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１ 社会福祉法人鵡川慶寿会総括事業報告 

 

 平成２３年度は、当法人にとって大きな転換期となりました。昭和５４年７月法人が設立され、翌

年２月１日特別養護老人ホーム胆振東部鵡川慶寿苑を開設し、単一事業展開を図ってまいりました。 

 平成２３年６月２２日むかわ町より高齢者生活交流センターの指定管理者の指定を受け、新たな事

業展開が始まりました。 

公益事業として｢高齢者共同生活住宅こごみ荘｣は、平成２４年１月１日から受託運営がスタートし、

平成２４年４月１日開設の「高齢者グループホームふきのとう」(第二種社会福祉事業及び介護保険事

業)の開設準備におきましては、むかわ町をはじめとする関係機関のご指導のもと予定どおりスタート

させることができました。 

複数事業の展開により職員のキャリアアップを図り適材適所の人事異動を可能にできたことは、今

後の人財育成に大きなプラス効果が期待できます。 

 決算内容については、収支計算書において当期収支差額１３，２３２，１２６円のマイナスを計上

しました。これは特養における大きな施設整備（耐震改修、避難バルコニー改修、エレベーターリニ

ューアル等）を実施し予算編成上想定していたところでありますが、事業活動計算書において当期活

動収支差額(当期純利益)９，３８０，５９５円のマイナスを計上したことは想定外であり、流動資産

である預金が減少しても固定資産を取得することにより、実質１年分の減価償却費を計上しても資産

の目減りは少なく当期活動収支差額(当期純利益)はプラスの予定をしておりました。 

 要因としては特養の稼働率が９４．８３％(前年対比９７．６５％)、短期入所の稼働率が４４．０

４％(前年対比７５．８９％)と大きく悪化したことにより、特養で前年対比約７，４００，０００円、

短期入所で前年対比約５，２００，０００円。合計１２，６００，０００円の収入が減少したことに

よります。稼働率の上昇は運営上の大きな課題といえます。 

 職員処遇においては、平成２１年１２月から交付を受けている介護職員処遇改善交付金により給与

改善を実施し、６，６４１，６６８円の交付金を受領し６，８６３，０１４円（介護職員１人あたり

月額平均１３，６７１円）の改善を図りました。また、認知症介護実践者研修・認知症対応型サービ

ス管理者研修２名、認知症介護実践リーダー研修１名が受講修了し次年度以降も引き続き知識・技術

の向上を目指し継続してまいります。 

 ｢介護サービスの基盤強化のための介護保険法の一部を改正する法律（社会福祉士及び介護福祉士関

係）｣が平成２４年４月１日施行され喀痰吸引等の医療的ケアが介護福祉士の職務として明確に位置付

けられました。認定特定行為業務従事者としての施設内１４時間研修を２７名の介護福祉士が受講修

了し、事業所としても登録特定行為事業者の登録申請を行い、医療的ケア提供体制を確立することが

できました。 

 看護･介護職員の人員配置についても国の基準である３：１を大きく上回る１．９：１と手厚い配置

を維持できました。利用者の方々の重度化・多様化するサービス・医療的ケアの実践に向け人財育成

と人財確保に向け今後も努力してまいります。 

 一方、人財育成が後手となっておりました事務部門においては、複数事業の展開に合わせ、特養を

基盤とした法人本部体制を確立し、事務職員の増員を図りました。 

 平成２７年度予算までに新会計基準への移行という大きな課題に向け、実務能力の向上を図り進め

て参ります。 
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２ 法人本部事業報告 

（１）事業経過報告（１）事業経過報告（１）事業経過報告（１）事業経過報告    

年月日 事  業  内  容 摘  要 

H23.4.1 平成 23年度辞令交付式 鵡川慶寿苑 

 第三者委員委嘱(長谷川幸治氏、渋谷勝美氏、毛利敏子氏）   

H23.4.7 むかわ町町民生活課と協議(堀江課長、竹中主幹） 両川、山口 

H23.4.11 新任職員歓迎会並びに役職員合同交流会 四季の館 

H23.5.17 監事監査 鵡川慶寿苑(長谷川、真鍋） 

H23.5.20 平成２２年度第１回理事会 鵡川慶寿苑 

H23.5.25 ひだまりの里指定管理受託に係る手続き確認（胆振総合振

興局へ） 

山口、むかわ町町民生活課

竹中主幹 

H23.5.26 資産総額の変更登記完了   

H23.5.31 平成２２年度事業報告書並びに収支決算書提出 むかわ町へ 

H23.6.3 グループホームの設計に関する協議（むかわ町） 両川 

H23.6.13 グループホームの設計に関する協議（むかわ町） 両川、山口 

H23.6.15 耐震改修・避難バルコニー改修設計業務現場調査 日本都市設計２名外１名 

H23.6.17 グループホームの設計に関する協議（むかわ町） 両川、山口 

H23.6.27 平成２３年度第２回理事会 鵡川慶寿苑 

H23.7.6 胆振総合振興局へ定款変更等に係る相談確認 山口 

H23.7.10 平成２３年度第３回理事会 
鵡川慶寿苑 第１７期ス

タート 

H23.7.12 むかわ町長へ挨拶 佐々木理事長、山口 

H23.8.11 慶寿苑盆踊り 佐々木理事長、新田、中島、

小金澤、田中、長谷川、真

鍋 

H23.8.12 耐震改修・避難バルコニー設計改修実施設計業務完了   

H23.8.30 平成２３年度第４回理事会 鵡川慶寿苑 

H23.9.19 慶寿苑敬老会   

H23.9.20 日総来苑(ひだまりの里給食業務等打ち合わせ）   

H23.9.21 耐震補強(避難バルコニー）改修工事入札(産業会館） 佐々木理事長、真鍋監事、

山口、野宮、陶 

H23.9.22 耐震補強(避難バルコニー）改修工事契約   

H23.9.22 耐震補強(避難バルコニー）改修工事着工：工期11/18まで   

H23.9.25 エレベータ改修工事（30日まで）   

H23.9.26 日総来苑(ひだまりの里給食業務等打ち合わせ）   
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年月日 事  業  内  容 摘  要 

H23.10.11 指導監査、介護保険実地指導（11：00～17：00） 

振興局：齊藤係長、黒滝主

査、櫻岡主任、米田主任、

阿部主査 

   

法人：佐々木理事長、長谷

川監事、真鍋監事、むかわ

町：竹中主幹 

   
施設：山口、野宮、高橋、

山谷、渡辺、陶、中島 

H23.10.31 有限会社ティー・エー・シーとひだまりの里に関する確認

協議（たんぽぽクリニック） 

山口 

H23.11.9 
ひだまりの里基本協定に関する協議(役場）課長、主幹、主

査 
山口、野宮、神田 

H23.11.9 監事監査 鵡川慶寿苑(長谷川、真鍋） 

H23.11.10 
ひだまりの里基本協定に関する協議(役場）副町長、課長、

主幹、主査 
山口、野宮、神田 

H23.11.21 平成２３年度第５回理事会 鵡川慶寿苑 

H23.12.11 ひだまりの里入居手続き 山口 

H23.12.12 定款変更認可受領   

H23.12.12 ひだまりの里備品引き継ぎ 
TAC三上氏、役場伏木氏、

山口、野宮 

H23.12.15 ひだまりの里従業員引継雇用説明会 山口、野宮、神田 

H23.12.19 平成２３年度第６回理事会 産業会館 

H23.12.19 平成２３年度第１回評議員会 産業会館 

H23.12.22 クリスマス会 佐々木理事長、中島、小金

澤、長谷川 

H23.12.29 年末挨拶(町、社協、厚生病院） 山口、野宮 

H24.1.1 高齢者共同生活住宅「こごみ荘」へ（受託運営スタート） 山口、野宮、神田 

H24.1.17 理事長代理決裁 新田 

H24.1.24 理事長代理決裁 新田 

H24.1.27 監事監査 鵡川慶寿苑(長谷川、真鍋） 

H24.2.2 
富士データシステム、ＮＴＴ来苑（ふきのとうシステム協

議） 
水野氏 

H24.2.6 
鵡川厚生病院へ（協力医療機関の依頼：こごみ荘、ふきの

とう） 
山口、野宮 

H24.2.8 ＮＴＴ来苑（ふきのとう光回線打ち合わせ）   

H24.2.13 ＧＨアウル施設研修 山谷、小原、梨木、高木 

H24.2.28 平成２３年度第７回理事会 鵡川慶寿苑 
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年月日 事  業  内  容 摘  要 

H24.3.19 役職員研修（愛誠会） 理事長、中島、小金澤、田

中、長谷川、真鍋、北橋、

渋谷 

H24.3.23 監事監査 鵡川慶寿苑(長谷川、真鍋） 

H24.3.28 平成２３年度第２回評議員会 産業会館 

H24.3.28 平成２３年度第８回理事会 産業会館 

 

（（（（２２２２））））役員研修役員研修役員研修役員研修    

1 3月 21日  愛誠会視察研修 7 

    7 
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（（（（３３３３））））理事会開催状況理事会開催状況理事会開催状況理事会開催状況    

期日 会場 理事会 主   な  る  議  題 

23.05.20 鵡川慶寿苑 第１回 ・監事監査報告 

・法人並びに施設運営状況報告 

・平成２２年度北海道介護職員処遇改善交付金事業報告 

・平成２３年度事業に係る北海道共同募金会配分申請の審査結果に

ついて 

・平成２２年度社会福祉施設に係る指導監査（書面審査）の結果に

ついて 

・むかわ町高齢者生活交流センター「ひだまりの里」に係る指定管

理者の選定について 

・平成２２年度社会福祉法人鵡川慶寿会事業報告書並びに収支決算

報告について 

・監事監査報告(決算) 

・資産総額変更登記について 

・平成２３年度社会福祉法人鵡川慶寿会第１回補正予算書(案)につ

いて 

・エレベーター設備リニューアル工事に係る業者選定並びに契約に

ついて 

・耐震補強工事並びに２階旧館避難バルコニー回収に係る実施設計

業務契約について 

・次期役員選任について 

23.06.27 鵡川慶寿苑 第２回 ・法人並びに施設の運営状況報告について 

・むかわ町高齢者生活交流センター「ひだまりの里」に係る指定管

理者の選定について 

・理事の選任について 

・監事の選任について 

・施設長、常務理事の選任について 

・定款変更について 

23.07.10 鵡川慶寿苑 第３回 ・定款変更に係る今後の予定について 

・諸規程の改正について 

・理事の選任、委嘱及び理事長の互選について 

・理事長の職務代理者について 

・法人本部事務局長の選任について 

・介護保険法題１１５条の３２第１項(整備)に基づく業務管理体制

に係る法令遵守責任者の選任について 

・コンベンションオーブン整備に係る契約について 
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期日 会場 理事会 主   な  る  議  題 

23.08.30 鵡川慶寿苑 第４回 ・理事長重任登記完了について 

・法人並びに施設の運営状況報告について 

・耐震補強(避難バルコニー)改修工事に係る実施設計業務完了につ

いて 

・平成２２年度公益社団中央競馬馬主社会福祉財団助成事業に係る

実地調査について 

・エレベーターリニューアル工事着工について 

・第５期介護保険計画について 

・諸規程の改正について 

・耐震補強（避難バルコニー）改修工事監理設計業務契約について 

・耐震補強（避難バルコニー）改修工事指名業者の選定及び入札に

ついて 

・平成２４年度新規採用及び中途採用について 

・高齢者生活交流センター「ひだまりの里」指定管理業務に係る協

定について 

23.11.21 鵡川慶寿苑 第５回 ・法人並びに施設の運営状況報告 

・平成２２年度公益社団中央競馬馬主社会福祉財団助成事業に係る

実地調査報告について 

・エレベーターリニューアル工事完了報告について 

・耐震補強（避難バルコニー）改修工事契約並びに工事完了報告に

ついて 

・平成２３年度社会福祉法人及び社会福祉施設に係る指導監査並び

に平成２３年度介護保険施設等指導監査に係る実地指導におけ

る報告事項について 

・理事長専決処分報告について 

・平成２３年度上半期予算執行状況報告について 

・監事監査報告について 

・介護予防サービス事業者等の更新申請について 

・経理規程並びに臨時職員就業規則の一部改正(案)について 

・むかわ町高齢者生活交流センターの管理に関する基本協定締結並

びに事業計画書(案)、収支予算書(案)について 

・むかわ町高齢者生活交流センター指定管理受託に伴う定款変更申

請について 

・平成２３年度社会福祉法人鵡川慶寿会第２回補正予算書(案)につ

いて 

・定款変更による評議員会設置に伴う評議員候補者の推薦について 
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期日 会場 理事会 主   な  る  議  題 

23.12.19 産業会館 第６回 ・定款の一部変更認可について 

・認知症高齢者グループホーム入居募集について 

・定款の一部変更認可による評議員会の設置及び評議員の選任につ

いて 

・社会福祉法人鵡川慶寿会役員等の報酬及び費用弁償に関する規程

の一部改正(案)について 

・むかわ町高齢者生活交流センターの管理体制について 

24.02.28 鵡川慶寿苑 第７回 ・法人並びに施設の運営状況報告 

・監事監査報告について 

・平成２４年度北海道介護職員処遇改善交付金対象事業者承認申請

書提出について 

・認知症対応型共同生活介護事業者ふきのとう指定申請提出につい

て 

・理事長専決事項等の報告について 

・看護職員と介護職員によるケア連携協働のための施設内研修につ

いて 

・平成２３年度給食施設調査指導の実施結果について 

・「NTTどさんこギフトクラブ」より寄託された寄附金に係る助成

事業について 

・グループホーム入居検討委員会開催について 

・平成２３年度白米寄贈について 

・就業規則の一部改正(案)、退職金及び退職年金支給規程の一部改

正(案)及び給与規程の一部改正(案)について 

・認知症対応型共同生活介護ふきのとう運営規程の制定について 

・認知症対応型共同生活介護ふきのとう利用契約書並びに重要事項

説明書について 

・介護報酬改定に伴う重要事項説明書の一部改正について 

・高齢者共同生活住宅「こごみ荘」利用料金改定について 

・平成２４年度予算の組立について 

・「いけまぜ夏フェス‘１２inむかわ」について 

24.03.28 産業会館 第８回 ・監事監査報告 

・人事関係報告 

・平成２３年度社会福祉法人鵡川慶寿会第３回補正予算書(案)につ

いて 

・平成２４年度社会福祉法人鵡川慶寿会事業計画書（案）並びに収

支予算書(案)について 
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（（（（４４４４））））評議員会評議員会評議員会評議員会開催状況開催状況開催状況開催状況    

期日 会場 監査 監 査 実 施 項 目 

23.12.19 産業会館 第１回 ・評議員の委嘱について 

・定款の一部変更による評議員会の設置経過について 

・社会福祉法人鵡川慶寿会役員等の報酬及び費用弁償に関する 

 規程の一部改正(案)について 

・認知症高齢者グループホーム入居募集について 

・むかわ町高齢者生活交流センターの管理体制について 

・今後の評議員会の開催予定について 

24.03.28 産業会館 第２回 ・監事監査報告 

・平成２４年度北海道介護職員処遇改善交付金対象事業者承認につ

いて 

・高齢者グループホーム「ふきのとう」の指定、運営規程、利用契

約書、重要事項説明書及び入居検討委員会について 

・赤い羽根共同募金車輌助成申請について 

・「NTT どさんこギフトクラブ」より寄託された寄附金に係る助成

事業について 

・平成２３年度白米寄贈について 

・介護職員等による喀痰吸引・経管栄養について 

・諸規程の改正について 

・介護報酬改定に伴う重要事項説明書の一部改正について 

・高齢者共同生活住宅「こごみ荘」利用料金改定について 

・平成２３年度社会福祉法人鵡川慶寿会第３回補正予算書(案)につ

いて 

・平成２４年度社会福祉法人鵡川慶寿会事業計画書（案）並びに収

支予算書(案)について 

 

（（（（５５５５））））監事監査の実施状況監事監査の実施状況監事監査の実施状況監事監査の実施状況    

期日 会場 監査 監 査 実 施 項 目 

23.05.17 鵡川慶寿苑 第１回 
定款、役員、予算、決算、資産管理、会計経理、理事会、施設管理、

人事管理、利用者預り金 

23.11.09 鵡川慶寿苑 第２回 
定款、役員、予算、資産管理、会計経理、理事会、施設管理、人事

管理、利用者預り金 

24.01.27 鵡川慶寿苑 第３回 
定款、役員、予算、資産管理、会計経理、理事会、施設管理、人事

管理、利用者預り金 

24.03.23 鵡川慶寿苑 第４回 
予算、資産管理、会計経理、理事会、施設管理、人事管理、利用者 

預り金 
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３ 胆振東部鵡川慶寿苑事業報告 

 

平成２３年度は施設整備計画に基づき、平成２２年度に行われた特殊建築物（建築設備）定期調査

並びに耐震診断の結果を踏まえ、避難バルコニーの全面改修及び耐震補強工事を実施しました。合わ

せて老朽化したエレベーターのリニューアルを行い建物の安全性の向上を図ることができました。 

次年度以降においても、特殊入浴設備、屋上防水工事、建物外壁補修、建物内部の補修（居室、サ

ッシ、ガラス、トイレ設備等）等が予定されており、器具・設備の更新も必要となります。 

報酬改定による影響は避けられず単年度収支においての事業展開は困難を要しますが、繰越金・積

立金を有効活用しながら、生活環境の向上を図ってまいります。 

｢特別養護老人ホームにおける看護職員と介護職員の連携によるケアのあり方に関する報告書｣を

踏まえ、一定の条件下においては、やむを得ないと考える旨の「違法性阻却」とした「特別養護老人

ホームにおけるたんの吸引等の取扱について」（平成22年 4月 1日医政発0401第 17号）の通知によ

り指導者研修を修了した看護師が、施設内14時間研修を実施し、全てのプログラムを受講した介護職

員だけが、①口腔内（咽頭手前まで）のたんの吸引②胃ろうによる経管栄養（栄養チューブの接続・

注入開始を除く）の行為を行うことができるようになりました。現在、施設内14時間研修修了者は「認

定特定行為業務従事者」の認定手続きを行っており、事業所としては｢登録特定行為事業者｣の登録申

請を行っております。 

看護職員及び介護職員による医療的ケア連携協働のため必要な研修を平成 23 年度内に修了できた

ことは、今年度から具体的に取り組むにあたり、大きな成果を挙げることができました。 

ご利用者から求められる高品質サービス提供への専門性、倫理性、技術力は着実に向上しています。

課題として、特に実務経験3年だけでは受験資格を得られなくなる介護福祉士資格取得に際しては、

施設側から支援を行い、介護人財の確保と育成を行う必要があります。 

（１）（１）（１）（１）事業内容報告事業内容報告事業内容報告事業内容報告    

１．各種会議の実施 

管理職会議の開催 1回 サービス担当者会議の開催 160回 

運営会議の開催 12回 調理員会議の開催 13回 

全体会議の開催 12回 個別訓練計画会議の開催 160回 

フロアー・リーダー会議の開催 34回 安全衛生委員会 12回 

グループ会議開催 60回 入居検討委員会 4回 

ケア会議の開催 12回 地域ケア会議への出席(役場) 24回 

２．各委員会活動の実施 

感染症対策委員会 14回 アクティビティサービス推進委員会 13回 

研修委員会 12回 食事委員会 12回 

身体拘束廃止・虐待防止検討委員会 14回 排泄・褥瘡検討委員会 12回 

事故（転倒・ﾋﾔﾘﾊｯﾄ）検討委員会 22回 認知症ケア研究委員会 9回 

広報渉外委員会 11回 医療的ケア対策推進委員会 1回 
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３．研修、学習事業の実施 

 (1) 施設内研修 

新任職員研修 8回 72人 介護技術等研修 5回 91人 

学習研修会 12回 683人 口腔ケア研修（外部講師） 1回 14人 

幹部職員研修 12回 121人 健康管理研修 1回 52人 

認知症ケア研修 3回 142人    

 (2) 施設外研修 

  ① 道社協、老施協等研究会等参加 （１０１名） 

 (3) 自主研修 

  ① 複数事業所連携事業認知症介護研修会 

     平成２３年 ９月 ２日          ５名 

     平成２３年１０月 ６日          ４名 

  ② 認知症介護実践リーダー研修 

平成２３年 ９月１４日～         １名 

平成２３年１１月 ８日～         １名 

  ③ 認知症介護実践者研修 

     平成２３年 ５月１７日～         ２名 

     平成２３年 ６月 ８日～         ２名 

  ④ 認知症対応型サービス管理者研修 

     平成２３年 ６月 ８日～         ２名 

 

４．介護体制の確立と実践 

 (1) 利用者の理解と集団の現状分析 

  ① 年齢や介護度、利用形態の把握 

  ② 身体的障がいや認知症等の把握 

  ③ 食事摂取に係る個別対応の連絡と把握 

  ④ 利用者の行動障がいへの対応 

  ⑤ クラブ活動、行事等への参加促進実施 

  ⑥ 利用者の疾病等に対する対応 

  ⑦ 生活習慣の個別差に対する対応 

  ⑧ 認知症高齢者の日常生活自立度の把握 

 (2) 介護上の視点と展開 

  ① 利用者と職員との日常的な関わりの充実 

  ② 人権を尊重した利用者との関わり 

  ③ 利用者の身体的状況の把握と疾病処置の充実 

  ④ 身体拘束廃止、虐待防止へ向けた介護の取り組み 

  ⑤ 事故予防、介護ミス予防の検討と取り組み 
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  ⑥ 生活の楽しみ、生きがいを見出せる取り組み 

  ⑦ 認知症への取り組み 

  ⑧ 褥瘡予防、治療への取り組み 

  ⑨ 家庭復帰への援助、中途退所への援助 

 (3) 健康管理とリハビリ 

  ① 健康管理 

   ｱ) 利用者の身体的状況、精神的状況の把握 

   ｲ) 利用者の体調の変化を捉え、早期発見、早期治療を図る 

   ｳ) 利用者の週１回の嘱託医による回診 

   ｴ) 体調不良時、急変時の受診と治療 

   ｵ) 利用者の年１回（９月）健康診断の実施 

   ｶ) 新型インフルエンザ等感染症予防対策の実践 

  ② 業務管理 

   ｱ) 各種検査伝票の整理と医療処置の記録、コンピューターへの入力 

   ｲ) 医療器具・薬品の管理 

   ｳ) 利用者の使用している薬剤の使用方法の指導と管理 

  ③ リハビリ 

   ｱ) 利用者の身体的残存機能の保持      

ｲ) 利用者の身体的状況に応じた個別訓練 

   ｳ) 療育音楽、ゲーム等、気分転換と身体的な機能回復と保持 

   ｴ) 離床時を利用したリハビリの確立     

ｵ）各種クラブ活動の活用 

   ｶ) アクティビティサービス推進委員会との連携 

 (4) 給食の取り組み 

  ① 献立作成 ～ 利用者の身体的状況、嗜好、栄養バランスに配慮し作成 

  ② 特別食の献立 ～ 病弱な利用者には、健康状態にあった食事の配慮 

  ③ 調理方法の工夫 ～ 歯の悪い人、嚥下障がいのある利用者についての配慮 

  ④ 行事食の実施 ～ 生活に変化をつけるため、各種祝いに行事食を実施 

  ⑤ 選択食の実施 ～ 主菜、副菜に選択食を取り入れ、楽しめる食事の提供 

  ⑥ 常食バイキング ～ 新たな取組みの実施、今後も継続 

  ⑦ 嗜好を考慮した食事作り ～ 嗜好調査を行い献立に組み入れていく 

  ⑧ 環境に配慮して食事の摂取 ～ 利用者個々のペースに合せた食事時間の配慮、自助具の使用 

  ⑨ 食堂の環境整備 ～ テーブルの配置、テーブルクロスの変化等楽しい雰囲気作り 

 

５．広報活動 

 (1) こんにちは     １２回 

 (2) はまなす通信     ３回 

 (3) 家族通信      １２回 

 (4) そよ風通信  ３か月に１回 
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（２）（２）（２）（２）委員会・管理職会議・運営会議開催報告委員会・管理職会議・運営会議開催報告委員会・管理職会議・運営会議開催報告委員会・管理職会議・運営会議開催報告    

１．委員会開催状況 

委員会 回 数 内   容 

安全衛生委員会 

 

年１２回 １．職員への業務安全指導 

２．職員の健康管理指導 

３．職員健康診断実施、その後の改善指導 

４．職場の安全点検実施、整理 

５．感染症の予防推進 

６．交通安全指導、推進 

７．分煙対策の推進 

８．腰痛チェックシートによる自己チェックと予防 

感染症対策委員会 

 

年１４回 １．感染症予防の情報提供 

２．ポスター作成、掲示による啓蒙 

３．食中毒予防について 

４．インフルエンザの対応と勉強会 

５．ノロウイルス勉強会 

６．厳戒体制について 

研修委員会 

 

年１２回 １．内部研修の企画、実施 

２．内部研修終了後のまとめ、報告 

３．外部研修の参加推進 

４．自主研修の呼びかけ 

５．自主研修の企画、実施 

６．認知症研修(公開講座)開催について 

身体拘束廃止・虐待防止検

討委員会 

年１４回 １．利用者の介護状況の把握 

２．現状把握と介護方法の検討等 

３．利用者家族へ説明し、回答を得る 

４．廃止のための介護機器導入 

５．ベッドサークル使用状況調査 

事故（転倒・ヒヤリハット）

検討委員会 

年２２回 １．転倒･ヒヤリハットの検討・対応 

２．転倒報告書の書き方・見直し 

３．危険予知訓練について 

４．誤薬予防、防止について 

５．利用者の状況把握による事故防止 

６．事故後の改善策の検討、周知 

７．事故発生の調査、分析 

８．センサーの活用について 
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委員会 回数 内   容 

広報渉外委員会 年１１回 １．「こんにちは」の記事、編集について 

２．「はまなす通信」の記事、編集について 

３．ホームページの管理について 

４．記事作成情報の把握 

５．記事作成情報のための写真撮影外 

６．パンフレットの作成について 

アクティビティサービス推

進委員会 

年１３回 １．個別訓練計画について 

２．口腔体操の実施について 

３．レクリエーションの企画実行について 

４．生活リハビリ、アクティビティについて 

５．外出について 

食事委員会 年１２回 １．献立審議 

２．食器購入について 

３．選択食について 

４．行事食について 

５．利用者の食事形態の把握、連絡等 

６．摂食機能障がいについて 

７．食堂における利用者の席の検討等 

８．嗜好調査と検討 

９．調理作業中の事故予防、対策、検証 

１０．厨房内衛生管理マニュアル作成 

排泄・褥瘡検討委員会 年１２回 １．排尿日誌の検討について 

２．体位交換研修について 

３．褥瘡の予防と対策について 

４．どくだみ茶について 

５．オムツ外しの経過と検討、パットの見直し 

６．陰部洗浄の実施状況、入力状況について 

認知症ケア研究委員会 年９回 １．認知症とその対応方法の検討 

２．センター方式の活用 

３．２４時間シートの活用  

４．困難事例とその対応について 

５．認知症高齢者の援助指針について 
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２．管理職会議開催状況 

期日 協 議 内 容 

23.12.09 目標管理制度の集計結果にについて 

 ・管理職評定、賞与支給率の検討、職員の意向・提案内容について 

 

３．運営会議開催状況 

期日 協 議 内 容 期日 協 議 内 容 

23. 4.11 ・研修（幹部職員研修） 23.10.14 ・研修（幹部職員研修） 

 ・５月行事予定について  ・１１月行事予定について 

 ・母の日プレゼントについて  ・意見・提言・連絡 

 ・平成２３年度研修予定について 23.11.11 ・研修（幹部職員研修） 

 ・意見・提言・連絡  ・１２月行事予定について 

23. 5.16 ・研修（幹部職員研修）  ・ボランティア団体等交流会につ 

 ・６月行事予定について   いて 

 ・芸能大会について  ・クリスマス会について 

 ・意見・提言・連絡  ・意見・提言・連絡 

23. 6.13 ・研修（幹部職員研修） 23.12. 8 ・研修（幹部職員研修） 

 ・７月行事予定について  ・１月行事予定について 

 ・盆踊り日程について  ・意見・提言・連絡 

 ・グループホーム平面図について 24. 1.10 ・研修（幹部職員研修） 

 ・意見・提言・連絡  ・２月行事予定について 

23. 7. 11 ・研修（幹部職員研修）  ・サービス自己評価について 

 ・８月行事予定について  ・意見・提言・連絡 

 ・意見・提言・連絡 24. 2. 9 ・研修（幹部職員研修） 

 ・認知症の理解と介護実践  ・３月行事予定について 

23. 8. 4 ・研修（幹部職員研修）  ・新任職員研修について 

 ・９月行事予定について  ・意見・提言・連絡 

 ・意見・提言・連絡 24. 3. 1 ・研修（幹部職員研修） 

 ・エレベーター改修工事について  ・４月行事予定について 

 ・耐震改修・避難バルコニー改修  ・感染症厳戒態勢解除の時期に 

  居室改修について   ついて 

23. 9. 9 ・研修（幹部職員研修）  ・平成２３年度体制について 

 ・１０月行事予定について  ・平成２３年度事業計画、予算 

 ・意見・提言・連絡  ・意見・提言・連絡 

 ・敬老会プレゼントについて 

 

 ・耐震補強（避難バルコニー） 

  改修工事について 

 ・中途採用について 
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（３）（３）（３）（３）研修会・会議の参加状況報告研修会・会議の参加状況報告研修会・会議の参加状況報告研修会・会議の参加状況報告    

１．職員の参加状況報告 

番号 期間 研  修  内  容 
参加

人数 

1 4月 16日   摂食・嚥下リハビリテーション研修会（札幌） 6 

2 5月 12日 ～13日 新人マナー研修13日まで(札幌） 1 

3 5月 17日 ～20日 認知症介護実践者研修20日まで(苫小牧） 2 

4 5月 23日  認知症介護実践者研修他施設実習(厚真 GHやわらぎ） 2 

5 5月 27日  福祉栄養士協議会研修会(札幌） 1 

6 6月 1日 ～3日 介護支援専門員再研修前期（札幌）3日まで 1 

7 6月 7日  介護支援専門員学習会（苫小牧） 3 

8 6月 8日  認知症介護実践者研修報告会（苫小牧） 2 

9 6月 8日 ～9日 認知症対応型サービス管理者研修（苫小牧）9日まで 2 

10 6月 9日 ～10日 新任介護職員研修（札幌）10日まで 2 

11 6月 15日  雇用管理責任者講習（苫小牧） 1 

12 6月 22日 ～23日 日胆地区老施協研究大会（登別）23日まで 4 

13 6月 23日 ～24日 介護職員専門研修Ⅰ（札幌）24日まで 1 

14 6月 24日  経営者セミナー・経営協総会（札幌） 1 

15 7月 6日 ～8日 介護支援専門員更新研修（札幌）8日まで 1 

16 7月 12日  排泄支援研修（札幌） 1 

17 7月 13日  リスクマネジメント研修（札幌） 1 

18 7月 28日  介護保険施設等看護リーダー交流会議（苫小牧保健所） 1 

19 8月 4日 ～5日 老人福祉施設研究発表会(札幌）5日まで 2 

20 8月 18日 ～19日 介護職員専門研修Ⅱ(札幌）19日まで 1 

21 8月 29日 ～30日 施設相談員研修(札幌）30日まで 1 

22 8月 30日  虐待防止推進研修会(札幌） 2 

23 9月 2日  複数事業所連携事業認知症介護研修会(厚真町） 5 

24 9月 6日 ～14日 認知症介護実践リーダー研修（洞爺湖町）14日まで 1 

25 9月 8日 ～9日 経理事務専門研修（札幌）9日まで 2 

26 9月 15日 ～16日 防火管理者講習（千歳市）16日まで 2 

27 9月 20日 ～21日 介護職員専門研修Ⅰ（札幌）21日まで 1 

28 9月 20日 ～22日 認知症介護実践リーダー研修施設実習(苫小牧）22日まで 1 

29 10月 6日 ～7日 新会計基準研修会（札幌）７日まで 1 

30 10月 6日  第２回複数事業所連携事業認知症介護研修会(厚真町） 4 

31 10月 20日  介護予防講演会(四季の館） 2 

32 11月 7日 ～10日 介護支援専門員基礎研修(札幌）10日まで 2 

33 11月 8日  リーダー研修報告会(洞爺） 1 

34 11月 9日 ～10日 苦情システム研修会(札幌）10日まで 1 
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番号 期間 研  修  内  容 
参加

人数 

35 11月 10日  認知症ケア実践事例大会(新ひだか町） 2 

36 11月 14日  感染症対策研修（苫小牧） 1 

37 11月 15日  グループホームほのぼの施設見学(厚真町） 5 

38 11月 17日 ～18日 防火管理者講習（登別市）18日まで 2 

39 11月 26日 ～27日 介護福祉士実習指導者研修(札幌）27日まで 2 

40 11月 29日  日胆地区施設長研修会(登別） 1 

41 12月 1日 ～2日 看護師専門研修(札幌）2日まで 1 

42 12月 2日  経理取扱実務研修会(札幌) 3 

43 12月 10日 ～11日 介護福祉士実習指導者研修(札幌）11日まで 2 

44 12月 13日  認知症ケア研修(札幌） 1 

45 12月 13日  認定調査員研修(苫小牧） 2 

46 1月 25日  リスクマネジメント研修（札幌） 2 

47 2月 7日  医療的ケア研修会（たん吸引等）スタート 28 

48 2月 18日  栄養士会冬季研修会(苫小牧） 1 

49 2月 22日 ～23日 胆振東部３町社会福祉施設研修会（定山渓）23日まで 6 

50 3月 1日  職員衛生責任者養成講習会（苫小牧） 1 

51 3月 3日 ～4日 日胆地区SW協会研修会（洞爺）4日まで 1 

52 3月 6日 ～7日 施設実習（安平町）7日まで 1 

53 3月 8日 ～9日 施設実習（安平町）9日まで 1 

54 3月 12日  普通救命講習第1回 19 

55 3月 12日 ～13日 施設実習（安平町）13日まで 1 

56 3月 13日  普通救命講習第2回 21 

57 3月 14日  普通救命講習第3回 22 

58 3月 15日  日胆地区施設長研修会（苫小牧） 1 

59 3月 16日  普通救命講習第4回 20 

60 3月 19日  報酬改定説明会(苫小牧） 3 

61 3月 21日  役職員研修（愛誠会） 6 

62 3月 21日 ～24日 新任職員研修（特養・GH）24日まで 14 

63 3月 23日  GH外部講師研修 9 

64 3月 23日  GHちょうじゅシステム研修 9 

65 3月 24日  新任職員研修（口腔ケア講義） 14 

66 3月 29日  食事療養に係る連携推進研修会(苫小牧） 1 

    265 
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（４）（４）（４）（４）採用職員及び退職者採用職員及び退職者採用職員及び退職者採用職員及び退職者    

１．採 用 

  年 月 日 氏名 職種（職名） 出身地 出身校等  

採用 1 23 4 1 多田 由美子 介護福祉士 むかわ町 北海道穂別高等学校 正 

 2 23 4 1 志賀 雄次 臨時介護士 新冠町 北海道鵡川高等学校 40H 

 3 23 4 1 吉田 友輔 訓練指導員 むかわ町 
日本工学院北海道校柔道整

復師科 
正 

 4 23 4 1 奥村 綾子 臨時介護士 苫小牧市 
北海道苫小牧総合経済高等

学校 
40H 

 5 23 4 1 佐藤 かんな 臨時介護士 夕張市 夕張市立幌南中学校 40H 

 6 23 10 1 渡辺 美法 介護福祉士 厚真町 北海道立厚真高等学校 正 

 7 23 11 1 神田 学 庶務係 兵庫県 兵庫県立三木東高等学校 正 

 8 23 12 21 泉 沙也香 臨時看護師 むかわ町 
札幌市医師会看護専門学校

准看護師科 
40H 

 9 24 2 1 谷川 澄子 臨時介護士 平取町 平取高等学校 40H 

 10 24 2 6 髙木 育子 臨時介護士 むかわ町 北海道鵡川高等学校 40H 

 11 24 3 1 沖中 恭子 臨時介護福祉士 横浜市 横浜女子商業学園高等学校 40H 

 12 24 3 1 池田 利子 臨時調理員 苫小牧市 勇払中学校 40H 

 13 24 3 6 光成 致典 総務会計係 福井県 
大阪産業大学工学部情報シ

ステム工学科 
正 

２．退 職 

  年 月 日 氏名 職種（職名） 備考 

退職 1 23 5 31 吉村 良子 看護師 私事 

 2 23 7 9 両川 武弘 施設長 私事 

 3 23 10 31 髙橋 美惠子 臨時調理員 私事 

 4 24 2 29 六角 久美子 臨時介護士 私事 

 5 24 3 21 池田 利子 臨時調理員 私事 

 6 24 3 31 陶 祥教 業務係 私事 

 7 24 3 31 苗加 沙織 介護福祉士 私事（結婚、転居） 

 8 24 3 31 中畑 良子 介護福祉士 私事 

 9 24 3 31 谷川 大介 介護士 私事 
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（５）（５）（５）（５）防災体制と危機管理体制防災体制と危機管理体制防災体制と危機管理体制防災体制と危機管理体制    

 内容 ホットラインテスト 防災器具点検 備考 

4月  月１回 自主点検  

5月  月１回 自主点検 消防署立入検査 

6月 避難訓練（夜間） 月１回 自主点検  

7月  月１回 自主点検  

8月  月１回 自主点検 スプリンクラー検査 

9月  月１回 業者点検・自主点検  

10月 避難訓練 月１回 自主点検 ボイラー保守点検 

11月  月１回 自主点検  

12月  月１回 自主点検  

1月  月１回 自主点検  

2月  月１回 自主点検 ボイラー保守点検 

3月 普通救命講習 月１回 業者点検・自主点検 83名受講 

備考 

電気設備系点検 業者点検・2カ月に１回（偶数月） 

エレベーター点検 業者点検・月１回 

非常食の確保（保存水、アルファ米、味噌汁、魚缶詰等9食3日分） 

★ 緊急対応マニュアルの作成整備と活用。 

※ 災害時は、連絡網による連絡、家族、理事長へ連絡体制をとる。 

※ 夜間の急変時等のときは、看護師、医師、施設長、家族へ連絡体制をとる。 

（６）（６）（６）（６）苦情処理状況苦情処理状況苦情処理状況苦情処理状況    

※ 平成２３年度は、利用者様並びにご家族様からの施設への苦情相談はありませんでした。 

 事故防止につきましては、転倒骨折事故の発生があり、次年度の大きな課題となっております。 

（７）（７）（７）（７）主な施設整備状況主な施設整備状況主な施設整備状況主な施設整備状況    

整備日 整備・修繕内容 金額 

H23.05.09 中型冷蔵庫更新2台、大型冷蔵庫更新3台 550,275 

H23.06.06 車椅子、水まわり車椅子、フルリクライニング車椅子の更新 800,925 

H23.08.01 コンベンションオーブン2台 2,451,750 

H23.08.31 スプリンクラー増設工事 237,985 

H23.09.30 ちょうじゅシステム追加整備 674,363 

H23.10.20 エレベーター設備のリニューアル 3,675,000 

H23.10.24 厨房空調設備の更新 972,340 

H23.11.30 耐震補強工事 2,257,132 

H23.11.30 避難バルコニー改修工事 6,594,368 

H23.12.07 厨房換気設備の修繕 1,050,000 



- 19 - 

整備日 整備・修繕内容 金額 

H24.01.24 トイレ天井結露修理 210,000 

H24.03.14 パソコンLAN配線更新工事 192,570 

H24.03.31 行事用椅子45脚（NTTどさんこギフトクラブからの寄附金による） 212,900 

（８）（８）（８）（８）利用者の構利用者の構利用者の構利用者の構成とその状況成とその状況成とその状況成とその状況    

１．在籍入所者調. 

男性19名 女性61名                     平成24年3月 31日現在 

胆振支庁 

むかわ町 

69名 

厚真町 

2名 

安平町 

1名 

苫小牧市 

4名 

白老町 

1名 

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 

17 52 0 2 1 0 0 4 0 1 

 

日高支庁 十勝支庁 

日高町 

1名 

新ひだか町 

1名 

幕別町 

1名 

男 女 男 女 男 女 

1 0 0 1 0 1 

 

２．年齢別状況調                        平成24年 3月 31日現在 

区分 60～69 70～79 80～89 90～99 100以上 計 平均年齢 

男 2 5 8 4 0 19 82.1 

女 0 8 24 28 1 60 87.4 

計 2 13 32 32 1 80 86.1 

 

３．在苑期間調                         平成24年 3月 31日現在 

 

区 分 6月未満 1年未満 1～3年 3～5年 5～10年 10年以上 計 平均期間 

男 2 2 7 2 4 2 19 4年 1か月 

女 5 8 21 14 9 4 61 3年 4か月 

計 7 10 28 16 13 6 80 3年 7か月 
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４．要介護度別認知症高齢者日常生活自立度調         平成24年 3月 31日現在 

要介護度 なし ランクⅠ ランクⅡ ランクⅢ ランクⅣ ランクＭ 合計 

要介護1       0 

要介護2  1 10 2   13 

要介護3   7 7 2  16 

要介護4  2 2 13 3  20 

要介護5   8 8 15  31 

合計 0 3 27 30 20 0 80 

 

５．月別利用者状況調           平成23年 4月１日～平成24年3月 31日 

区分 

 

月別 

 

入所 

 

退所  

入院 

外泊 

 

 

入所者数 

 

 

延利用日数 

 死亡退所 長期入院 家庭へ 

平成２３年４月 1 1  0 109 81 2,282 

５月 1 1 1 0  50 81 2,423 

６月 3 3 1 0  61 82 2,286 

７月 4 2  0  89 82 2,369 

８月 1 2  0 135 81 2,339 

９月 2 1 2 0 164 81 2,212 

１０月 2   0 154 80 2,303 

１１月 2 3  0 149 82 2,221 

１２月 2  1 0  81 81 2,379 

平成２４年１月    0 153 80 2,327 

２月  1 1 0  53 80 2,223 

３月 3  1 0  57 81 2,401 

合 計 21 14 7 0 1,255 972 27,765 

一日実利用者数７５．８人（９４．８３％） 

 

６．利用者の要介護度調                 平成24年 3月 31日現在 

要 介 護 度 男 性 女 性 計 

要 介 護 １ 0 0 0 

要 介 護 ２ 5 8 13 

要 介 護 ３ 2 14 16 

要 介 護 ４ 4 16 20 

要 介 護 ５ 8 23 31 

合  計 19 61 80 
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（９）（９）（９）（９）在宅サービスの状況在宅サービスの状況在宅サービスの状況在宅サービスの状況    

１．短期入所生活介護        平成23年 4月1日～平成24年 3月 31日 

２．介護予防短期入所生活介護       平成23年 4月1日～平成24年 3月 31日 

 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計 

要支援

１ 

人数        1 1    2 

延べ日数        4 4    8 

要支援

２ 

人数              

延べ日数              

計 
人数        1 1    2 

延べ日数        4 4    8 

３．むかわ町高齢者等生活支援短期入所生活介護    平成23年 4月 1日～平成24年 3月 31日 

 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計 

要介護

１ 

人数              

延べ日数              

要介護

２ 

人数              

延べ日数              

要介護

３ 

人数              

延べ日数              

要介護

４ 

人数              

延べ日数              

要介護

５ 

人数              

延べ日数              

計 
人数              

延べ日数              

 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計 

要介護

１ 

人数 4 5 5 5 5 5 3 4 5 5 4 3 53 

延べ日数 50 50 60 55 47 40 25 24 46 38 42 15 492 

要介護

２ 

人数 3 4 4 3 8 5 6 5 5 2 4 4 53 

延べ日数 36 65 64 50 73 79 58 52 44 31 48 56 656 

要介護

３ 

人数 3 2 2 3 2 3 1   1 3 2 22 

延べ日数 48 41 38 48 39 72 2   16 30 24 358 

要介護

４ 

人数              

延べ日数              

要介護

５ 

人数 1 1 1 1 1      1 1 7 

延べ日数 16 12 15 16 19      13 15 106 

計 
人数 11 12 12 12 16 13 10 9 10 8 12 10 135 

延べ日数 150 168 177 169 178 191 85 76 90 85 133 110 1612 
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（１０）（１０）（１０）（１０）ボランティアボランティアボランティアボランティアの受入状況の受入状況の受入状況の受入状況    

 団体名 活動内容 回数 人数 合計 

町内 団体 駒場町内会 防災訓練 1 9 9 

  ナラサキライン 駐車場ライン引き 1 10 10 

  支え合い共に生きる会 ふれあい喫茶 8 10 71 

  むかわ町 苗花寄贈 1 2 2 

  鵡川ライオンズクラブ 餅つき、クリスマス会 1 3 4 

  天理教鵡川分会 ガラス拭き、車椅子清掃 1 8 8 

  纏保存会 出初め式纏振り 1 8 8 

  むかわ町商工会女性部 ソーメン寄贈 1 3 3 

       

 個人 吉田紀晃氏 華道指導 12 1 12 

  
塚田槇子氏、柚田芙美子氏、船山幸

子氏 
茶道指導 11 2 22 

  田中ハルエ 書道教室 20 1 20 

  
平野富枝氏、松本知子氏、村山みゑ

氏 
寄り添いボランティア 16 3 42 

  伊東八百子 傾聴ボランティア 12 1 12 

       

町外 団体 ビハーラ鵡川 彼岸法要、法話会、お参り 11 4 26 

   お勤め、交流    

  苫小牧歯科健康診断協会 口腔ケア 12 4 31 

       

       

       

  合計  109 69 280 
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（１１）（１１）（１１）（１１）実習生実習生実習生実習生等等等等の受入と福祉教育の受入と福祉教育の受入と福祉教育の受入と福祉教育    

将来、福祉の仕事に携わる人材を育てるために、また、施設､福祉への理解を醸成するためにも実

習生の受け入れ及び介護等体験の受け入れは重要と考え当苑では積極的に取り組んで来ました。 

慶寿苑においては、福祉専門学校、短期大学の教員養成課程での介護等体験、ヘルパー養成研修に

おける実習、更に、小、中、高校生の体験学習等その範囲は多岐に亘り、期待されるものは大きく、

常に学習し対応していく必要があります。 

 

＊専門学校等 

学 校 名 学年 期  間 受入数 合計日数 内 容 

旭川福祉専門学校 2 23.06.06～23.07.02 2名 28日 施設実習 

神奈川県立保健福祉大学 1 24.01.05 1名 1日 自主実習 

＊高校 

学 校 名 学年 期  間 受入数 合計日数 内 容 

鵡川高校 2年 23.10.13～23.10.14 2名 2日 インターンシップ 

平取高校 3年 23.08.14 5名 1日 施設見学 

＊中学校 

学 校 名 学年 期  間 受入数 合計日数 内 容 

鵡川中学校 2年 23.11.08～23.11.09 2名 2日 職業体験 

 

＊小学校 

学 校 名 学年 期  間 受入数 合計日数 内 容 

鵡川中央小学校 2年 23.05.17 2名 1日 アンケート調査 

鵡川中央小学校ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ委員会 23.09.20 14名 1日 交流 

宮戸小学校  23.09.22 23名 1日 器楽演奏等、交流 

鵡川中央小学校 6年 23.11.19 43名 1日 器楽演奏等、交流 
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（１２）（１２）（１２）（１２）胆振東部鵡川慶寿苑の動向胆振東部鵡川慶寿苑の動向胆振東部鵡川慶寿苑の動向胆振東部鵡川慶寿苑の動向    

自 平成23年 4月 01日 

至 平成24年 3月 31日 

 

年月日 事 項 内       容 摘  要 

H23.4.1 運営 辞令交付式   

H23.4.2 ボランティア 生花クラブ指導 吉田紀晃氏 

H23.4.5 環境衛生美化 苑内消毒（毎週火曜日）   

H23.4.6 行事 お好み昼食   

H23.4.6 クラブ活動 陶芸   

H23.4.6 会議 栄養士会幹事会（苫小牧市） 齋藤 

H23.4.6 ボランティア 寄添いボランティア 
松本知子氏、平野富枝

氏 

H23.4.7 運営 北海道知事選挙不在者投票   

H23.4.7 運営 
むかわ町町民生活課と協議(堀江課長、竹中主

幹） 
施設長、山口 

H23.4.7 地域協力 地域ケア会議、サービス担当者会議 役場相談室/高橋、中島 

H23.4.7 会議 職員全体会議   

H23.4.8 地域協力 鵡川高校入学式13：30 施設長 

H23.4.8 防災 ホットラインテスト   

H23.4.10 ボランティア 傾聴ボランティア来苑 伊東八百子氏 

H23.4.11 会議 運営会議、安全衛生委員会   

H23.4.11 運営 新任職員歓迎会並びに役職員合同交流会 四季の館 

H23.4.12 運営 
理美容日（NPO法人日本理美容協会いぶりセン

ター） 
３名 

H23.4.13 ボランティア 書道クラブ 田中ハルエ氏 

H23.4.13 地域協力 介護認定審査会 役場・野宮 

H23.4.13 地域協力 地域協議会 産業会館(山口） 

H23.4.14 ボランティア ふれあい喫茶 
支え合い共に生きる

会、個人 9名 

H23.4.14 会議 ケア会議   

H23.4.15 会議 ボランティア連絡協議会役員会・総会 施設長 

H23.4.15 ボランティア 茶道クラブ 
塚田槙子氏、柚田扶美

子氏 

H23.4.16 研修 摂食・嚥下リハビリテーション研修会（札幌） 
齋藤、西島、大坂美、

中島、上平、船山 

H23.4.16 ボランティア 歯科調整・口腔ケア 
苫小牧歯科健診協会３

名 
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年月日 事 項 内       容 摘  要 

H23.4.18 ボランティア ビハーラ鵡川（花まつり、法話、交流） 
ビハーラ鵡川3名（阿

部氏、忍関氏） 

H23.4.18 ボランティア 寄添いボランティア 
松本知子氏、平野富枝

氏、村山みゑ氏 

H23.4.20 会議 栄養士会幹事会（苫小牧市） 齋藤 

H23.4.20 クラブ活動 籐手芸クラブ   

H23.4.21 クラブ活動 療育音楽   

H23.4.22 環境衛生美化 居室清掃 クリーンサービス大翔 

H23.4.22 地域協力 
まちづくり計画策定経過報告会、意見交換会

(四季の館） 
山口 

H23.4.27 ボランティア 書道クラブ 田中ハルエ氏 

H23.4.28 クラブ活動 療育音楽   

H23.4.28 地域協力 地域ケア会議、サービス担当者会議 役場相談室/高橋、中島 

H23.4.29 ボランティア 天理教ボランティア（車椅子清掃） 8名 

H23.5.5 ボランティア 寄添いボランティア 
松本知子氏、平野富枝

氏、村山みゑ氏 

H23.5.7 ボランティア 生花クラブ指導 吉田紀晃氏 

H23.5.8 ボランティア 傾聴ボランティア 伊東八百子氏 

H23.5.8 行事 母の日・利用者へプレゼント   

H23.5.9 クラブ活動 療育音楽   

H23.5.10 環境衛生美化 苑内消毒（毎週火曜日）   

H23.5.10 運営 
理美容日（NPO法人日本理美容協会いぶりセン

ター） 
３名 

H23.5.10 会議 職員全体会議   

H23.5.11 行事 お好み昼食   

H23.5.11 ボランティア 書道クラブ 田中ハルエ氏 

H23.5.11 会議 栄養士会幹事会(苫小牧） 齋藤 

H23.5.11 地域協力 介護認定審査会 役場/野宮 

H23.5.12 研修 新人マナー研修13日まで(札幌） 吉田 

H23.5.12 クラブ活動 陶芸クラブ   

H23.5.12 地域協力 地域ケア会議、サービス担当者会議 役場相談室/高橋、中島 

H23.5.13 防災 ホットラインテスト   

H23.5.13 ボランティア 茶道クラブ 
塚田槙子氏、柚田扶美

子氏 

H23.5.16 行事 お花見ドライブ 
職員３名、利用者１０

名 

H23.5.16 会議 運営会議、安全衛生委員会   

H23.5.17 研修 認知症介護実践者研修20日まで(苫小牧） 菊池、三上 
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年月日 事 項 内       容 摘  要 

H23.5.17 福祉教育 鵡川中央小学校２年生総合学習 児童２名、教諭１名 

H23.5.17 運営 内部監査（長谷川監事、真鍋監事） 事務室 

H23.5.17 地域協力 支え合い共に生きる会総会 
サンルーム 職員6名 

ボラ7名 

H23.5.18 行事 リハビリレク   

H23.5.18 地域協力 地域協議会 産業会館(山口） 

H23.5.19 ボランティア ふれあい喫茶 
支え合い共に生きる

会、個人 7名 

H23.5.19 会議 ケア会議   

H23.5.20 環境衛生美化 廊下・食堂清掃 クリーンサービス大翔 

H23.5.20 運営 平成 23年度第１回理事会 サンルーム 

H23.5.21 ボランティア 歯科調整・口腔ケア 
苫小牧歯科健診協会４

名 

H23.5.23 研修 
認知症介護実践者研修他施設実習(厚真GHやわ

らぎ） 
菊池、三上 

H23.5.23 福祉教育 認知症介護実践者研修他施設実習受入 追分陽光苑より１名 

H23.5.23 地域協力 
町社協平成23年度第1回定例理事会（四季の

館） 
施設長 

H23.5.23 クラブ活動 療育音楽   

H23.5.25 防災 消防立入検査 高橋氏、阿部氏 

H23.5.25 ボランティア むかわ町より苗花２００株受領   

H23.5.25 ボランティア 書道クラブ 田中ハルエ氏 

H23.5.26 クラブ活動 籐手芸クラブ   

H23.5.26 地域協力 地域ケア会議、サービス担当者会議 役場相談室/高橋、中島 

H23.5.26 ボランティア ビハーラ鵡川（法話、交流） ビハーラ鵡川4名（宮

川氏、阿部氏、舛田氏、

平野氏） 

H23.5.26 行事 居酒屋   

H23.5.27 研修 福祉栄養士協議会研修会(札幌） 齋藤 

H23.5.28 運営 家族会総会、花植え、交流会 家族会18名参加 

H23.5.28 ボランティア 寄添いボランティア 
松本知子氏、平野富枝

氏、 

H23.5.29 行事 たんぽぽフェスティバル見学 
利用者5名職員8名参

加 

H23.6.1 地域協力 
平成 23年度第1回地域福祉実践計画策定委員

会（四季の館） 
施設長 

H23.6.1 研修 介護支援専門員再研修前期（札幌）3日まで 上平 

H23.6.1 ボランティア ナラサキライン株式会社駐車場ライン引き 社員 10名 
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年月日 事 項 内       容 摘  要 

H23.6.3 クラブ活動 療育音楽   

H23.6.3 会議 職員全体会議   

H23.6.4 ボランティア 生花クラブ指導 吉田紀晃氏 

H23.6.6 福祉教育 旭川福祉専門学校実習7/2まで 2年生男子2名 

H23.6.7 環境衛生美化 苑内消毒（毎週火曜日）   

H23.6.7 研修 介護支援専門員学習会（苫小牧） 高橋、小原、中島 

H23.6.8 行事 お好み昼食   

H23.6.8 ボランティア 書道クラブ 田中ハルエ氏 

H23.6.8 研修 認知症介護実践者研修報告会（苫小牧） 菊池、三上 

H23.6.8 研修 
認知症対応型サービス管理者研修（苫小牧）9

日まで 
菊池、三上 

H23.6.8 会議 栄養士会幹事会(苫小牧） 齋藤 

H23.6.8 地域協力 介護認定審査会 役場/野宮 

H23.6.9 研修 新任介護職員研修（札幌）10日まで 志賀、奥村綾 

H23.6.9 ボランティア 寄添いボランティア 
松本知子氏、平野富枝

氏、村山みゑ氏 

H23.6.9 クラブ活動 陶芸クラブ   

H23.6.9 会議 地域ケア会議、サービス担当者会議 役場相談室/高橋、中島 

H23.6.11 行事 鵡川中学校グリーンコンサート 利用者3名 

H23.6.10 防災 ホットラインテスト   

H23.6.10 行事 苫小牧ショッピング 
利用者7名職員7名参

加 

H23.6.10 ボランティア 茶道クラブ 
塚田槙子氏、柚田扶美

子氏 

H23.6.10 防災 夜間防災訓練 
消防2名、駒場町内会

9名協力 

H23.6.12 ボランティア 傾聴ボランティア 伊東八百子氏 

H23.6.13 会議 運営会議、安全衛生委員会   

H23.6.14 運営 
理美容日（NPO法人日本理美容協会いぶりセン

ター） 
３名 

H23.6.15 研修 雇用管理責任者講習（苫小牧） 山口 

H23.6.16 ボランティア ふれあい喫茶 
支え合い共に生きる

会、個人 10名 

H23.6.16 会議 ケア会議   

H23.6.17 運営 入居検討委員会   

H23.6.17 クラブ活動 療育音楽   

H23.6.17 地域協力 地域協議会 産業会館(山口） 
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年月日 事 項 内       容 摘  要 

H23.6.18 ボランティア 歯科調整・口腔ケア 
苫小牧歯科健診協会３

名 

H23.6.21 行事 苫小牧ショッピング 
利用者9名職員7名実

習生2名参加 

H23.6.21 運営 むかわ町防災行政無線の設置   

H23.6.22 研修 日胆地区老施協研究大会（登別）23日まで 
野宮、山谷、角田、土

田 

H23.6.22 ボランティア 書道クラブ 田中ハルエ氏 

H23.6.23 研修 介護職員専門研修Ⅰ（札幌）24日まで 佐藤春 

H23.6.23 クラブ活動 籐手芸クラブ   

H23.6.24 研修 経営者セミナー・経営協総会（札幌） 施設長 

H23.6.27 運営 平成 23年度第1回社協福祉事業部会(穂別） 施設長 

H23.6.27 行事 リハビリレク   

H23.6.27 運営 平成 23年度第２回理事会   

H23.6.29 
ボランティア ビハーラ鵡川（法話、交流） ビハーラ鵡川4名（舛

田氏） 

H23.6.29 ボランティア 寄添いボランティア 
平野富枝氏、村山みゑ

氏 

H23.6.30 行事 芸能大会、昼食会   

H23.6.30 会議 地域ケア会議、サービス担当者会議 役場相談室/高橋、中島 

H23.7.2 ボランティア 生花クラブ指導 吉田紀晃氏 

H23.7.4 地域協力 むかわ町保健医療推進会議 施設長 

H23.7.4 クラブ活動 療育音楽   

H23.7.5 環境衛生美化 苑内消毒（毎週火曜日）   

H23.7.5 会議 職員全体会議   

H23.7.6 研修 介護支援専門員更新研修（札幌）8日まで 上平 

H23.7.6 行事 お好み昼食   

H23.7.6 ボランティア 書道クラブ 田中ハルエ氏 

H23.7.6 会議 栄養士会幹事会(苫小牧） 齋藤 

H23.7.6 地域協力 介護認定審査会 役場/野宮 

H23.7.7 運営 平取高校進路指導部教諭来苑 荒木氏、赤阪氏 

H23.7.7 クラブ活動 籐手芸クラブ   

H23.7.7 ボランティア ビハーラ鵡川（法話、交流） ビハーラ鵡川2名（吉

野氏、阿部氏） 

H23.7.7 ボランティア 寄添いボランティア 
平野富枝氏、村山みゑ

氏 

H23.7.8 運営 ノーカーデー（雨天）   

H23.7.8 防災 ホットラインテスト   
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年月日 事 項 内       容 摘  要 

H23.7.8 地域協力 町社協第4期福祉事業策定会議 施設長 

H23.7.10 ボランティア 傾聴ボランティア 伊東八百子氏 

H23.7.10 運営 平成 23年度第３回理事会   

H23.7.11 防災 スプリンクラー工事   

H23.7.11 会議 運営会議、安全衛生委員会   

H23.7.12 研修 排泄支援研修（札幌） 梨木 

H23.7.12 運営 
理美容日（NPO法人日本理美容協会いぶりセン

ター） 
３名 

H23.7.12 行事 青空運動会   

H23.7.13 研修 リスクマネジメント研修（札幌） 小野寺 

H23.7.14 ボランティア ふれあい喫茶 
支え合い共に生きる

会、個人 9名 

H23.7.14 会議 地域ケア会議、サービス担当者会議 役場相談室/高橋、中島 

H23.7.14 会議 ケア会議   

H23.7.15 行事 ドライブ（千歳市泉郷：花茶） 利用者5名職員5名 

H23.7.15 ボランティア 茶道クラブ 
塚田槙子氏、柚田扶美

子氏 

H23.7.15 地域協力 認定こども園へ備品貸し出し   

H23.7.16 ボランティア 歯科調整・口腔ケア 
苫小牧歯科健診協会４

名 

H23.7.19 行事 リハビリレク   

H23.7.20 環境衛生美化 ガラス清掃22日まで   

H23.7.20 ボランティア 書道クラブ 田中ハルエ氏 

H23.7.21 行事 野外食   

H23.7.25 クラブ活動 療育音楽   

H23.7.26 運営 厨房機器更新(コンベンションオーブン２台） 和光商会 

H23.7.26 行事 居酒屋   

H23.7.28 研修 
介護保険施設等看護リーダー交流会議（苫小牧

保健所） 
西島 

H23.7.28 クラブ活動 陶芸クラブ   

H23.7.28 会議 地域ケア会議、サービス担当者会議 役場相談室/高橋、中島 

H23.7.29 行事 １階フロアーレク   

H23.8.2 環境衛生美化 苑内消毒（毎週火曜日）   

H23.8.3 会議 職員全体会議   

H23.8.3 地域協力 介護認定審査会 役場/野宮 

H23.8.4 防災 消防署検査(スプリンクラー） 沼口氏 

H23.8.4 会議 運営会議、安全衛生委員会   

H23.8.4 研修 老人福祉施設研究発表会(札幌）5日まで 桜井、古根川 
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年月日 事 項 内       容 摘  要 

H23.8.5 行事 盆供養 龍照寺住職 

H23.8.6 ボランティア 生花クラブ指導 吉田紀晃氏 

H23.8.8 クラブ活動 療育音楽   

H23.8.9 運営 
理美容日（NPO法人日本理美容協会いぶりセン

ター） 
３名 

H23.8.9 クラブ活動 陶芸クラブ   

H23.8.10 行事 お好み昼食   

H23.8.10 ボランティア 書道クラブ 田中ハルエ氏 

H23.8.10 会議 栄養士会幹事会(苫小牧） 齋藤 

H23.8.11 会議 地域ケア会議、サービス担当者会議 役場相談室/高橋、中島 

H23.8.11 行事 慶寿苑盆踊り   

H23.8.12 ボランティア 茶道クラブ 
塚田槇子氏、柚田芙美

子氏 

H23.8.12 防災 ホットラインテスト   

H23.8.14 福祉教育 平取高校生徒5名施設見学   

H23.8.14 ボランティア 傾聴ボランティア来苑 伊東八百子氏 

H23.8.18 ボランティア ふれあい喫茶 
支え合い共に生きる

会、個人 9名 

H23.8.18 研修 介護職員専門研修Ⅱ(札幌）19日まで 苗加 

H23.8.19 環境衛生美化 居室清掃 クリーンサービス大翔 

H23.8.19 地域協力 ふれあい広場実行委員会(四季の館） 陶 

H23.8.19 会議 ケア会議   

H23.8.20 地域協力 商工会仮装盆踊り参加 20名第4位 

H23.8.23 行事 2階フロアーレク   

H23.8.24 行事 地蔵祭り見学 
利用者6名、引率職員

6名 

H23.8.24 会議 地域ケア会議、サービス担当者会議 役場相談室/高橋、中島 

H23.8.25 行事 そーめん流し(雨天中止）   

H23.8.25 地域協力 厚生病院運営協議会(産業会館） 山口 

H23.8.26 地域協力 社協ふれあい広場準備 野宮、陶 

H23.8.26 行事 リハビリレク   

H23.8.26 地域協力 地域協議会(産業会館） 山口 

H23.8.27 地域協力 社協ふれあい広場 
山口、陶、所、吉田、

小野寺、志賀、上平 

H23.8.29 研修 施設相談員研修(札幌）30日まで 山谷 

H23.8.29 クラブ活動 療育音楽   

H23.8.30 研修 虐待防止推進研修会(札幌） 中畑、鈴木み 

H23.8.30 運営 平成 23年度第４回理事会   
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年月日 事 項 内       容 摘  要 

H23.8.31 ボランティア 寄添いボランティア 
平野富枝氏、村山みゑ

氏 

H23.8.31 ボランティア 書道クラブ 田中ハルエ氏 

H23.9.1 クラブ活動 療育音楽   

H23.9.2 クラブ活動 陶芸クラブ   

H23.9.2 研修 
複数事業所連携事業認知症介護研修会(厚真

町） 

山口、阿部、野宮江、

船山、奧村由 

H23.9.3 運営 ひだまりの里運営協議会 山口、野宮 

H23.9.3 ボランティア 生花クラブ指導 吉田紀晃氏 

H23.9.5 健康管理 利用者健康診断（6日まで） 鵡川厚生病院 

H23.9.6 環境衛生美化 苑内消毒（毎週火曜日）   

H23.9.6 研修 
認知症介護実践リーダー研修（洞爺湖町）14

日まで 
日野 

H23.9.7 行事 お好み昼食   

H23.9.7 ボランティア 書道クラブ 田中ハルエ氏 

H23.9.7 防災 消防用設備点検 防災総合サービス２名 

H23.9.7 会議 栄養士会幹事会(苫小牧） 齋藤 

H23.9.7 地域協力 介護認定審査会 役場/野宮 

H23.9.8 研修 経理事務専門研修（札幌）9日まで 陶、所 

H23.9.8 運営 グループホーム建築工事入札立会（役場） 山口 

H23.9.8 クラブ活動 療育音楽   

H23.9.8 会議 地域ケア会議、サービス担当者会議 役場相談室/高橋、中島 

H23.9.9 防災 ホットラインテスト   

H23.9.9 ボランティア 茶道クラブ 
塚田槇子氏、柚田芙美

子氏 

H23.9.9 会議 運営会議、安全衛生委員会   

H23.9.11 ボランティア 傾聴ボランティア来苑 伊東八百子氏 

H23.9.12 クラブ活動 籐手芸クラブ   

H23.9.12 ボランティア 寄添いボランティア 
平野富枝氏、村山みゑ

氏、松本知子氏 

H23.9.13 運営 
理美容日（NPO法人日本理美容協会いぶりセン

ター） 
３名 

H23.9.13 運営 
厚真町高齢者生活福祉センター職員研修来苑

15日まで 
１３名 

H23.9.13 行事 むかわ町敬老会<四季の館14:00～）   

H23.9.14 行事 リハビリレク   

H23.9.14 福利厚生 職員親睦会慰労会(灯泉房）   

H23.9.15 研修 防火管理者講習（千歳市）16日まで 山谷、渡辺陽 
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年月日 事 項 内       容 摘  要 

H23.9.15 ボランティア ふれあい喫茶 
支え合い共に生きる

会、個人10名 

H23.9.15 会議 ケア会議   

H23.9.16 運営 函館馬主協会実地調査 2名 

H23.9.16 環境衛生美化 廊下・ホール・共有・トイレ・便器清掃 クリーンサービス大翔 

H23.9.17 ボランティア 歯科調整・口腔ケア 
苫小牧歯科健診協会４

名 

H23.9.19 行事 鵡川神社例大祭見学 
利用者7人引率職員4

名 

H23.9.19 運営 家族会懇談会   

H23.9.19 行事 慶寿苑敬老会   

H23.9.20 ボランティア 鵡川中央小学校ボランティア委員会児童来苑 14名 

H23.9.20 運営 日総来苑   

H23.9.20 研修 介護職員専門研修Ⅰ（札幌）21日まで 小野寺 

H23.9.20 研修 
認知症介護実践リーダー研修施設実習(苫小

牧）22日まで 
日野 

H23.9.20 
ボランティア ビハーラ鵡川（彼岸法要、交流） ビハーラ鵡川2名（阿

部氏、平野氏） 

H23.9.21 ボランティア 書道クラブ 田中ハルエ氏 

H23.9.21 運営 
耐震補強(避難バルコニー)改修工事入札(産業

会館） 
山口、野宮、陶 

H23.9.21 行事 居酒屋   

H23.9.22 地域交流 宮戸小学校児童器楽演奏及び交流 23名 

H23.9.22 運営 入居検討委員会   

H23.9.22 行事 リハビリレク   

H23.9.22 会議 地域ケア会議、サービス担当者会議 役場相談室/高橋、中島 

H23.9.20 地域協力 地域協議会(産業会館） 山口 

H23.9.25 運営 エレベータ改修工事（30日まで）   

H23.9.29 ボランティア 寄添いボランティア 
平野富枝氏、村山みゑ

氏、松本知子氏 

H23.10.1 ボランティア 生花クラブ指導 吉田紀晃氏 

H23.10.1 地域協力 介護認定審査会 役場・野宮 

H23.10.3 運営 改修工事打合せ 
日本都市設計、相互建

設、山口、野宮 

H23.10.3 クラブ活動 療育音楽   

H23.10.4 環境衛生美化 苑内消毒（毎週火曜日）   

H23.10.5 行事 お好み昼食の日   

H23.10.5 ボランティア 書道クラブ   
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年月日 事 項 内       容 摘  要 

H23.10.5 地域協力 文化祭役員会 陶 

H23.10.5 会議 職員全体会議   

H23.10.6 研修 新会計基準研修会（札幌）７日まで 山口 

H23.10.6 防災 漏電検査 電気保安協会2名 

H23.10.6 クラブ活動 陶芸クラブ   

H23.10.6 会議 地域ケア会議、サービス担当者会議 役場相談室/高橋、中島 

H23.10.6 会議 栄養士会幹事会(苫小牧） 齋藤 

H23.10.6 研修 
第２回複数事業所連携事業認知症介護研修会

(厚真町） 

須藤、船山、野宮江、

佐藤希 

H23.10.8 ボランティア 歯科調整・口腔ケア 
苫小牧歯科健診協会2

名 

H23.10.9 ボランティア 傾聴ボランティア来苑 伊東八百子氏 

H23.10.11 防災 防災訓練・消火訓練   

H23.10.11 運営 指導監査・実地指導 胆振総合振興局5名、

役場竹中、長谷川、真

鍋 

H23.10.11 運営 
理美容日（NPO法人日本理美容協会いぶりセン

ター） 
３名 

H23.10.12 運営 高校新卒者採用試験 ２名 

H23.10.12 運営 ちょうじゅシステムサーバーメンテナンス   

H23.10.12 ボランティア 寄添いボランティア 
平野富枝氏、村山みゑ

氏、松本知子氏 

H23.10.12 地域協力 文化祭展示部会 陶 

H23.10.12 地域協力 介護認定審査会 役場・野宮 

H23.10.13 福祉教育 鵡川高校インターシップ20、21日 高校生2名 

H23.10.13 ボランティア ふれあい喫茶 
支え合い共に生きる

会、個人 8名 

H23.10.14 防災 ホットラインテスト   

H23.10.14 運営 運営会議、安全衛生委員会   

H23.10.14 ボランティア 茶道クラブ 
塚田槙子氏、柚田扶美

子氏 

H23.10.18 運営 介護保険施設等集団指導会議（室蘭） 野宮 

H23.10.18 行事 １階フロアーレク   

H23.10.19 運営 職員採用試験(グループホーム、調理員） ３名 

H23.10.19 運営 苫小牧市生活支援課利用者面接 ２名 

H23.10.19 ボランティア 書道クラブ 田中ハルエ氏 

H23.10.20 行事 昼食バイキング   

H23.10.20 研修 介護予防講演会(四季の館） 山谷、中島 
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年月日 事 項 内       容 摘  要 

H23.10.20 クラブ活動 籐手芸クラブ   

H23.10.20 会議 ケア会議   

H23.10.21 クラブ活動 療育音楽   

H23.10.25 運営 平成２３年度家族会交流会（登別） 山口、野宮、山谷、渡

辺、齊藤、所、小原 

H23.10.26 行事 アクティーレク   

H23.10.27 行事 室内運動会   

H23.10.27 会議 地域ケア会議、サービス担当者会議 役場相談室/高橋、中島 

H23.10.28 行事 文化祭見学 利用者４名職員４名 

H23.10.28 ボランティア ビハーラ鵡川（交流） 
ビハーラ鵡川2名（桜

庭氏、平野氏） 

H23.10.28 ボランティア 寄添いボランティア 
村山みゑ氏、松本知子

氏、平野富枝氏 

H23.10.31 運営 有限会社ティー・エー・シーとひだまりの里に

関する確認協議（たんぽぽクリニック） 

山口 

H23.11.1 環境衛生美化 苑内消毒（毎週火曜日）   

H23.11.2 行事 文化祭見学 利用者６名職員５名 

H23.11.4 運営 職員採用試験(グループホーム） １名 

H23.11.5 ボランティア 生花クラブ指導 吉田紀晃氏 

H23.11.7 研修 介護支援専門員基礎研修(札幌）10日まで 大坂美、船山 

H23.11.7 クラブ活動 療育音楽   

H23.11.7 地域協力 ＳＡＴＩの会役員会 サンルーム １０名 

H23.11.8 福祉教育 鵡川中学校職業体験9日まで ２名 

H23.11.8 研修 リーダー研修報告会(洞爺） 日野 

H23.11.8 運営 
理美容日（NPO法人日本理美容協会いぶりセン

ター） 
３名 

H23.11.8 運営 富士データシステム来苑 
齋藤社長、担当営業水

野氏 

H23.11.8 会議 職員全体会議   

H23.11.9 研修 苦情システム研修会(札幌）10日まで 高橋 

H23.11.9 行事 お好み昼食の日   

H23.11.9 ボランティア 書道クラブ 田中ハルエ氏 

H23.11.9 運営 ひだまりの里基本協定に関する協議(役場） 山口、野宮、神田 

H23.11.9 健康管理 インフルエンザ予防接種（利用者、職員）   

H23.11.9 運営 内部監査（長谷川監事、真鍋監事） 事務室 

H23.11.9 地域協力 介護認定審査会 役場/野宮 

H23.11.10 研修 認知症ケア実践事例大会(新ひだか町） 渡辺陽、須藤 

H23.11.10 福祉教育 インターンシップ報告会(鵡川高校） 山谷 
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年月日 事 項 内       容 摘  要 

H23.11.10 運営 ひだまりの里基本協定に関する協議(役場） 山口、野宮、神田 

H23.11.10 クラブ活動 陶芸クラブ   

H23.11.10 会議 地域ケア会議、サービス担当者会議 役場相談室/高橋、中島 

H23.11.10 ボランティア ビハーラ鵡川（交流） 
ビハーラ鵡川2名（豊

田氏、平野氏） 

H23.11.11 防災 ホットラインテスト   

H23.11.11 会議 運営会議、安全衛生委員会   

H23.11.11 ボランティア 茶道クラブ 
塚田槙子氏、柚田扶美

子氏 

H23.11.19 ボランティア 歯科調整・口腔ケア 
苫小牧歯科健診協会2

名 

H23.11.13 ボランティア 傾聴ボランティア来苑 １名 

H23.11.14 研修 感染症対策研修（苫小牧） 佐藤希 

H23.11.15 研修 グループホームほのぼの施設見学(厚真町） 
小原、梨木、渡辺陽、

長門、片山 

H23.11.15 運営 職員採用試験(特養事務、特養介護福祉士） ２名 

H23.11.16 運営 介護サービス情報公表に係る調査 １名 

H23.11.16 クラブ活動 籐手芸クラブ   

H23.11.16 会議 栄養士会幹事会(苫小牧） 齋藤 

H23.11.17 研修 防火管理者講習（登別市）18日まで 野宮、日野 

H23.11.17 ボランティア ふれあい喫茶 
支え合い共に生きる

会、個人、9名 

H23.11.17 運営 職員採用試験(特養介護士） ２名 

H23.11.17 会議 ケア会議   

H23.11.18 環境衛生美化 居室・管理棟清掃 クリーンサービス大翔 

H23.11.18 会議 年末調整説明会(産業会館） 山口、所、神田 

H23.11.18 地域協力 ＳＡＴＩの会役員会   

H23.11.21 運営 平成 23年度第５回理事会   

H23.11.24 クラブ活動 療育音楽   

H23.11.24 ボランティア 寄添いボランティア 
村山みゑ氏、松本知子

氏、平野富枝氏 

H23.11.24 会議 地域ケア会議、サービス担当者会議 役場相談室/高橋、中島 

H23.11.24 行事 居酒屋   

H23.11.26 研修 介護福祉士実習指導者研修(札幌）27日まで 山谷、池 

H23.11.27 環境衛生美化 浴室清掃   

H23.11.29 福祉教育 鵡川中央小学校6年生来苑 
児童 43名担任教諭2

名 

H23.11.29 研修 日胆地区施設長研修会(登別） 山口 
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H23.11.29 地域協力 
むかわ町保健医療福祉推進協議会介護保険部

会（産業会館） 
山口 

H23.11.30 運営 2階フロアーレク   

H23.11.30 ボランティア 書道クラブ 田中ハルエ氏 

H23.12.1 研修 看護師専門研修(札幌）2日まで 松並 

H23.12.1 クラブ活動 療育音楽   

H23.12.2 研修 経理取扱実務研修会(札幌) 陶、所、神田 

H23.12.2 運営 職員採用試験（グループホーム） 1名 

H23.12.3 ボランティア 生花指導 吉田紀晃氏 

H23.12.5 地域協力 駒場町内会役員会19：00若草会館 山口 

H23.12.6 環境衛生美化 苑内消毒（毎週火曜日）   

H23.12.6 行事 もちつき   

H23.12.6 ボランティア もちつき 
ライオンズクラブ３

名、家族１名 

H23.12.6 会議 職員全体会議   

H23.12.7 ボランティア むかわ町商工会女性部ソーメン寄附 ３名 

H23.12.7 ボランティア 書道クラブ 田中ハルエ氏 

H23.12.7 会議 地域ケア会議、サービス担当者会議 役場相談室/高橋、中島 

H23.12.7 会議 栄養士会幹事会(苫小牧） 齋藤 

H23.12.8 会議 運営会議、安全衛生委員会   

H23.12.8 会議 管理職・係長会議   

H23.12.9 運営 職員採用試験（特養看護職員） 1名 

H23.12.9 福利厚生 職員親睦会忘年会(鳥天）   

H23.12.9 防災 ホットラインテスト   

H23.12.9 運営 入居検討委員会 サンルーム 

H23.12.9 ボランティア 茶道クラブ 
塚田槙子氏、柚田扶美

子氏 

H23.12.9 クラブ活動 陶芸クラブ   

H23.12.10 研修 介護福祉士実習指導者研修(札幌）11日まで 山谷、池 

H23.12.11 ボランティア 傾聴ボランティア来苑 伊東八百子氏 

H23.12.10 地域交流 ＳＡＴＩの会チヤリテイーコンサート 四季の館 

H23.12.12 運営 定款変更認可受領   

H23.12.12 運営 ひだまりの里備品引き継ぎ 
役場職員1名、TAC１

名、山口、野宮 

H23.12.13 研修 認知症ケア研修(札幌） 福居 

H23.12.13 研修 認定調査員研修(苫小牧） 高橋、中島、船山 

H23.12.13 運営 
理美容日（NPO法人日本理美容協会いぶりセン

ター） 
３名 
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年月日 事 項 内       容 摘  要 

H23.12.14 行事 お好み昼食の日   

H23.12.15 行事 ふれあい喫茶 
支え合い共に生きる

会、個人、9名 

H23.12.15 会議 ケア会議   

H23.12.16 環境衛生美化 廊下、管理棟清掃 クリーンサービス大翔 

H23.12.17 ボランティア 歯科調整・口腔ケア 
苫小牧歯科健診協会１

名 

H23.12.19 運営 平成 23年度第６回理事会 産業会館 

H23.12.19 運営 平成 23年度第1回評議員会 産業会館 

H23.12.20 クラブ活動 療育音楽   

H23.12.20 運営 職員採用試験（グループホーム） 1名 

H23.12.21 運営 職員採用試験（グループホーム） 1名 

H23.12.22 会議 地域ケア会議、サービス担当者会議 役場相談室/高橋、中島 

H23.12.22 行事 クリスマス会16：30から   

H23.12.22 地域協力 地域協議会(産業会館） 山口 

H23.12.22 ボランティア クリスマス会ボランティア 
ライオンズクラブ1

名、ビハーラ1名 

H23.12.22 地域協力 地域協議会（産業会館） 山口 

H23.12.23 ボランティア 書道クラブ 田中ハルエ氏 

H23.12.24 ボランティア 歯科調整・口腔ケア 
苫小牧歯科健診協会２

名 

H23.12.26 クラブ活動 籐手芸クラブ   

H23.12.27 運営 職員採用試験（特養介護職員） 1名 

H23.12.29 運営 年末挨拶(町、社協、厚生病院） 山口、野宮 

H23.12.31 ボランティア 生花クラブ（正月用生花） 吉田紀晃氏 

H23.12.31 行事 年取り   

H24.1.1 行事 新年会11：30から   

H24.1.1 運営 高齢者共同生活住宅こごみ荘へ 山口、野宮、神田 

H24.1.4 防災 消防団纏来苑   

H24.1.5 福祉教育 神奈川県立保健福祉大学３年生自習 １名 

H24.1.5 ボランティア 書初め（書道クラブ） 田中ハルエ氏 

H24.1.6 運営 新年交礼会（四季の館） 山口 

H24.1.6 会議 職員全体会議   

H24.1.8 ボランティア 傾聴ボランティア来苑 伊東八百子氏 

H24.1.10 環境衛生美化 苑内消毒（毎週火曜日）   

H24.1.10 運営 
理美容日（NPO法人日本理美容協会いぶりセン

ター） 
3名 

H24.1.10 会議 運営会議、安全衛生委員会   
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年月日 事 項 内       容 摘  要 

H24.1.11 クラブ活動 療育音楽   

H24.1.11 地域協力 介護認定審査会 役場・野宮 

H24.1.12 会議 栄養士会幹事会(苫小牧） 齋藤 

H24.1.12 クラブ活動 陶芸クラブ   

H24.1.12 会議 地域ケア会議、サービス担当者会議 役場相談室/高橋、中島 

H24.1.13 防災 ホットラインテスト   

H24.1.13 ボランティア 茶道クラブ 
塚田槙子氏、柚田扶美

子氏 

H24.1.16 行事 １階フロアーレク   

H24.1.19 クラブ活動 籐手芸クラブ   

H24.1.19 会議 ケア会議   

H24.1.19 地域協力 地域協議会(産業会館） 山口 

H24.1.21 ボランティア 歯科ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ（口腔衛生外） 
苫小牧歯科健診協会2

名 

H24.1.23 クラブ活動 療育音楽   

H24.1.24 地域協力 まちづくり計画住民説明会(四季の館） 山口 

H24.1.25 研修 リスクマネジメント研修（札幌） 渡辺陽、矢野 

H24.1.25 ボランティア ビハーラ鵡川 ３名 

H24.1.25 ボランティア 寄添いボランティア 
村山みゑ氏、松本知子

氏、平野富枝氏 

H24.1.26 会議 地域ケア会議、サービス担当者会議 役場相談室/高橋、中島 

H24.1.26 行事 居酒屋   

H24.1.27 地域協力 認知症サポーター養成講座〈講師）穂別 山谷 

H24.1.27 運営 職員採用試験（特養介護職員） 1名 

H24.1.30 地域協力 認知症サポーター養成講座〈講師）パセオ 山谷 

H24.2.1 運営 開苑記念日昼食会   

H24.2.3 行事 節分・豆まき   

H24.2.3 防災 地下タンク検査   

H24.2.4 会議 栄養士会幹事会(苫小牧） 齋藤 

H24.2.4 ボランティア 生花クラブ 吉田紀晃氏 

H24.2.6 運営 鵡川厚生病院へ（協力医療機関の依頼：こごみ

荘、ふきのとう） 

山口、野宮 

H24.2.6 地域協力 
いけまぜ夏フェス’１２inむかわ実行委員会

（産業会館） 
山口、野宮 

H24.2.7 環境衛生美化 苑内消毒（毎週火曜日）   

H24.2.7 クラブ活動 療育音楽   

H24.2.7 会議 職員全体会議   

H24.2.7 研修 医療的ケア研修会（たん吸引等）スタート   
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年月日 事 項 内       容 摘  要 

H24.2.8 行事 お好み昼食   

H24.2.8 会議 介護認定審査会 役場/野宮 

H24.2.9 会議 運営会議、安全衛生委員会   

H24.2.9 会議 地域ケア会議、サービス担当者会議 役場相談室/高橋、中島 

H24.2.10 防災 ホットラインテスト   

H24.2.10 ボランティア 茶道クラブ 
塚田槙子氏、柚田扶美

子氏 

H24.2.12 ボランティア 傾聴ボランティア来苑 伊東八百子氏 

H24.2.12 地域協力 地域協議会合同研修会(四季の館） 山口 

H24.2.13 防災 ボイラー点検   

H24.2.14 ボランティア 
日専連パシヒィック女性部「ふきのとう」へタ

オル 
3名 

H24.2.14 運営 
理美容日（NPO法人日本理美容協会いぶりセン

ター） 
3名 

H24.2.15 ボランティア 書道クラブ 田中ハルエ氏 

H24.2.15 運営 ハローワーク来苑（障害者雇用） 2名 

H24.2.16 クラブ活動 陶芸クラブ   

H24.2.16 会議 ケア会議   

H24.2.17 環境衛生美化 廊下清掃   

H24.2.18 ボランティア 歯科ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ（口腔衛生外） 
苫小牧歯科健診協会2

名 

H24.2.18 研修 栄養士会冬季研修会(苫小牧）   

H24.2.21 運営 職員採用試験（特養調理員） 5名 

H24.2.21 ボランティア ビハーラ鵡川 舛田氏、平野氏 

H24.2.21 地域協力 
むかわ町保健医療福祉推進協議会介護保険部

会（産業会館） 
山口 

H24.2.22 研修 
胆振東部３町社会福祉施設研修会（定山渓）23

日まで 

山口、野宮、山谷、神

田、小原、野崎 

H24.2.22 クラブ活動 療育音楽   

H24.2.22 会議 地域ケア会議、サービス担当者会議 役場相談室/高橋、中島 

H24.2.23 運営 給食施設調査指導（苫小牧保健所）   

H24.2.23 クラブ活動 籐手芸クラブ   

H24.2.28 運営 平成 23年度第７回理事会   

H24.2.29 運営 職員採用試験（特養事務員） 1名 

H24.3.1 会議 運営会議、安全衛生委員会   

H24.3.1 研修 職員衛生責任者養成講習会（苫小牧） 小原 

H24.3.1 クラブ活動 陶芸クラブ   

H24.3.2 行事 ひな祭り（行事食）   
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年月日 事 項 内       容 摘  要 

H24.3.3 会議 認定審査会全体会 野宮 

H24.3.3 研修 日胆地区SW協会研修会（洞爺）4日まで 渡辺陽 

H24.3.3 クラブ活動 生花クラブ   

H24.3.6 環境衛生美化 苑内消毒（毎週火曜日）   

H24.3.6 会議 全体会議   

H24.3.6 研修 施設実習（安平町）7日まで 小原 

H24.3.7 行事 お好み昼食   

H24.3.7 会議 栄養士会幹事会(苫小牧） 斎藤 

H24.3.7 クラブ活動 書道クラブ 田中ハルエ氏 

H24.3.8 研修 施設実習（安平町）9日まで 山谷 

H24.3.8 クラブ活動 籐手芸クラブ   

H24.3.8 会議 地域ケア会議、サービス担当者会議 役場相談室/高橋 

H24.3.9 行事 さつき会歓送迎会と慰労会（むさし）   

H24.3.9 クラブ活動 茶道クラブ 
塚田槙子氏、柚田扶美

子氏 

H24.3.9 防災 ホットラインテスト   

H24.3.10 行事 こごみ荘説明会 山口、野宮、神田 

H24.3.11 ボランティア 傾聴ボランティア 伊東八百子氏 

H24.3.12 研修 普通救命講習第1回   

H24.3.12 研修 施設実習（安平町）13日まで 梨木 

H24.3.12 クラブ活動 療育音楽   

H24.3.13 研修 普通救命講習第2回   

H24.3.13 運営 理美容日   

H24.3.14 運営 入居検討委員会（特養・GH）   

H24.3.14 ボランティア 寄り添いボランティア 
村山みゑ氏、松本知子

氏、平野富枝氏 

H24.3.14 研修 普通救命講習第3回   

H24.3.15 地域協力 介護認定審査会 役場/野宮 

H24.3.15 行事 ふれあい喫茶 
支え合い共に生きる

会、個人、7名 

H24.3.15 研修 日胆地区施設長研修会（苫小牧） 山口 

H24.3.16 研修 普通救命講習第4回   

H24.3.19 研修 報酬改定説明会(苫小牧） 山口、野宮、山谷 

H24.3.21 研修 役職員研修（愛誠会） 
山口、野宮、山谷、神

田、光成、梨木 

H24.3.21 研修 新任職員研修（特養・GH）24日まで   

H24.3.22 クラブ活動 書道クラブ 田中ハルエ氏 

H24.3.22 会議 ケア会議   
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年月日 事 項 内       容 摘  要 

H24.3.22 会議 地域ケア会議、サービス担当者会議 役場相談室/高橋、中島 

H24.3.23 研修 GH外部講師研修 ふきのとう 

H24.3.23 研修 GHちょうじゅシステム研修 ふきのとう 

H24.3.23 ボランティア 寄添いボランティア 
村山みゑ氏、平野富枝

氏 

H24.3.24 研修 新任職員研修（口腔ケア講義）   

H24.3.27 ボランティア 歯科ボランティア 
苫小牧歯科健診協会2

名 

H24.3.27 地域協力 むかわ町共同募金委員会評議員会（四季の館） 山口 

H24.3.28 
ボランティア ビハーラ鵡川 宮川氏 

H24.3.28 

運営 ＮＴＴどさんこギフト倶楽部贈呈式 ＮＴＴ苫小牧支店から

櫻井支店長、山内課長

来苑 

H24.3.29 研修 食事療養に係る連携推進研修会(苫小牧） 齋藤 

H24.3.29 行事 居酒屋   

H24.3.30 クラブ活動 療育音楽   
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４ 高齢者生活交流センターひだまりの里事業報告 

（１）高齢者共同生活住宅こごみ荘（１）高齢者共同生活住宅こごみ荘（１）高齢者共同生活住宅こごみ荘（１）高齢者共同生活住宅こごみ荘    

公益事業である高齢者共同生活住宅こごみ荘においては、前指定管理者である有限会社ティー・エ

ー・シーから事業を引き継ぎ、利用料金体系、給食業務、職員体制については、大きな変更を行うこ

となく平成２４年１月１日から事業展開がスタートしました。 

 平成２４年３月１０日には運営懇談会を開催し、運営状況等の報告をさせていただき、平成２４年

４月１日からの利用料金改定についてご理解をいただくことが出来ました。 

 決算内容については、収支計算書において当期収支差額１，２７３，２１９円が計上されています

が、運転資金として法人本部より１，３６０，０００円の繰入を行っていることを踏まえると、実質

８６，７８１円のマイナスとなります。 

（但し、むかわ町からの委託料１，１０５，０００円が含まれています） 

 オール電化施設であり、１月から３月の冬期間の暖房用電気料が予想以上に大きかったこと、設備

の不具合が多々生じたことは想定外でした。 

今後も設備等の修繕等が予想され、むかわ町と十分に協議をしながら次年度以降計画的に進めて参

ります。 

入居者の方々においては介護認定を受けた方が増加し、訪問通所系の介護サービスを利用される方

が少なくありません。状況を見ながら、こごみ荘での生活の維持が可能か否かは、担当ケアマネ、サ

ービス提供事業所、むかわ町と協議しながら、ご家族ともご相談させていただいておりますが、他の

施設等への住み替えが必要となる方が今後予想されます。 

 一方、入居待機者が現在５名（町内３名、町外２名）となっていますが、広報活動を通し入居募集

を行ってまいります。施設の特性から空きが出来なければ新たな入居者をお迎えできないことから、

いつになったら入居できるのかという不安を与えてしまう場合もあるのが現状です。 

 要介護状態の悪化に伴う住み替えの必要が生じた場合には、早めに次の施設等の確保が今後の大き

な課題となっております。 

 

１．在籍入居者調（現住所・年齢）                  平成24年 3月 31日現在 

区分 むかわ町 札幌市  70～79 80～89 90～99 計 平均年齢 

男 4  1 2 1 4 82.5 

女 15 1 6 6 4 16 82.9 

計 19 1 7 8 5 20 82.8 

 

２．入居期間調                           平成24年 3月 31日現在 

 

 

区 分 6月未満 1年未満 1～3年 3～5年 5年以上 計 平均期間 

男   1 1 2 4 4年 2 ｶ月 

女 2 2 3 5 4 16 3年 0 ｶ月 

計 2 2 4 6 6 20 3年 3 ｶ月 
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３．月別入居者状況調                平成24年 1月 1日～平成24年 3月 31日 

区分 

 

月別 

 

入居 

 

退居  

入院 

外泊 

 

 

入居者数 

 

 

延利用日数 

 死亡退所 長期入院 家庭へ 

平成２４年１月     59 20 561 

２月   1  41 20 539 

３月 1    18 20 582 

合 計 1  1  118 60 1,682 

 

４．入居者の要介護度調                       平成24年 3月 31日現在 

要 介 護 度 男 性 女 性 計 

自    立 3 6 9 

要 支 援 １  1 1 

要 支 援 ２  4 4 

要 介 護 １ 1 4 5 

要 介 護 ２  1 1 

合  計 4 16 20 

    

５．移動販売等 

 ①船山商店（毎週土曜日） 

 ②苫小牧ヤクルト（毎週月曜日） 

 ③カクサダクリーニング（毎週火曜日） 

 

（２）交流広場（２）交流広場（２）交流広場（２）交流広場    

 交流広場は地域の方々及び各種団体等に定期的且つ有効に活用されています。 

１．定期的利用 

 ①田浦スポーツクラブ（毎週金曜日夜間）１回当たり１０名前後 

 ②空手クラブ最強塾（毎週火曜日夜間）１回当たり１５名前後 

 

２．その他 

 ①むかわアイスホッケークラブプライズ（3月 月・水・木） 

 ②田浦子供会 

 

（（（（３３３３）高齢者）高齢者）高齢者）高齢者グループホームふきのとうグループホームふきのとうグループホームふきのとうグループホームふきのとう    

高齢者グループホームふきのとう開設に向け早目の求人活動が功を奏し、早い段階での業界経験者

等を確保することができました。また、特養からの人事異動者についても早めに内示したことにより、

他施設研修を含む準備期間に余裕を持って臨むことが出来ました。 


