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社会福祉法人青藍事業報告

（１）施設運営について

当法人は社会福祉事業法、介護保険法並びに老人福祉法に基づき定款の定めに従い、特別養護老

人ホーム、ケアハウス・オブリガートハウス、デイハウス青藍、青藍クラブ、青藍訪問介護事業、短期入所生

活介護事業、訪問入浴介護事業、居宅介護支援事業、石井西部地域包括支援センター事業、通所型介護

護予防事業、高齢者住宅安心確保事業の運営管理をしました。

（２）運営管理について

法の定めおよび社会福祉法人青藍の諸規程により施設運営管理の責任者たる施設長は事業計画なら

びに収支予算書に基づき適正に執行してきました。

（３）社会福祉法人青藍の事業報告

１・令和元年度第１回理事会の開催（令和元年６月７日）

第１号議案 平成３０年度事業報告及び計算書類の承認

第2号議案 次期役員候補者の承認

第3号議案 経理規程の一部改正

第4号議案 次期評議員候補の推薦の承認

第5号議案 定款施行細則の改正の承認

第6号議案 定時評議員会の招集の承認

２・令和元年度第１回評議員会（令和元年６月２５日）

第１号議案 平成３０年度事業報告及び計算書類の認定

第２号議案 理事６名及び監事２名の選任

第３号議案 定款施行細則の改正の承認

第４号議案 役員報酬規定の承認

３・令和元年度第２回理事会の開催（令和元年６月２５日）

第１号議案 理事長選任

４・令和元年度第３回理事会の開催（令和２年３月２７日）

第１号議案 令和元年度各会計最終補正予算(案)の承認

第２号議案 令和２年度各会計事業計画及び予算書(案)の承認

第３号議案 就業規則の一部改正の承認

第４号議案 理事候補の推薦の承認

第5号議案 苦情解決第三者委員の選任及び委嘱

第6号議案 青藍ｸﾗﾌﾞ廃止

第7号議案 青藍荘・短期入所事業所･ﾃﾞｲﾊｳｽ青藍･訪問介護事業所の運営規定の一部改正

以上の理事会及び評議員会を開催致しました。
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特別養護老人ホーム青藍荘

年間利用者数は17，978人(延べ在籍人数）でした。介護度別に見ると介護3の利用者は381人・介護4の

利用者は9，001人・介護5の利用者は8，596人でした。1日平均49.12人となり、入所率約98％でした。平均

介護度4.4でした。前年度の平均介護度は4.5でしたので0.1ポイント低下しました。

死亡、医療機関への入院による退所者は22名でした。入所定員の44％入れ替わったことになります。

介護保険法に則り個人毎にケアプランを策定し入所者の自立支援に努めました。利用者や家族の要望

に応えるため利用者の生活リズムを把握し、適切な介護サービスが提供できるように努めました。

また、認知症や精神疾患利用者に対して心身機能の改善目標を設定し、精神科医の往診を随時受ける

ことにより、精神面での安定を図るように努力しました。

介護サービスの提供経過記録の充実に努めました。季節や利用者の体調管理に注意して介護サービス

を提供しました。身体機能の低下防止に努めるとともに、社会性の維持を図れるように処遇しました。

研 修について

職員の資質向上のために各種団体、県および老人福祉協議会主催の各種研修会への参加・四

国地区および全国地区の職員研修会への参加させるとともに施設内研修を開催し、職員の資質

向上に努力しました。

食事処遇について

管理栄養士の管理の下に栄養管理に努め入所者の身体状況及び嗜好に応じた給食の提供を

致しました。咀嚼障害や燕下障害のある利用者に対してはそれぞれの障害に応じた食事処遇を実

施しました。また、利用者の状態に応じた食事を提供するために毎月の体重測定を実施しました。

栄養アセスメントを実施し、栄養計画を策定しました。必要な栄養量が確保できるようにしました。

呑み込み易い食事の提供をすること、入所者や利用者のの嗜好に合わせた食事サービスを実施

しました。

健康管理について

1年に１回の定期的な健康診断を実施し、余病の早期発見に努めました。感染予防対策委員会を

開催し職員の感染予防に対する意識向上に努めました。必要な栄養が確保できるように努めまし

た。歯科・眼科・婦人科・皮膚科・精神科の受診も必要に応じて実施しました。

生活相談について

財産管理委託契約に則り入所者の預金管理を実施いたしました。

これについては３ヶ月毎に本人若しくは家族に報告しました。利用者の施設生活について家族に

近況報告をしました。個人の意思に基づいた生活ができるように生活援助を行いました。また、入

所者および家族の介護に対する相談にも随時応じました。

福利厚生については全職員を対象として8月に健康診断を実施しました。夜間勤務のある宿直員及び介

護職員については2月に健康診断を実施しました。特別養護老人ホーム及び短期入所生活介護事業所に

勤務する介護職員に対して腰痛症防止のためにレントゲン撮影を実施し、職員の福利厚生の充実を図りま

した。
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生活相談について

財産管理委託契約に則り入所者の預金管理を実施いたしました。

これについては３ヶ月毎に本人若しくは家族に報告しました。利用者の施設生活について家族に

近況報告をしました。個人の意思に基づいた生活ができるように生活援助を行いました。また、入

所者および家族の介護に対する相談にも随時応じました。

利用者の階層区分集計(令和2年3月31日現在登録者数）

居住費単価 食費単価

第１階層 820 300 1

第2階層 820 390 12

第3階層 1,310 650 23

第4階層 2,006 1,950 14

合 計 50

青藍短期入所生活介護事業所

年間利用者数(延べ人数)10,344人でした。平均介護度は4.2でした。前年度は平均介護度4.0でしたので

0.2ポイント高くなりました。送迎回数は30回／年でした。ほとんどの利用者が長期利用となっております。

利用者に対し施設介護計画を策定し計画に従って介護サービスを提供しました。利用者の多くは認知症

状を有しているため、体調の変化や夜間の状況の観察に注意を払いました。

家族との話す機会を多く持つように努め、利用時の状況記録を作成し、帰宅の際に家族に提供しました。

今年度は介護3の利用者が減少し介護4及び介護5の利用者が増加しました。

利用者の階層区分集計(令和2年3月31日現在登録者数）

居住費単価 食費単価

第2階層 820 390 13

第3階層 1,310 650 8

第4階層 2,006 1,950 12

合 計 33
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青藍居宅介護事業

常勤専任３名を配置し介護計画を作成いたしました。

６ヶ月毎に計画の見直しを実施し、心身機能の低下している利用者に対しては経過記録により随時

計画の検討を行いました。カンファランス会議を開催しました。

デイハウス青藍

介護計画：各個人のサービスについてはアセスメントを実施し各個人の抱える問題を提起し、ケア目

標を定め処遇を実施しました。利用者の人格を尊重し、個々に応じた介護を提供できるよう

に通所介護計画の策定をしました。通所介護計画に基づき家族とともに利用者の要望に応

じた処遇の実施に努めました。担当ケアマネージャーとのサービス担当者会議を適宜開催

し、利用者の現状について協議し、通所介護計画の見直し等を検討しました。毎月外出の

機会の少ない利用者に対して外食会や買い物などのレクリェーションを提供しました。

研 修：人権問題・感染症などについて研修計画に基づき実施しました。

食事ｻｰﾋﾞｽ：管理栄養士の管理の下に栄養管理に努め利用者の身体状況及び嗜好に応じた給食の

提供を致しました。

福利厚生：全職員を対象とし健康診断を実施するとともに、介護職員については６ヶ月毎に健康診断を

実施しました。今年度より腰痛症防止のためにレントゲン撮影を検査として追加し、職員の

福利厚生の充実を図りました。

青藍訪問介護事業所

訪問介護計画：在宅の老人のニーズについてアセスメントツールを用いて把握し各人の問題点を把握

し訪問介護の内容を決定し介護手順を介護職員が平準的にサービス提供が実施でき

るようにしました。身体機能の変化に対応する訪問介護処遇ができるように家族や担当

ケアマネージャーと訪問介護処遇について検討しました。些細な利用者の変化も見逃

さないように介護記録の作成に努めました。

福利厚生として全職員を対象に8月に健康診断を実施しました。また、インフルエンザワクチン予防接種

を実施しました。

平成30 年度利用者数 令和元 年度利用者 差引

要支援1 804 426 △ 378

要支援2 1,507 1,086 △ 421

介護1 1,550 1,515 △ 35

介護2 909 1,191 282

介護3 1,141 853 △ 288

介護4 311 270 41

介護5 359 386 27

延べ利用者数 6,581 5,727 △ 854

1日平均利用者数 18.03人 15.64人
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ケアハウス・オブリガートハウス

令和2年3月31日現在の入所者数は23名でした。そのうち介護保険非該当者は1名、要支援者は4名、

要介護１の入所者は9名、要介護2の入所者は5名、要介護3の入所者は1名でした。

要支援、要介護該当者の在宅サービスの利用状況は次のとおりです。

通所介護利用者 ・・・・１０名

訪問介護利用者 ・・・・１６名

訪問リハ利用者 ・・・・・１名

通所リハ利用者 ・・・・・２名

レクレーション

毎週木曜日には生け花クラブを開催し、毎回１２人程度が参加しました。また、閉じこもりの防止のため

に毎週月曜日にレクリェーションとお茶会を開催しました。

９月の敬老月間にちなんで食事会を開催しました。また、入所者の長寿を祝い、プレゼントを渡し、茶話

会を開催しました。

１２月はクリスマス会を実施致しました。

健康管理

年１回の健康診断を実施し、入所者の健康管理に努めました。疾病の予防や早期発見に努めるととも

に入所者が有している疾患の憎悪の防止を目的としました。健康診断の結果について医師から本人若

しくは家族に説明をしました。

入所者のうち要支援、要介護者が２０に上り各種在宅サービスを活用しながら、生活しています。入

所者の心身の変化を早く発見し対応できるようにしました。

令和２年３月末における入所者の平均年齢は次のとおりです。

全体 ８６歳 ７月

男性 ８８歳 ５月

女性 ８６歳 ７月

平均入所年数は４年４月となっています。また、最長入所年数は１６年です。

令和元年度年間の新規入所者数７名・退所者数１０名でした。平均入所者数は23.1人でした。

入所率は７７％でした。

石井西部地域包括支援センター

事業実施件数については別紙に集計を致しました。相談業務、介護計画の作成等については月間

平均１７０件程度となっております。

普及啓蒙事業としてカレンダーやパンフレットを作成し地域の高齢者に地域包括支援センターの役

割を周知しました。
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青藍訪問介護事業所

訪問介護計画：在宅の老人のニーズについてアセスメントツールを用いて把握し各人の問題点を把握

し訪問介護の内容を決定し介護手順を介護職員が平準的にサービス提供が実施でき

るようにしました。身体機能の変化に対応する訪問介護処遇ができるように家族や担当

ケアマネージャーと訪問介護処遇について検討しました。些細な利用者の変化も見逃

さないように介護記録の作成に努めました。

福利厚生：全職員を対象とし健康診断を実施するとともに、介護職員については年2回健康診断を実施

しました。今年度より腰痛症防止のためにレントゲン撮影を検査として追加し、職員の福利厚

生の充実を図りました。

平成３０年度利用者数 令和元年度利用者 差引

要支援1 523 804 281

要支援2 1,295 1,507 212

介護1 1,234 1,550 316

介護2 877 909 32

介護3 1,341 1,141 △ 200

介護4 185 311 126

介護5 0 359 359

延べ利用者数 5,455 6,581 1,126

1日平均利用者数 14.95人 18.03人

石井西部地域包括支援センター

事業実施件数については別紙に集計を致しました。相談業務、介護計画の作成等については月間

平均１７０件程度となっております。

普及啓蒙事業としてカレンダーやパンフレットを作成し地域の高齢者に地域包括支援センターの役

割を周知しました。


