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１、事業運営等の総括 

〇令和３年度の事業運営について 

収入は、新型コロナウィルス感染症の県内や市内での発生等により、デイサービスやショートの

利用控え、コロナ助成金の減等での減収は見られるが、特養の安定的経営により、全体としては、

若干の増収となっている。支出は、人件費、水道光熱費、燃料費、備品費、修繕費の増となって

いる。収支全体としては、順調に推移している。 

〇働きやすい職場環境づくり、人材確保、職員の処遇改善等に継続して取組みを行った。 

 

２、 項目別結果等 

【経営状況等】 

事 業 目標値 結 果 参考：前年結果 

特養長期 88.0 人/日 稼働率 98％ 88.4 人/日 稼働率 98％ 88.2 人/日 稼働率 98％ 

特養短期 9.0 人/日 稼働率 90％ 8.7 人/日 稼働率 87％ 9.3 人/日 稼働率 93％ 

通  所 18.0 人/日 稼働率 72％ 16.0 人/日 稼働率 64％ 16.4 人/日 稼働率 66％ 

○ 事業別平均介護度：長期 4.1 短期 2.7 デイサービス 1.6 

○ ターミナル実施者数：24名  

〔前年〕 ○ 事業別平均介護度：長期 4.1、短期 2.6、デイサービス 1.8  

○ ターミナル実施者数：25名  

  

【職員の処遇改善、各加算項目の取得等】 

 〇介護職員処遇改善支援補助金を活用し、全職員の基本賃金を引き上げた。 

 〇介護職員処遇改善加算Ⅱを取得した。 

 

【施設設備の改修・機器の更新等】 

 〇厨房のスチームコンベクションオーブンを更新した。 

〇生体情報モニタリングシステムを更新した。 

 〇老朽化した非常照明装置を更新した。 

 〇防火戸 1 か所を修理した。 

  

【業務改善及び各種経費の削減】 

  〇職員が業務改善及び経費の節減に継続して取り組んだ。 

 

【運営の透明性の確保等】 

〇ホームページ等の活用による情報公開に継続して取り組んだ。 

 

【職員確保等】 

○採用者 ７名 〔新卒者〕事務員   1名（釜石商工高校） 

介護職員 4名（盛岡医療福祉スポーツ専門学校、釜石商工高校） 

〔中 途〕介護職員 1名、看護師 1名 

○退職者 ４名 （介護職員 2 名、機能訓練指導員 1 名、看護師 1 名） 



〔令和 4 年 3 月末日現在職員数〕 

役職・資格名称 人数 役職・資格名称 人数 

施設長 1 看護職員（正看 2、准看 2） 4 

事務長 0 管理栄養士・栄養士 2 

嘱託医 1 機能訓練指導員 2 

事務員 2 運転手兼営繕員 1 

介護支援専門員 2（兼務） 清掃員・洗濯員 5 

生活相談員 4 合   計 94 人 

介護職員（介護福祉士 58） 70 （産・育休 3 人） 

 

【職員の有給休暇取得、育休取得、所定外労働時間等の状況】※令和 4 年 2 月末日現在 

  〇有給休暇取得状況：年平均取得日数 13.7日、有給休暇取得率 41.17％ 

  〇育児休業取得状況： 女性 6名  男性 0名       

〇育児休業取得率：100％ 

  〇月平均所定外労働時間：0.56時間 

 

【職員の資格取得状況】 

 〇介護福祉士取得 3 名 

 

【就職相談会等への参加（ハローワーク、岩手県、釜石市等主催）】 

 〇「管内高校教諭との就職情報交換会」「しごと未来スケッチ事業所説明会（Zoom）」に参加した。 

 〇甲子中学校、大平中学校、大槌高校、釜石高校定時制、釜石商工高校の出前授業や企業説明会

等に参加した。  

 

【職員研修等】 

 〇研修委員会主催による内部研修を毎月開催した。 

 〇市内各施設の生活相談員等が講師となり介護職員を対象としたリーダー研修会を開催した。 

 〇外部講師による沿岸地域の介護職員を対象とした医療的ケア研修会を開催した。 

 〇リモートによる会議、研修等に参加した。 

 〇当施設に就職希望の高校生等の施設見学等を受け入れた。 

 

【防災等】 

 〇防災委員会等において種々の防災訓練を毎月１回行った。 

 〇春季・秋季避難訓練を行った。（秋季避難訓練は釜石消防署立会） 

  

【地域貢献、施設開放等】 

〇遠野緑峰高校、大槌高校、釜石商工高校の生徒の施設見学、インターンシップ等を受け入れた。 

〇小佐野小学校で車椅子・ハンデキャップ等の体験学習・認知症サポーター養成講座等を行った。 

〇市内介護事業所「デイサービス善」様とリモートによる慰問を行った。 

 



【国・県・市等による指導監査等】 

  〇釜石保健所の栄養関係の巡回指導を受検した。 

  〇「介護サービス情報の公表」の訪問調査を受検した。 

 

【新型コロナウィルス感染症対応】 

  〇新型コロナウィルスワクチンを入居者及び職員全員に接種した。 

〇新型コロナウィルス感染症感染防止対策のため防護用品や関係機器等を購入した。 

  〇入居者の面会制限、職員の感染拡大地域への行動制限等の対応を継続した。 

〇感染症対策委員会を必要に応じ、随時、開催した。 

 

３、施設運営等に関する今後の対応等 

〇事業の安定的・継続的な運営、経営の透明性の確保を図るため、引続き、適切な対応に努める。 

〇地元の高校新卒者を中心とする人材確保や教育・研修体系に基づく人材育成を継続する。 

〇市内及び近隣市町の特養・養護等の主任、副主任を対象とした研修を各施設と連携協力して、

実施する。 

〇市内外の介護施設職員の交換研修の検討を継続する。 

 

４、令和３年度の主な事業等の概要     別表のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



〔別表〕          令和 3 年度の主な事業等の概要 

 

月 日 行 事 等 備  考 

4月 

1 
入社式：新卒者5名：事務員1名、介護員4名 

地域交流スペース 
永年勤続表彰式：7名 

2 
新型コロナウィルスワクチン接種説明会 釜石市保健福祉センター 

新型コロナウィルス対策 空気清浄機納品 各ユニット・デイ設置 

13 リモート慰問（舞踊：平田「善」職員） 地域交流スペース 

19 
感染症対策委員会 ワクチン接種打ち合わせ 

いわてユニットケア研究会役員会 北上「すずの里」 

22 コロナワクチン接種開始 6/25 入居者・職員接種2回完了 

5月 

10 
監事監査 1階 会議室 

あいぜんの里評議員選任解任委員会 施設長出席 

13 理事会・評議員選任解任委員会 決算・事業報告、役員改選等 

17 三峯の杜評議員選任解任委員会 施設長出席 

24 冷暖房切り替え  

25 指定更新申請 沿岸広域振興局・釜石市保健福祉部 

27 
評議員会 決算・事業報告、理事改選等 

大槌高校進路相談会 リモート 

28 高齢協幹事会 リモート 

6月 

1 看護師採用 1名 

2 新卒求人票提出 ハローワーク 

3 愛恵会評議員選任解任委員会 施設長出席 

11 理事会 理事長選任 

22 厨房機器（スチコン等入替） 厨房 

30 
高校教諭との就職情報交換会 ホテルサンルート釜石 

春の消防訓練 各ユニット 

7月 

2 小佐野小学校4学年施設見学 リモート見学 

9 甲子中学校2学年出前授業：企業説明 施設長対応 参加企業4社 

14 岩手県立釜石病院地域医療連携推進室来訪 施設長・生活介護課長等対応 

21 垂直避難訓練 1階入居者を2階へ避難する訓練 

28 大槌高校企業説明会 生活介護課長・介護職員出席 

8月 

3～4 遠野緑峰高校2年生インターンシップ 各ユニット・デイ 

5 
大槌高校3年生施設見学 1名 

感染症対策員会 2階 会議室 

6 釜石商工高校3年生施設見学 1名 

10 釜石商工高校3年生施設見学 1名 

24 看護師施設見学 1名 

25 感染症対策委員会 2階 会議室 



9月 

3 理事会：決議の省略 生体モニター更新等 

13 新型コロナウィルス感染防止等情報交換会 市内各法人 地域交流スペース 

16 新卒者採用試験 高校生3名受験 

17 敬老会 各ユニット 

21 感染症対策委員会 2階 会議室 

21～22 痰吸引等研修：三峯の杜職員受講 看護課対応 

22 釜石市社会福祉協議会来訪 施設長対応 

28 大平中学校1学年・2学年出前授業：企業説明 施設長対応 参加企業4社 

10月 

1 小佐野小学校体験学習 4年1組 車椅子・ガイドヘルパー等 

4 小佐野小学校体験学習 4年2組 車椅子・ガイドヘルパー等 

6 感染症対策委員会 2階 会議室 

15 釜石保健所巡回指導 栄養関係：管理栄養士対応 

18～21 インフルエンザワクチン接種 職員等 

19 冷暖房切り替え  

26 衆議院議員選挙等不在者投票 入居者 

11月 

11 監事監査 1階 会議室 施設長・総務課長対応 

16 
市介護保険運営協議会等 市保健福祉センター 施設長出席 

理事会：決議の省略 監事監査結果、今後の設備改修予定等 

17 秋季消防訓練 消防車立会 さくらユニット 

18～19 介護施設リーダー研修 あいぜんの里・三峯の杜 

26 介護施設リーダー研修 アミーガはまゆり 

29 沿岸ブロック高齢協役員会 大槌町 らぁふたーヒルズ 

12月 

1 感染症対策委員会 2階 会議室 

7 釜石高校定時制出前授業 施設長出席 

8 小佐野小学校4学年体験学習 認知症サポーター養成講座等 

13 沿岸ブロック高齢協幹事会 大槌町 おしゃっち多目的ホール 

29～31 年末休業 事務室・デイ等 

1月 

1～3 年始休業 事務室・デイ等 

7 感染症対策委員会 2階 会議室 

14 3回目ワクチン接種開始（2/8まで） 入居者・職員 毎週金曜日実施  

2月 

 理事会：決議の省略 補正予算等 

16 釜石商工高校2年生 企業見学会 施設長等対応 

21 ユニットケア研究会研修会 盛岡市アイーナ 

22 しごと未来スケッチ（zoom） PIT 釜石地域高校2年生対象 

3月 

2 感染症対策委員会 2階 会議室 

4 高齢協幹事会（web） 施設長対応 

14 理事会：決議の省略 新年度事業計画、新年度予算他 

24 介護サービス情報の公表訪問調査 1階 会議室 各担当課長対応 

 


