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レクリエーション風景
感染対策のため、全体でのレクリエーションは、しばらくできていない状況ではありますが、職員間で意見を出し合い、ご
入居者の皆様に楽しんでもらえるように、フロアごとにレクリエーションを実施しております。
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事業報告

Ⅰ より良い介護の実践
○未だ新型コロナウイルスの感染拡大は収束の目途が立たず、コロナ禍においての感染対策も３年目を迎え、幸いつきかげ苑ご入居者への感染は
起こっていない。今後も感染対策の徹底を継続し、コロナ禍においても安心した生活を送ることができるよう尽力する。
○認知症からくるＢＰＳＤを理解し、個々のＢＰＳＤに合わせた尊厳に向けたプラン作成ができたと思われる。
○地域医療機関との連携を図ることにより、医療面の対応を適切に行うことができた。
○職種間の円滑な連携を心掛けることで、重篤な事故等もなく、安全で苦痛の少ない医療行為を提供することができた。
○リスクマネジメント委員会・衛生委員会において情報収集し、全職員へ周知・共有することにより、感染予防対策に活用することができた。
○施設内研修を行い,1年を通じて全職員が緊張感をもった感染対策を継続したことにより、感染症予防に対する意識を高めることができた。
○毎日の施設内消毒、職員の手洗い、うがい、手指消毒、マスク・ゴーグル（フェイスシールド）の着用を徹底した。令和４年１～２月にかけて職
員３名の感染が認められたが、感染防止マニュアルに沿った対応によりご入居者・職員への二次感染を防ぐことができた。また、インフルエンザ、
食中毒はいずれの関係者にも発生することなく無事に過ごすことができた。
Ⅱ 看取り介護の充実
○令和3年度は11名のご入居者をお看取りさせていただいた。コロナ禍においても尊厳を持ち最期まで過ごしていただけるよう配慮できたと考える。
○コロナ禍が長期化し、感染防止のため様々なことを控えざるを得ない状況において、看取り介護に向かわれる方やその家族に対し、もっとできる
ことはないかと他手段を講じ対応・提供していかなくてはならない必要性を感じる。その点における一例として、通常面会を制限しているなか、看
取り介護に入られたご入居者について対面での面会を実施している。
Ⅲ 個人に適した食事の提供
○個人に合わせた形態や無理のない提供量を算定し、誤嚥することなく食事を提供できた。看取り介護の食事は、ご入居者の状態に合わせ、無理な
く介助し、少しでも食べやすい食事が提供できるように他部署と連携をとり対応できた。
Ⅳ 地域社会とのつながり
○地域での感染拡大拠点になってしまわないかという懸念事項は現状で回避することができている一方、停滞している地域社会活動への参加等につ
いて、高齢者をお預かりしている難しい立場ではあるが、可能である取り組みから再開していかなければならない。そのような中、ご入居者に少し
でも元気になってもらえればと、近隣の京極小学校の児童から折鶴などのプレゼントが届いたことは心温まる交流であった。
○今年度も第４、第５、第６波とコロナウイルス流行の大きな波が長期間あり、屋内でのボランティア活動の受け入れは全て中止となったが、ビデ
オレターや手紙を頂いたり、屋外での園芸などの活動は継続して行っていただくことができた。
○前年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症対策により、管理栄養士・栄養士実習や介護等体験のほか、すべて実習の受け入れは見送ることと
なった。
Ⅴ 施設サービスの質の向上に向けての取り組み
下記の施設サービスに対する客観的な評価を受け、今後の施設運営にあたって参考となる意見等を得ることができた。
○満足度調査の実施（ご入居者・ご家族） ○第三者評価の受診（第三者機関）
Ⅵ 人材確保・育成・定着に向けての取り組み
認証を受けている「きょうと福祉人材育成認証制度」の基準・要件を包括しつつ、以下内容を実施した。
（採用）
○求職者事情に合わせた勤務日数・勤務時間により採用した。 ○派遣職員１名を正職員、１名をパート職員として計２名の雇用転換を行った。
（育成） 施設の職員育成計画に基づき、下記研修を実施した。
○新入職員研修（入職時の研修）計２回 ○施設内研修（月１回実施）計１２回 ○全体研修（人権擁護・身体拘束適正化のための研修）計２回
○全体研修（感染症及び食中毒の予防のための研修）計２回 ○全体研修（事故発生防止のための研修）計２回
（定着） 職員の定着に資するよう、下記取組を実施した。
○職員満足度アンケート ○ハラスメント防止規程の策定 ○処遇改善の実施（介護職員処遇改善支援補助金による） ○Wi-Fiを設置し職員に開放
（課題）
○入職数に対し退職数が多く補充が間に合っていない。また、退職の半数が在籍1年以上の職員である。
○令和２年度の有給休暇取得が前年度比３％増であったことに対し、令和３年度は前年度比15％減となった。
○令和２年度の超過勤務が前年度比30％減であったことに対し、令和３年度は前年度比40％増となった。
Ⅶ 収支状況
新型コロナウイルスのリスクへの備えとして入居制限を行ったことで令和２年度の年間入居稼働率が82.9％であったところ、令和３年度は87.5％と
約５％の改善となった。加えて、令和３年度の介護報酬プラス改定により、前年度比としては一定の収支改善を行うことができたが、単年度収支と
しては安定水準ではないため、一層の稼働率改善、冗費削減に努める必要がある。
Ⅷ 災害・感染症への対応力の強化
災害・感染症が発生した場合に備えての備蓄品（感染対策用品）については一定の備蓄を進めることができた。法定により令和５年度末までに策
定・実施が必要な事業・業務継続計画（ＢＣＰ）の策定、訓練・シミュレーション（災害・感染症）の実施については、定められた期間内に実施で
きるよう余裕をもって進めていきたい。
Ⅸ 新型コロナウイルスへの対応 【令和２年度から継続している内容を含む】
（職員が実施する基本対策）
○手洗い、うがい、手指消毒 ○共用部の次亜塩素酸ナトリウム消毒 ○マスク着用、毎日の検温および行動記録 ○不要不急の外出自粛
○三密回避（時差出勤、時差休憩）、換気 ○公共交通機関による通勤の削減 ○ＷＥＢ研修の実施 ○対応マニュアルの策定
○職員ＰＣＲ検査（定期／週１回）※実施期間：4/30～10/15 2/11～3/25 計32回 ○職員抗原検査（随時）※令和3年9月より実施
○ワクチン接種（３回）※1・2回目（令和3年6・7月） 3回目（令和4年2・3月）
（面会）令和２年２月から現在に至るまで通常の面会を制限しているなか、以下を実施。
○オンライン面会 ○多目的ホールでの面会※リスクが低いと施設が判断した時期 (3)ベランダ面会※緊急事態宣言・まん防措置期間を除く
（理美容）
令和２年３月から現在に至るまで訪問理美容を中止。（令和３年11・12月は実施）美容師資格を持つ施設職員により順次散髪を実施。
（感染対策備品の導入・設置、消耗品の備蓄）
○非接触型温度計の導入（来苑者の検温用に玄関設置）○アクリルパネルの設置（食堂談話室、職員詰所、来客用パーティション）
○マスク、アルコール、防護ガウン、フェイスシールド、Ｎ９５マスクの備蓄
（基幹業務を継続するための備え）
感染・濃厚接触により基幹業務担当者（会計事務、請求事務等）が通常勤務できなくなる場合を想定し、遠隔で必要な業務を行える環境を整備。
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決算報告

貸借対照表 法人全体
令和4年3月31日現在

資産の部
科目

負債の部
金額

科目

金額

流動資産

113,672,555 流動負債

67,086,056

固定資産

508,053,745 固定負債

125,014,000

(基本財産)

負債の部合計

452,386,244

(その他の固定資産)

192,100,056

純資産の部

55,667,501
基本金

128,038,000

国庫補助金等特別積立金

160,420,827

その他の積立金

0

次期繰越活動収支差額

資産の部合計

141,167,417

（うち当期活動収支差額）

10,707,165

純資産の部合計

429,626,244

負債及び純資産の部合計

621,726,300

事業活動計算書

621,726,300

法人全体

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

費用の部
科目
人件費支出

収益の部
金額

科目

230,911,986 介護保険事業収益

事業費支出

47,369,069 経常経費寄附金収益

事務費支出

30,976,996

利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能引当金繰入
サービス活動費用計
支払利息

サービス活動外費用計
国庫補助金等特別積立金積立額
次期繰越活動増減差額

費用の部合計

335,590,307
419,000

301,626
22,418,701
△6,678,548
541,000
サービス活動収益計

325,840,830

1,769,339 受取利息配当金収入

その他のサービス活動外費用

金額

295,555 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計

2,064,894

0 施設整備等補助金収益
141,167,417 その他の特別収益

336,009,307
4,917
2,040,665
2,045,582
0
558,000

（当期活動増減差額）

10,707,165

前期繰越活動増減差額

130,460,252

収益の部合計

469,073,141

469,073,141
4

新入居者のご紹介
二階ふじにご入居された
矢守治彦さんは、とても穏
やかな方です。二十代の頃
から長年、沖縄で過ごされ
ていたそうです。

桃子
２F 木戸
昨年度からユニットリーダーを拝命いたしております、木戸です。
この度の人事で、このような大役を任せていただく事となり、とて
も責任を感じております。仕事と子育ての両立となり、行き届かな
い事も多々あるかと思いますが、職員が一丸となって活気のある２
階フロアになりますように、今まで以上に精進してまいりたいと
思っておりますので、宜しくお願いいたします。

勤続十五年職員紹介

三階の 清 水優子介 護職員、四階 の藤まゆ み

介護職員、医務室の濱幸恵看護職員の三名が

お蔭をもちまして勤続十五年を迎えることが

できました。

たくさんの出会いと別れを繰り返し、今ま

でやってきました。仕事が楽しい時もありま

したし、辛くてやめようと思ったことも幾度

もありながらの十五年でした。ご入居者との

楽しい思い出がいくつもある反面、近年のコ

ロナ禍で一変した生活様式には心が痛みま

す。思うように外出ができなくなり、ご家族

と触れ合える機会も制限されたご入居者の気

持ちを思うととても辛いです。

いつ収 束 するのか まだ先が見通 せない状 況
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岡山県ご出身の伊吹恭代
さんも二階ふじユニットに
ご入居です。旦那さんと共
に詩吟をされていた、明る
い方です。
お話し好きの木下登美枝
さんは二階さくらにご入居
です。編み物や刺繍など手
芸が得意です。雷と地震は
大嫌いとのこと。

ですので、ご入居者の普段の生活が戻るま

で、心と身体の支えとなれるようこれからも

左端：つきりん

精一杯頑張っていきたいと思います。

右 ：清水 優子介護職員
中央：藤 まゆみ介護職員
左 ：濱 幸恵看護職員

ユニットリーダー紹介
泰平
１F 小仲

少年補導 員を長年 務めら
れた小森康男さんは三階に
ご入居です。阪神ファン歴
７０年、甲子園にもよく応
援に行かれました。
四階きくユニットにご入
居の盛川裕子さんは、上京
区で生まれ育たれ、長らく
西陣織に 携わってこ ら れま
した。

どうぞよろしくお願いいたします。

つきかげ苑に入職して5年目となりました。最初の頃は、戸惑いや焦
り、緊張などで上手くいかず、この先介護を続けていく事が出来るか不
安でした。ですが、頼もしい先輩方や個性あふれるご入居者の皆様に支
えられ、今年度からユニットリーダーを任せていただいております。
介護士としても、リーダーとしてもまだまだ若輩者ですが、今後もより
一層の努力を持って皆様と関わらさせていただこうと思います。
至らない点も多いかとは思いますが、どうぞ宜しくお願いいたします。

ご支援ありがとうございます
順不同

要 望 受 付
令和四年三月中旬から六月下旬に、ご入居者及

令和三年度 敬称略

寺井孝嗣・別所敬之・小田晋作・八木彩世・日比野

ご寄付とご寄贈

修・髙田ちずる・上田寿美子・株式会社朱常分店・

びご家族から頂きましたご要望は十六件となりま

つきかげ苑理念

私たちは、自立支援・自己決

定・生活の継続性・個別性を

大切にします。

(

)

「共生 ともいき 」思想に基

す。
ご要望の 内容は「口 腔 ケアは、歯 が 白くな る 歯磨

づく、利用者本位の明るく、

得てほしい」「声かけをする際は、正面から視線

てまいりますがご自愛ください。

本格的な夏が到来し暑さが厳しくなっ

かげです。ありがとうございました。

きたのもご入居者、ご家族、職員方のお

をさせてもらいました。ここまで勤務で

容易に言葉に出来ぬほどたくさんの経験

した。確かにカレンダーの話とは違い、

よ、それはないよ、と即座に否定されま

う間でしたねと話したところ、長かった

のか言葉に詰まり、苦し紛れにあっとい

対談をしようとしたのですが何から話す

勤続十五年の記事を依頼され、じゃあ

あまりに も実感がな く 驚き ました。

になりました。もう折り返したのかと、

気づけば今年もカレンダーが残り半分

編 集 後 記

づくりに努めます。

楽しく、やすらぎのある施設

き粉で仕上げをしてほしい」「本人の動きに合わ

京都水産協会・福原 則 子・山内栄 子
ご登録いただいているボランティアの皆様

を合わせてほしい」「可愛らしい服を着せてやっ

せて介助をしてほしい」「介助前に本人の了承を

工 藤 了 子 ・琴伝 流 大 正琴 花 水 木 ・ モ ンキー ポ ッド・

順不同

フラ ワーシスターズ・藤鳴会・長谷陽子・岩﨑あず

てほしい」とケアに関する内容が五件。「入院前

敬称略

き ・ 新 田 稔・ か り ん ・ 柴 田 香 代 子・ 原悦 子 ・ 大 谷洋

の状態に回復させてほしい」「時間を決めて体操

令和三年度

子・青木俊子・橋本幸一・森川貞子・梅木富久子・

などをしてはどうか」「塗り絵を持参したので、

ように努めてまいります。

などで検討し、ご入居者の生活がより豊かになる

プランの立案や各種委員会、フロアミーティング

頂戴しましたご要望などにつきましては、ケア

を貸してほしい」がありました。

してほしい」「本人が電話を希望した時は、電話

「取り組んでいる介護の研修内容を広報誌で紹介

度を測ってほしい」「早急に散髪をしてほしい」

く通常の面会がしたい」「受診前に血圧と酸素濃

接遇、対応に関する内容が二件。その他には「早

い方に腹 が立ち、一晩 中眠れな かった」と 職 員の

があれば、早い目に知らせてほしい」「職員の言

ン、リ ハ ビリに関す る 内容が四 件。「足り な い物

ば、また見せてやってほしい」とレクリエーショ

塗るように勧めてほしい」「雛人形の時期になれ

續木泰子・福原則子

４回目ワクチン接種について
当苑では８月１９日～３０日までの間、希望さ
れたご入居者に対し４回目の新型コロナウイルス
ワクチン接種を行います。
新型コロナウィルスの感染者数は増えたり減っ
たりと以前変わらぬ状況でございますが、今年は
祇園祭も通常通り開催されるなど、世間は緩和方
向へとシフトしております。
しかし、基礎疾患を持ち、抵抗力の弱い高齢者を
あずかる我々のような事業所においては世間と同
じようには いかないの が現状で す。
今後も状況に合わせた感染対策を継続していき
ますので、引き続きご理解・ご協力を宜しくお願
いいたし ます。
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