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総括 

①法人 

各事業とも２０１９年４月～１２月は、前年に引き続き順調な運営で推移致しました。令

和２年１月～３月は新型コロナウィルスの流行等で冬場計画していた事業の展開が一部縮

小された感があります。デイサービス、小規模多機能ホームにおいては利用人数の調整等を

行い営業。この間、当初予想していた稼働率よりは若干下がったと考えております。但し年

間を通しては利用者様の体調面で変動がなく穏やかな１年であったのかと思います。 

  

  平成３０年度 平成３１年度 増減 前年度比 

売上 328,123,932 344,979,888 +16,855,956 105.1％ 

＜売上について＞ 

売上に関しては前年度比 105.１％を達成することができました。光の園町田、おおくら

のグループホームの稼働率が堅調であったこと。小規模多機能ホーム、デイサービスの稼働

率が前年度を超えるものであったことが要因だと考えます。 

 

＜事業継続に関して＞ 

４月～年末までは昨年同様順調な１年であったと思います。しかし、２０１９年１０月に

は日本列島に対して大型台風における甚大な被害がありました。当法人においての被害は軽

微なものでしたが、災害に対する対策が不足していると感じさせられました。また、２０２

０年１月には日本においても新型コロナウィルスが発生し、その後期末を過ぎてもなお影響

が続いております。新型コロナウィルス対応の副産物として、しっかりと徹底した防疫対策

をとった事により、例年と比べ事業所職員、利用者のインフルエンザ発生を最小に抑えるこ

とができました。この事は今後の衛生対応の基本になってくるのかと考えます 

今後、安心して利用者様、職員、地域における福祉を守るためにも震災、火災、水害、感染

症等を踏まえて早急な事業継続計画の策定を行って参ります。 

 

＜人材不足に関して＞ 

また、この１年も職員不足に悩まされた１年であったかと思います。新型コロナウィルス

の問題がなければ令和２年５月にはインドネシアより２名の実習生が来日する予定でした。 

しかし、今のところ来日は未定となっています。 

 

＜事業所運営に関して＞ 

事業運営の進行等は各事業所の管理者を中心に円滑に運営がされるようになってきてお

ります。無駄を省き、手をかける事を惜しまない、当法人の目指すケアを実践してくれてい

ます。２０１９年度は冬の時期～新型コロナウィルスの影響で今に至るまで、積極的な外出

等ができなかった事が残念でなりません。次年度以降も新型コロナウィルスの影響は続くと

考えられます。従って事業の内容等も新型コロナウィルスと上手く付き合う形で共存できる

ようにしていかなければと考えています。 
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②高齢者グループホーム光の園町田 

 ４月に１名の方がターミナルにて退去されています。以降の入退院は若干ありましたが穏

やかな１年だったと感じています。年間稼働率も９８．８％と順調に推移しております。 

ホーム長、介護主任、介護副主任（２名）がそれぞれ連携して業務対応、家族対応、職員へ

の指導等、大きな問題なく行ってもらえたと感じています。１２月以降、インフルエンザ等

の感染症対策に続き、現在まで続いている新型コロナウィルスの影響で利用者に対して外出

が制限されている状況ですが、施設内でのレクリエーション、近隣への散歩、ドライブ等に

より利用者の方がいつもと変わらず過ごせるよう職員が一丸となってケアに当たっており

ます。感染症対策は今後も引き続き行うとともに、職員のストレスを削減できるよう次年度

以降は運営を行っていきたいと考えます。 

 

③高齢者デイサービスセンター光の園町田 

平成 31年度は年間を通して安定した稼働率で推移する事が出来ました。65％の稼働率目

標も 66％と達成する事が出来ました。大きな出来事としましては、昨年末からの新型コロ

ナウィルスの世界的感染拡大を受け、他の事業所のご利用者の数が半減する中で早期に事業

所主体で感染予防策を発信し、ご家族・ご本人の了解を得て日々のご利用者数の調整が出来

た事が今回の結果につながったと考えています。新型コロナウィルス終息の折には、登録者

数も目標の 35名を超えるよう準備してまいります。今回の経験をプラスに活かし感染症対

策を含め、様々な研修。カンファレンスを行い職員のスキルアップに努めてまいります。 

 

④高齢者グループホーム光の園おおくら 

 2019年 5月、2020年 3月と各１名のかたが他施設へ移動されていますが、期間を開かず

に入居者が決まり安定していました。年間行事も予定通り行えています。利用者のレベルに

合わせた外出行事が行えた事がよかったと思います。今後も利用者の皆様が楽しんでいただ

けるような企画をしていきたいです。職員に関しては依然として厳しい状況が続いておりま

す。２０１９年度は光の園おおくらから２名が出産のため休職、年度末にも２名の常勤職員

が退職したため職員に関しては依然として厳しい状況が続いております。正職員化した職員

は１年を通して成長し、貴重な人員に育ちつつあります。 

 

⑤小規模多機能ホーム光の園おおくら 

新規契約に関しては、昨年と比較して見ると登録人数が 22名以下になることがありませ

んでした。これは鶴川第 1、2高齢者支援センターと連携強化が要因と考えられます。 

利用終了者は、自宅での生活が困難となり高齢者グループホームや地域包括療養病棟、介護

付有料老人ホームへサービスの移行を行っています。また、本年度は法人本部による内部監

査を実施。市役所の実地指導に倣う形式にて行い、サービスの適正化と見直しを図る良い機

会となりました。12月以降は、世界的に新型コロナウィルスが発生、感染拡大防止のため、

面会や各種行事などを制限。近所の散歩やドライブ等で利用者のストレス軽減に努めていま

す。 
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◆社会福祉法人 町田真弘会 中長期運営計画について 

【平成 31年度の取り組み】 

①介護人材の確保・職員の正職員化について 

 令和 ２年４月 正職員への登用人数 ⇒ ７名 

 総職員数（令和２年４月現在）     ６６名  

※正職員３０名・契約社員 ７名・パートタイム ２１名 

 ＜入退職状況＞ 

 入職 退職 

契約社員 パート 正職員 契約社員 パート 

ＧＨ町田 ３名 ０名 ０名 ２名 ０名 

デイ ２名 ０名 ０名 １名 ２名 

小規模 １名 １名 ０名 １名 ４名 

ＧＨおおくら ３名 ０名 ０名 ４名 １名 

離職者（全体） １５名  離職者（正職員） ０名 

②内部研修の充実化 

＜平成３１年度 実施結果＞ 

４月・・・新入職員研修・身体的拘束に関わる研修 

５月・・・ＢＣＰについての研修 

６月・・・倫理研修、ＩＣＴ化にむけた事例検討 

７月・・・薬の効能、副作用等を学ぶ研修 

８月・・・中堅職員研修（職員に対しての指導の仕方） 

９月・・・外国人労働者の登用に関わる研修 

１０月・・・内部監査（光の園町田）・防火管理研修 

１１月・・・内部感謝（光の園おおくら）・介護職員の資質向上のための研修 

１２月・・・感染症予防に関する研修 

１月・・・これって虐待？グレーゾーンを考える研修 

     ※新型コロナウィルスの影響で中止 

２月・・・施設長研修「４大認知症について」 

     ※新型コロナウィルスの影響で中止 

３月・・・Ｗｅｂ会議の導入について（Ｗｅｂ開催） 

  虐待に関わる研修（各事業所にて実施） 

 

2.人事労務・給与制度 

 

①働き方改革関連法への対応 

・年次有給休暇の計画的取得について 

 １０日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、年５日、時期を指定し 

有給休暇を取得してもらいました。 
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 ②管理者層・一般職に対するステップアップ研修の充実 

  ・入社後の新人研修に従来の認知症基礎研修に加え、マナー研修、倫理研修、法人概要 

の説明を追加して行いました。研修後、各事業所での仕事がスムーズに行えるように 

なりました。 

 

  ・一般職員 

   実践者研修への参加を促し、２名の職員が研修に参加しました。 

介護福祉士の資格取得支援（助成金、休暇）を行い１名、資格取得されています。 

 

  ・管理層・リーダー層に向けた研修 

   実践リーダー研修へは対象者に参加を促しましたが、人員不足の中で研修に参加させ 

ることができませんでした。次年度以降の課題として対応をしていきます。 

    

  ・主任会議時に持ち回りで研修を行いました。自ら足りない所や強めていきたい所を 

考え学んでいく力を身に着ける一助になったと考えています。 

   研修実施報告については前ページ参照。   

 

 ③職員の定着化へ向けた取り組み 

  常勤契約社員については、勤務継続１年以上を経て正職員化を実施 

  →平成３１年度は７名の契約職員を正職員化済み。 

  

 

 3.地域ニーズの把握 

光の園町田に対しても平成 31年度は運営推進会議に「派出所の警察官・町内会の役員・

民生委員」の方に参加してもらえるよう働きかけました。地域の町内会の方も高齢化が

進んでおり、かつ既存の会合には参加しなくてはいけないという状況があり現状では新

規の会合への出席が難しいとのご返答を頂きました。よってこれまでと同様に地域の

方々との繋がりを深め、繋がりの輪を大きくできるよう今後はつとめていきたいと考え

ています。 
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◆法人本部及び各事業所の年間目標（平成３１年度）に対する結果 

①法人本部 

1) 各事業所と連携し目標予算達成を達成する。 

⇒当期資金収支差額（予算）14百万円に対して 14.5 百万円と予算を達成することができ

ました。 

 

2) 年間スケジュール（別紙）をたて、事業計画の進捗確認、修正を行う。 

⇒年度が始まる前に年間スケジュールをたてた事により各会議、各事業所との連携が 

 スムーズに行えました。また、月１回の管理者ホーム長会議の導入により、各事業所に

おける事業計画・予算進捗状況の確認も随時行うことができました。 

 

3) 書類、業務等の効率化を図るためＩＣＴの整備を行う。 

⇒業務効率化のためのＩＣＴ化として、日誌や記録業務における音声入力、記録システム

の導入を検討しました。しかし、導入におけるコスト面と、システム自体がまだ成熟し

ていない分野のため使い勝手が悪い等、課題が残ったため導入には至りませんでした。

引き続き検討を行っていきます。 

 

4) ＳＮＳを活用した広報、採用活動の強化 

⇒ＨＰをリニューアルし外部の方からわかりやすい内容にしています。 

採用欄については、職場内における仕事についての枠を設け、今後、コンテンツを充実

させていきたいと考えています。 

 

5) 研修体制の強化及び、サービスの質の向上 

⇒毎月、個々が自ら研修内容を考え発表する場を設けました。 

 

6) 職員の定着に向けた福利厚生面の充実化。 

⇒１０日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、年５日、時期を指定し 

有給休暇を取得してもらいました。 

 

7) 事業運営の適正化に向けた内部監査の実施。 

⇒１０月と１１月に全４事業所に対して内部監査を行いました。職員の質の向上と事業

所運営の適正化に寄与できたと思います。 

 

8) ＢＣＰ（事業継続計画）の策定。 

  ⇒ＢＣＰの策定に対しての検討を行いました。地震、火事、台風との災害に加え感染症に

対する内容を盛り込み策定をしていく必要があります。 
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②高齢者グループホーム光の園町田 

1)年間稼働率 目標 96％以上 

⇒98.8%達成。 

 

2) 利用者の現状維持と利用者の個々の想いに寄り添い職員も一緒に楽しめるようにする 

⇒利用者の状態も維持でき、職員も利用者と一緒になって楽しめました。 

 

3) 利用者の身体状況、認知症の進行具合を把握し日々の変化に対応したケアを行う。 

⇒毎日の申し送り、毎月のスタッフ会議、ケア会議を通じて日々の変化に対応したケアを 

行えました。 

 

4) ご家族への定期的な連絡、又ご家族と利用者の方が一緒に過ごせるような環境を作る。 

⇒家族会、家族の会、納涼祭、各種外出行事等、多くのご家族に参加頂き利用者の方と 

一緒に過ごせるような環境作りができました。 

 

5) グループホームチームケアの徹底 ※情報共有、職員間のコミュニケーションを図る。 

⇒毎日の申し送り、毎月のスタッフ会議、ケア会議を通じて情報共有をはかり、各種行事

や日々の業務の中でコミュニケーションを図りました。 

 

6) リーダー層になれるような人材の育成強化。 

⇒職員の入職年数も平均３年ほどとなり、介護福祉士の資格者数も５０％を超えていま

す。皆ある程度の業務をこなす事ができるようになったと考えられます。今後、さらな

る質の向上にむけて、自ら考え行動できるように自発性を高めるような指導を行って

いきたいと思います。 

 

7) 新人スタッフに対するＯＪＴ体制の構築。 

⇒新人スタッフに対しての振り返りシート活用は各スタッフへ周知し必ず行うように 

しました。メインをホーム長・主任に置きＯＪＴ体制を構築できたと考えます。 

 

8) 施設内外の美化運動の徹底。 

⇒外回りに関して、雨の日以外は職員が清掃活動を行ってくれきれいな外観を保つこと

ができました。職員によって掃除スキルに差があるため、皆が意識を高く持ち清潔を保

持できるよう今後どもつとめていきます。 

 

9) 事業継続運営のための利用待機者の確保。 

⇒待機者については月１回の管理者ホーム長会議で集約をし、小規模、デイと連携してＧ

Ｈへの利用を早期につなげられています。 
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③高齢者デイサービスセンター光の園町田 

1) 年間稼働率 65％以上 月平均利用者数 300名以上 

⇒稼働率 66％達成。月平均利用者数 317名 

 

2) 年間を通じた月登録者数 35名以上 

⇒月登録者数平均 31名。35名を超える事はできませんでした。 

 

3) 居宅支援事業所のケアマネージャーへの計画的な営業活動、連携の強化 

⇒毎月、相談員が営業活動、利用者の報告を密に行い関係性を築き、地域との連携体制を

強化することができました。 

 

4) 生活相談員を中心とした営業会議を毎月 1回行い情報共有し営業目標をたてていく 

⇒報共有を行い、営業目標を達成することができました。 

 

5) 新規の居宅支援事業所への営業開拓。 

⇒鶴川圏域の全ての居宅支援事業所に営業を行いました。 

 

6) 職員に向けた研修体制の強化。 

⇒職員のレベルに応じた研修をほぼ毎月実施することができました。 

 

 

④高齢者グループホーム光の園おおくら 

1) 年間稼働率 目標 96％以上 

⇒97.3％達成。 

 

2) 利用者の現状維持と利用者の個々の想いに寄り添い職員も一緒に楽しめるようにする 

⇒利用者の状態も維持でき、職員も利用者と一緒になって楽しめました。 

 

3) 利用者の身体状況、認知症の進行具合を把握し日々の変化に対応したケアを行う。 

⇒毎日の申し送り、毎月のスタッフ会議、ケア会議を通じて日々の変化に対応したケアを

行えました。 

 

4) ご家族への定期的な連絡、又ご家族と利用者の方が一緒に過ごせるような環境を作る。 

⇒家族会、家族の会、納涼祭、各種外出行事等、多くのご家族に参加頂き利用者の方と一

緒に過ごせるような環境作りができました。 

 

5) グループホームチームケアの徹底、認知症ケアのスキルアップ 

 ※情報共有、職員間のコミュニケーションを図る。 
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⇒日の申し送り、毎月のスタッフ会議、ケア会議を通じて情報共有をはかり、各種行事や

日々の業務の中でコミュニケーションを図りました。 

 

6) リーダー層になれるような人材の育成強化。 

⇒３名の職員が正職員化しました。１名は計画作成担当になり中堅職員として育ってく

れています。 

 

7) 新人スタッフに対するＯＪＴ体制の構築。 

⇒新人スタッフに対しての振り返りシート活用は各スタッフへ周知し必ず行うようにし

ました。メインをホーム長・主任に置きＯＪＴ体制を構築できたと考えます。 

 

8) 職員の定着率をあげる。 

⇒正職員の定着率は１００％となっています。契約社員においては、１月～３月にかけて 

家庭の事情等で離職者が多く出てしまいました。 

 

9) 事業継続運営のための利用待機者の確保。 

⇒待機者については月１回の管理者ホーム長会議で集約をし、小規模、デイと連携してＧ

Ｈへの利用を早期につなげられています。 

 

⑤小規模多機能ホーム光の園おおくら 

1) 安定したサービス利用者の確保 年間を通じ登録者 22.5 名以上 

⇒年間登録者数 23.3人 達成。 

 

2) 連携機関（高齢者支援センター、居宅介護支援事業所、医療機関）との関係性の維持・

強化を行い対外的な営業活動を行う。 

⇒鶴川第 1、2高齢者支援センターと積極的に交流を図り連携を強化することができまし

た。これにより年間登録者数を達成できたと思います。 

 

3) チームケアの向上、各職の専門性を発揮し、利用者の在宅生活を維持、継続するため

の意思決定モデルを確立する。 

⇒管理者、ケアマネージャー、介護主任がそれぞれ主軸となり、外部との連携、利用者家

族対応、介護業務対応を牽引しリーダーシップを発揮しながら運営を行うことができ

ました。利用される方に対しても、その方の生活に合わせて病院、グループホーム、支

援センターとも連携し適切なサービスを提供できたと考えます。 

 

4) スタッフ全員が協力してオールマイティーに業務をこなすことができる人材の育成。 

⇒常勤職員は全ての業務を万遍なくこなせるようになりました。非常勤職員に関しては

勤務形態に時間的制約があるため、一部の業務に偏ってしまう事が課題です。 
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◆平成３１年度 各事業所「稼働率」達成状況について   

 

①高齢者グループホーム光の園町田 

☆稼働率推移と目標達成状況について 

 平成 30年度 平成 31年度 

稼働率 97.4% （目標） 96％ （結果）  98.8％ 

＜入退所＞ 退所 ４月 １名（ターミナルのため） 

      入所 ５月 １名（光の園おおくらより） 

 

 

②高齢者デイサービスセンター光の園町田 

☆稼働率推移と目標達成状況について       

 平成 30年度 平成 31年度 

稼働率 65 % （目標） 65％ （結果）66％ 

登録定員 37名 （目標）35名 （結果） 31名 

＜新規利用＞  １１名 

＜サービス終了＞  ８名 

 

 

③高齢者グループホーム光の園おおくら 

☆稼働率推移と目標達成状況について 

 平成 30年度 平成 31年度 

稼働率 99% （目標） 96% （結果）97.3％ 

＜入退所＞ 退所 ５月 １名 ３月 １名 

      入所 ５月 １名 ３月 １名 

 

 

④小規模多機能ホーム光の園おおくら 

☆稼働率推移と目標達成状況について       

 平成 30年度 平成 31年度 

月平均登録数 21.8 人 （目標）22.5 人 （結果）  23.4 人 

登録率 87.1％ （目標）90％ （結果）  93.5％ 

＜新規利用＞  １０名 

＜サービス終了＞ １１名 

（内２名はグループホーム光の園おおくらへ入所） 

          （内２名は協力施設グループホーム陽だまりの家町田へ入所） 
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◆年間行事計画（各事業所）※赤字は未実施 

 

平成 31年度 上半期（H.31.4月～R.1.9月） 

 ＧＨ町田 デイ ＧＨおおくら 小規模 

 

 

4月 

・桜のお花見 

・お花見ドライブ 

・避難訓練 

 

・桜のお花見 

・桜ヶ丘公園 

・野津田公園 

・避難訓練 

 

・運営推進会議 

・避難訓練 

・桜のお花見 

・桜のお花見 

・避難訓練 

・運営推進会議 

 

 

5月 

・家族会/家族の会 

・バラ苑 

・横浜クルージング 

・運営推進会議 

 

・野津田バラ園 

・こいのぼり見学 

・お楽しみ会 

・母の日 

 

・家族会 

・バラ苑 

 

・外出レク（新江ノ島水

族館） 

・相模川・鯉のぼり観賞 

・生田緑地ばら苑観賞 

・家族の会 

 

 

6月 

・高幡不動参り 

 （紫陽花探索） 

・餃子パーティー 

・避難訓練 

・避難訓練 

・薬師池 

・紫陽花、菖蒲見学 

・父の日 

・鶴川学園作品展 

・運営推進会議 

・避難訓練 

・高幡不動参り 

 （紫陽花探索） 

・相模原北公園 

・避難訓練 

・運営推進会議 

 

 

7月 

・運営推進会議 

・七夕 

・流しそうめん 

・うなぎ外食 

 

・運営推進会議 

・七夕 

・蓮の花見学 

・家族会 

 

・大蔵町内会盆踊り 

・七夕 

・うなぎ外食 

・外食（うなぎ） 

・納涼祭 

・家族の会 

 

 

8月 

・夏祭り（花火） 

・真光寺盆踊り 

・避難訓練 

 

・夕涼み会 

・土用丑の日 

・深大寺散策 

・夏祭りへの参加 

・避難訓練 

・運営推進会議 

・避難訓練 

・夏祭り（花火） 

 

・スイカ割り 

・避難訓練 

・運営推進会議 

 

 

9月 

・運営推進会議 

・お月見 

・ＢＢＱ 

・秋の味覚狩り 

 

・そばの花見学 

・ぶどう狩り 

・敬老会 

 

・家族会 

・秋の味覚狩り 

 

・家族会 
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平成 31年度 下半期（R1..10月～R2..3月） 

 ＧＨ町田 デイ ＧＨおおくら 小規模 

 

 

10月 

・家族会/家族の会 

・花鳥園 

・秋刀魚パーティー 

・避難訓練(消防) 

・ＧＨ連絡会展示会 

・避難訓練(消防) 

・紅葉見学 

 高幡不動・深大寺 

・焼き芋作り 

・運営推進会議 

・横浜クルージング 

・芋煮会 

・ＧＨ連絡会展示会 

・避難訓練 

・さんまパーティー 

・外出レク 

・避難訓練 

・運営推進会議 

 

 

11月 

・運営推進会議 

・鶴川ふれあい祭り 

・紅葉狩り 

・避難訓練 

・菊花展 

・芋堀り 

・家族会 

・避難訓練 

・深大寺ピクニック ・宮ケ瀬ダム紅葉鑑賞 

・家族の会 

 

 

12月 

・クリスマス会 

・大晦日 

・芋煮会 

・イルミネーション 

 

・クリスマス会 

・冬至 

 柚子湯、南瓜 

・年越しそば 

 

・運営推進会議 

・避難訓練 

・クリスマス会 

・クリスマス会 

・避難訓練 

・運営推進会議 

 

 

1月 

・運営推進会議 

・正月初詣 

・七草粥・鏡開き 

・どんと焼き 

・避難訓練 

・運営推進会議 

・正月初詣 

・七草粥・鏡開き 

・どんと焼き 

・避難訓練 

・正月初詣 

・七草粥・鏡開き 

・どんと焼き 

・初詣 

 

 

2月 

・節分 

 恵方巻きつくり 

 

・節分 

・バレンタイン 

チョコ作り 

 

・運営推進会議 

・避難訓練 

・節分 

 恵方巻きつくり 

・節分 

・避難訓練 

・運営推進会議 

 

 

3月 

・運営推進会議 

・ひな祭り 

・桃の花見 

（フルーツパーク） 

・避難訓練(消防) 

・避難訓練(消防) 

・ひな祭り 

・梅のお花見 

・ひな祭り 

・桃の花見 

・梅のお花見 

・桃の節句 

・家族の会 

※2019年 10月のグループホーム連絡会作品展示会は台風の影響で中止となっています。 

※2020年 1月以降の外出行事については新型コロナウィルス対策として外出を自粛したた

め中止となっています。 
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◆人材の雇用について 

①契約職員の正職員化について 

・常勤契約社員については、勤務継続１年以上を経て取り決める評価及び面接を通過し 

たものは皆正職員化を実施。 

・介護職員処遇改善加算の交付の仕方について 

 →毎月の支給（資格手当・運転手当含む）、夏季・冬季の一時金として支給実施。 

・人件費比率（６５～６８％）を目指す 

 →人件費比率は６３.６％となり達成しました。 

 

②研修体系の整備について 

・新人研修  ・・・ 配属前研修、ＯＪＴ体制を組んで実施。 

・一般職員研修・・・ 新人スタッフへの教育方法研修。認知症ケアのスキルアップ研修。 

           勤続２年以上勤務者に対して実践者研修受講。 

 

③人材の募集について 

・ハローワークでの定期的な求人募集。合同面接会、各種面接会へ参加し活動を行う。 

・求人広告における採用活動（ネット媒体、紙媒体） 

・ホームページ上における採用ページの強化。モバイル対応。 

 

④外国人労働者の雇用について  

・ワールドケア組合での取組 

・２０１９年にインドネシアにて面接を行い２名の外国人労働者の受入を決定しました。 

 

⑤新卒採用について 

・2019年卒の大学生を対象にした採用活動 

 2019 年 6 月に近隣諸大学のホームページ上に求人登録を行いましたが反響はありません

でした。 

 

・2019年卒の高校生を対象にした採用活動 

 2019年 5月に高卒採用活動向けのハローワーク説明会に参加 

 同 6月～8月迄 各高校へＰＲを行いました。１名の高校生が見学に来てくれましたが 

採用面接にはいたりませんでした。 

 

⑥近隣諸大学の大学生短期雇用について 

・国士舘大学、和光大学、桜美林大学、田園調布学園へ短期アルバイトの募集を出す 

 →実施できませんでした。次年度以降の課題として対応致します。 

 

・ホームページ、掲示版等にて短期アルバイトの募集 
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 →大学生の短期アルバイト募集をかけましたが反響はありませんでした。 

 

⑦東京都就労訓練事業について 

・生活困窮者就労訓練事業の認定を 2017年に受け、人材確保の一助となるよう 

継続して活動していく。※2018年度実績 1名（ＧＨ光の園おおくら） 

→２０１９年度は訓練依頼がありませんでした。 

 

◆職員定例会議、各種外部会議、委員会の実施状況について 

各事業所・・・管理者・ホーム長会議 毎月１回 

スタッフ会議 毎月１回  

       リーダー会議 毎月１回  

 

主任会議・・・毎月１回 ※各事業所の報告、事例検討、リーダー層への研修 

⇒２０２０年２月、３月は新型コロナウィルス対策として中止 

 

サービス毎の連絡会 ＧＨ連絡会・小規模連絡会・通所連絡会 

鶴川圏域社会福祉法人連絡会（不定期開催） 

 

＜委員会活動＞ 実施状況 

① 事故・防災委員会 

② 研修委員会 

③ Ｅｃｏクリーン委員会 

④ レクリエーション委員会 

⑤ まちだ・おおくら交流推進委員会  

・各委員会ともに２カ月に１度開催。 

・２０２０年１月以降は新型コロナウィルス対策として委員会を中止にしました。 

・次年度も新型コロナウィルスが落ち着くまでは職員同士の密接を避けるために 

 委員会活動は停止しています。 

 

◆地域との交流事業について 

①運営推進会議  

 ■高齢者グループホーム光の園町田 （年６回） 

５月 定例会・虐待防止委員会 →実施 

７月 定例会・虐待防止委員会 →実施 

９月 定例会・虐待防止委員会 →実施 

１１月 定例会・虐待防止委員会 →実施 

１月 定例会・虐待防止委員会 →実施 

２月 合同運営推進会議（鶴川圏域ＧＨ・小規模参加） 
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３月 定例会・虐待防止委員会  

→新型コロナウィルス対策として外部の方は書面出席にて実施 

 

 ■高齢者デイサービスセンター光の園町田（年２回） 

   ７月 定例会・虐待防止委員会 →実施  

   １月 定例会・虐待防止委員会 →実施 

 

 ■高齢者グループホーム光の園おおくら 

   ４月 定例会・虐待防止委員会 →実施 

   ６月 定例会・虐待防止委員会 →実施 

   ８月 定例会・虐待防止委員会 →実施 

  １０月 定例会・虐待防止委員会 →実施 

  １２月 定例会・虐待防止委員会 →実施 

２月 合同運営推進会議（鶴川圏域ＧＨ・小規模参加） 

   ２月 定例会・虐待防止委員会  

→新型コロナウィルス対策として外部の方は書面出席にて実施 

 

 ■小規模多機能ホーム光の園おおくら 

   ４月 定例会・虐待防止委員会 →実施 

   ６月 定例会・虐待防止委員会 →実施 

   ８月 定例会・虐待防止委員会 →実施 

  １０月 定例会・虐待防止委員会 →実施 

  １２月 定例会・虐待防止委員会 →実施 

２月 合同運営推進会議（鶴川圏域ＧＨ・小規模参加） 

   ２月 定例会・虐待防止委員会 →実施 

→新型コロナウィルス対策として外部の方は書面出席にて実施 

 

②中学生職場体験・各種実習生の受入 

    ６月     ＧＨ光の園町田   中学生職場体験受入 

   １２月   全事業所      「ならのは」より実習生１名受入 

 

③大蔵町内会盆踊り 

   ７月 地域交流の一貫として出店（とうもろこし・ジュース）完売 

 

④鶴川学園ふれあい祭り 

  １１月 地域交流の一貫として出店（甘酒）完売 
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＜地域における公益的な取り組み＞ 

 

・各種連絡会を通じた地域における取組 

 ＧＨ連絡会 

防災事業として小規模防火実務者講習を行いました。 

１０月のグループホーム作品展示会は台風のため中止となっています。 

 

・地域への参加と交流 

 子供神輿にて地域の町内会、児童と交流を行う。 

 大蔵町内会の盆踊りへの出店、鶴川学園ふれあい祭りへの出店 

 

・施設内スペースの地域への開放検討について 

 地域に開放できるような畑と公園を交えたスペースを考え、外部業者への相談と見積も

り依頼を行いました。見積もりの結果２０百万の費用が必要とわかり、予算的に現状で

は厳しいと判断をしました。今後各年において年間１５０万円程の予算を設け、自分た

ちの手で少しずつ整備を行っていき地域の方への開放をはかっていきたいと考えてい

ます。 

 

◆社会福祉充実計画に関して 

 

 平成 30年度期末時点 社会福祉充実残高   ▲ 86百万円程 

平成 31年度期末時点 社会福祉充実残高   ▲ 77百万円程 

 →社会福祉充実残高がマイナスのため社会福祉充実計画は策定致しません。 

 

以上 

 


