）   

1) 鳥取市地域福祉相談センター窓口を設置  

・11/29 開設セレモニー 

・介護・障がい・児童・地域等、様々な福祉に関する相談窓口として市内 23 カ所に設置 

→うち 2 カ所：いなば幸朋苑・鳥取市北デイサービスセンター 

・相談実績 いなば幸朋苑：26 件 鳥取市北デイサービスセンター：12 件 

2) 人財の確保 

・初任者研修（エリア開催）受講生からの採用：4名・職員紹介制度の活用：7 名 

介護助手の導入：1 名 

3) 補助金を活用した事業の実施（地域医療介護総合確保基金事業補助金） 

  ・医師等環境改善事業（にしまち診療所悠々） 

・在宅医療推進事業（訪問リハビリテーションにしまち幸朋苑） 

・同行訪問支援事業（訪問看護ステーションにしまち幸朋苑） 

・待機手当支援事業（訪問看護ステーションにしまち幸朋苑） 

・重度障がい児者医療型ショートステイ整備等事業 （訪問介護事業所鳥取北） 

4) 地域活動推進の継続的な取り組み 

    ・地域に開かれた活動として、みんなの空間（にしまちリハビリ室解放）を継続 

    30 年度：開催 5 回 延 39 人 

・鳥取ふれあい共生ホーム（学習支援） 30 年度：開催 41 回 延 320 人 

 

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) 岡田玲一郎氏 特別講演会 『老いを生きる』 

・6/24 とりぎん文化会館にて開催 来場者 204 人 

 2) 安全運転運行の優良事業所表彰受賞：にしまち幸朋苑 / 鳥取北 

・安全運転管理、交通事故防止活動に積極的に取り組み、交通事故の抑止に貢献したとして、 

鳥取県安全運転運行管理者協議会連合会会長・鳥取県警察本部長の連名により選出 

 3) 学会発表：27 題（外部発表：13 題 / 法人研究発表：14 題） 

・固定チームナーシング鳥取大会（1題） ・中国地区介護老人保健施設大会（1 題） 

・第 22 回鳥取県福祉研究学会  （3 題） ・全国介護老人保健施設大会  （4 題） 

・ﾉｰﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ推進協会全国大会   （1 題） ・ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ・ｹｱ合同研究大会  （3 題） 

・第 23 回こうほうえん研究発表会（14 題） 

 4) 鳥取市北デイサービスセンター 防犯研修 

・テーマ：不信者侵入を未然に防ぐ職場での取り組みを学ぶ 

・講 師：鳥取県鳥取警察署生活安全課生活安全係 

・参加者：5/18 10 名 12/6 15 名 延 25 名 

 5）訪問リハビリテーションにしまち幸朋苑 



 

 

・言語障害児に対する ST による訪問リハを開始 

6) 2 月 いなば幸朋苑 新厨房が完成 

・温冷配膳車を導入した食事提供を開始。旧厨房は、デイケアデイルームに改修（4月完成） 

 

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) 利用者獲得活動 

   ・施設サービス：外部居宅事業所・地域連携室・包括支援センターへの営業活動 

待機者・空床日数管理を実施 

・在宅サービス：計画的に外部居宅事業所・地域連携室へ訪問 

新規相談の傾向と活動の振り返りを実施 

 2) サービスの質の改善 

・9つの介護基準を基にケアの効果確認、見直しを実施 

・リハビリ職の配置がない部署に出向き、動作、摂食嚥下、臥位ﾎﾟｼﾞｼｮﾆﾝｸ等を評価 

 3) 生産性の向上 

・ワークシート等、現在使用書式の活用方法・事前の確認項目を周知 

・毎日の夕礼・カンファレンスの時間を短縮 

 4) 教育・育成 

・計画的な研修参加、OJT、勉強会実施等、計画的に取り組みを実施 

・教育研修委員会を中心にエリア内研修を計画。各部署が研修参加、勉強会を実施 

5) 地域貢献 

・企業対象出前講座：2 件 ・ ボランティア活動：20 件 ・小学校等への活動：13 件 

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） 平成30年度（％） 平成 29 年度（％） 平成 28 年度（％）

介護老人保健施設 

いなば幸朋苑 
80 96.7 96.0 97.1 

ユニット型介護老人保健施設 

いなば幸朋苑 
20 95.3 97.3 97.0 

ケアハウスいなば幸朋苑 50 90.9 95.6 94.8 

生活支援ハウス 

いなば幸朋苑 
20 100 99.0 98.7 

グループホームはまさか 9 98.9 99.8 99.9 

介護老人福祉施設 

新いなば幸朋苑 
50 99.4 99.2 99.8 

ケアハウス新いなば幸朋苑 41 95.6 98.5 99.2 

特定施設入居者生活介護 

新いなば幸朋苑 
29 99.4 99.0 99.7 

介護老人福祉施設 30 99.8 99.7 99.2 



 

 

にしまち幸朋苑 

小規模多機能型居宅介護 

デイハウスじゅんぷう 
25 92.0 96.0 96.0 

 

５ 各エリアの取り組み実績 

年間行事一覧 

○開苑記念 

・いなば幸朋苑    7/17   ・新いなば幸朋苑   4/ 9 

・にしまち幸朋苑  7/ 2 

○夏祭り 

・鳥取市北デイサービスセンター 8/30 

○敬老祝賀会 

・いなば幸朋苑  9/ 3   ・新いなば幸朋苑  9/11 

・にしまち幸朋苑  9/14 

○秋祭り         10/12 

○介護の日       11/ 9 

○文化祭        11/10～11/14 

○餅つき    

・いなば幸朋苑  12/27     ・新いなば幸朋苑  12/26 

・にしまち幸朋苑 12/28   ・じゅんぷう       12/30 

エリア内研修状況 

○新入職員研修会  

○エルダー会・新人体験発表      1 回/3 月 

○感染対策研修会（感染対策・手洗い） 2 回/ 年  

○認知症について・ＤＣＭ研修会    2 回/ 年 

○コンプライアンス・接遇研修会 

○身体拘束適正化研修会        4 回/年 

○褥瘡予防・スキンテア研修会 

〇排泄ケア研修会（パッドの正しい使い方） 

〇看取り研修会 

○腰痛予防・ノーリフティング研修会  3 回/年 

○リスクマネジメント研修会 

誤薬・転倒・車両事故をテーマに事例検討会 

○RCA 研修会 

定例で事例検討会を開催し原因追及の思考過程を学ぶ 

〇地域包括ケア研修会（ACP の理解） 

○安全運転研修会：鳥取県鳥取警察署交通第一課に講師依頼し 

5 月 22 日（火）23 名、8月 29 日（水）23 名、延 46 名参加 

車両接触事故をテーマに実施。9月 26 日（水）24 名参加 



 

 

エリア内会議、委員会

活動 

【月例】 

○幹部会    ○エリア内調整会議  〇主任会 

〇看護部会    〇教育研修委員会   〇地域活動推進委員会 

〇在宅委員会  〇施設委員会       〇感染褥瘡対策委員会  

〇DCM 委員会  〇エルダー会        〇苦情対策委員会 

〇リスクマネジメント委員会 

〇ノーリフト・腰痛対策委員会 

〇I T・広報誌作成委員会  

【定期】 

○苦情解決第三者委員会（2回/年）  ○ふれあいの橋の会 

〇給食委員会 

委員会活動等の 

成果・実績・反省 

〇看護部会：専門性の向上のための研修、情報交換 

〇教育研修委員会：年間予定表に沿って研修会を開催 

開催後にアンケート集約、満足度調査を実施し、次年度へと繋げる。県内外

の研究発表会・学術集会へは積極的に参加できた 

〇地域活動推進委員会：ボランティア活動や出前講座の企画運営および地域貢

献予定実績の取りまとめ実施（毎月） 

〇在宅委員会：在宅部門の収支報告と利用者受け入れ状況およびご意見、要望

の共有と対策実施（毎月） 

〇施設委員会：利用状況、取り組み状況の共有、検討（毎月） 

〇DCM 委員会：9回/年マッピングを開催しフィードバック、さらにフォローア

ップを実施。認知症ケアの質の向上に取り組んでいる。感染症のため 2回未

実施。今後も、横断マッピング及び中四国交流会に参加し、他施設と情報交

換しスキルを上げ発展的評価・改善へと繋げる 

〇苦情対策委員会：30 年度：9件。再発防止策について第三者委員と意見交換

○ISO 委員会：グッドポイント・改善の機会の水平展開状況を確認し、継続的

改善と予防処置を実施（1回/3 か月委員会開催） 

〇リスクマネジメント委員会：法人、エリアで起きたヒヤリハット・事故の原

因、対策の水平展開と予防に向けた啓発活動実施（毎月） 

〇ノーリフト・腰痛対策委員会：腰痛予防対策啓発と実地指導および研修会の

開催（1回/3 か月委員会開催・実地指導） 

 

６ 人財状況  

外部研修等講師派遣

実績 

○鳥取市医療看護専門学校       講師 加藤 一吉 

○鳥取市医療看護専門学校       講師 池本 圭子 

○介護職員等の喀痰吸引等研修     講師 井上 喜子 

 （第 2号研修）           講師 宮脇 将 



 

 

                   講師 吉谷 千代実 

                   講師 高野 将幸 

〇喀痰吸引等研修指導看護師研修    講師 中野 千香子 

〇鳥取県社会福祉協議会看護職研修   講師 中野 千香子 

○介護職員等の喀痰吸引等研修     講師 中野 千香子 

 （第 3号研修）           講師 村田 律子 

講師 村松 みね子 

                   講師 石田 多賀子 

                   講師 井上 喜子 

                   講師 白水 さよ子 

                   講師 若本 雅美 

○鳥取看護高等専修学校        講師 中野 千香子 

                   講師 村田 律子 

○鳥取社会福祉専門学校        講師 川下 洋範 

講師 神谷 直美 

○介護労働安定センター介護労働講習  講師 安住 友世 

○こうほうえん出前講座 

 講師 岸 清志   講師 小林 達子 

講師 赤峰 孝宏  講師 竹内 聡 

講師 石上 純子  講師 小倉 久美子 

講師 川下 洋範  講師 佐野 和代 

講師 萩原 元気  講師 濵口 和史 

講師 山内 憲子  講師 山根 樹美 

講師 浅木 貴志  講師 上山 健悟   

講師 永田りん太郎 講師 中原亮太郎   

講師 丸山 啓太  講師 向井 悠貴 

外部役職就任状況 

○鳥取県老人保健施設協会副会長         加藤 一吉 

○鳥取県福祉研究学会理事            加藤 一吉 

○鳥取市高齢者地域介護予防協議会委員      加藤 一吉 

○介護認定審査会関係連絡調整会議委員      加藤 一吉 

○東部地区在宅医療介護連携推進協議会委員     岸  清志 

○鳥取県喀痰吸引等研修実施委員会委員       岸  清志 

○介護給付費等審査委員会委員           岸  清志 

○鳥取市地域福祉計画作成委員会委員       岸  清志 

○鳥取県東部介護認定審査会委員 

      濵﨑 尚文・岡部 篤夫・村田 律子・池本 圭子 

○鳥取県東部医師会在宅医療介護連携推進室委員  小林 達子 



 

 

○鳥取県東部介護支援専門員連絡協議会東部支部役員 

  池本 圭子       

○鳥取県看護協会社会経済福祉委員会委員      中野千香子 

〇鳥取県看護協会看護師職能Ⅱ委員会委員    高野 将幸 

○鳥取県ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ専門職連絡協議会 企画部部長 

赤峰 孝宏 

○鳥取県東部地区在宅医療介護連携推進協議会 

住民啓発ﾜ-ｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ推進委員        赤峰 孝宏 

外部表彰受賞状況 

○鳥取県老人保健施設協会会長表彰         加藤真由美 

                        岡垣智恵美 

吉田 春樹 

○鳥取市社会福祉協議会表彰          榎並三香子 

 

 

７ 地域貢献実績（保育所含む） 

実習受け入れ実績 

延人数 ５５９人 

 

○鳥取県立鳥取看護専門学校    ○介護労働安定センター 

○鳥取市立中ノ郷中学校      ○鳥取社会福祉専門学校  

○神戸医療福祉大学        ○鳥取市医療看護専門学校 

○鳥取県立産業人材育成センター  ○鳥取市立北中学校 

○鳥取看護大学          ○にしまちの件 

ボランティア受け入

れ実績 

延人数６３１人 

○チーム吉田      ○メガネの三城   ○ru～mu 

○ワーカーズコープ  ○チーム中ノ郷    ○ノエビア化粧品 

○赤ちゃんプロジェクト○小さき花園幼稚園 ○竹友会 

○ネオファンタジア  ○福祉理美容    ○鳥取市交響楽団 

○地区住民      ○家族会      ○ＹＭカラオケ 

○鳥取市医療看護専門学校  ○鳥取市あんしん介護相談員 

○インマヌエル教会     ○ポーラザビューティー鳥取叶店 

○鳥取市介護ボランティア  ○鳥取県理容組合鳥取・八頭支部 

○鳥取ヤクルト販売株式会社 ○鳥取県社会福祉協議会 

○鳥取県立鳥取東高等学校  

【その他】 

○職員補助 ○軽作業 ○清掃 ○紙芝居  ○バルーンアート 

○話し相手 ○演奏会 ○歌の会○コーラス ○カラオケ 

○マジック ○落語  ○書道 ○化粧   ○マッサージ 

○お茶会  ○踊り  ○勉強会○メガネ調整 



 

 

見学受け入れ実績 

実人数 ３４６人 

○入所希望者       ○鳥取市職員          

○鹿野町民生児童委員   ○初任者研修介護実習科 

○松保地区社会福祉協議会  ○居宅介護支援専門員 

地域交流活動実績 1 

実施回数１９回 

延人数１，４５１人 

（事業所内又はこうほうえんが主催した交流事業） 

○鳥取第三幼稚園交流会     ○赤ちゃん先生交流会 

○小さき花園幼稚園交流会    ○みたから保育園交流会 

○めぐみ保育園交流会      ○鳥取市立北中学校 

○中ノ郷小学校福祉部交流会   ○書道教室（醇風地区公民館） 

○みんなの空間（健康サロン）  ○介護の日イベント 

○幸朋苑秋祭り         ○幸朋苑文化祭 

○湖山教会コーラスグループ   ○民話講演会 

○幸朋苑敬老会（いなば・新いなば・にしまち・じゅんぷう） 

○インマヌエル教会クリスマス交流会 

地域交流活動実績 2 

実施回数１０回 

延人数９３人 

（地域の交流事業に利用者と共に参加したもの） 

○醇風ふれあい祭り       ○玄好町町内会総会 

○醇風オカリナコンサート    ○醇風地区大運動会 

○醇風地区敬老会        ○小さき花園幼稚園交流会 

○ケーナ・オカリナコンサート  ○あさひヶ丘町内会納涼祭 

○ウクレレハーモニカコンサート ○城北地区文化祭 

○とんど行事（あさひが丘町内会・醇風地区） 

ボランティア・環境活

動参加実績 1 

投入人数１１０人 

（清掃活動・消防団活動・地域防災活動等） 

○砂丘一斉清掃    ○鳥取市一斉清掃  

○地域の除雪作業   ○苑周辺および苑内清掃  

○鳥取砂丘ボランティア除草 

○地区資源回収（秋里・城北・醇風・中ノ郷）  

○地区防災訓練（城北・醇風・中ノ郷・浜坂） 

○施設周辺清掃活動 

（いなば・新いなば・にしまち・北デイ・じゅんぷう） 

ボランティア・環境活

動参加実績 2 

投入人数１，０２１人 

（見守り活動・学校活動の手伝い等） 

○浜坂小学校はまっこパトロール 

○資源回収（城北小学校・中ノ郷小学校・醇風小学校） 

地域発信活動実績（介

護、看護の日、イベン

ト開催等） 

○介護の日 ○秋祭り ○文化祭 ○みんなの空間（健康サロン） 

 

地域発信活動実績(認

知症サポーター養成

講座） 

回数、養成者数、資格者投入人数は、必ず記入してください。 

○認知症サポーター養成講座 

（回数： 1 回・養成者数： 4 人・派遣職員数： 1 人） 


