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社会福祉法人飯田福祉会 



１ 

法人理念 
＜＜人を愛し、地域に愛される＞＞ 
・飯田福祉会は、人の痛みを思いやる心を持ち、一人一人の尊厳を
守ることの大切さ、人と人との繋がりの大切さを知る愛の誠心を持っ
た職員を育成し、高齢者福祉施設をはじめ、周辺事業を行うなかで、
心のこもった質の高いサービスの提供を行うことにより、地域に愛さ
れ地域福祉に貢献できる法人となる事を目指して参ります。 

経営理念 
・法人理念達成のため、主に高齢者を対象として、入所、在宅サービ
スを提供する施設事業を、遵法、健全、透明、に経営してゆくと共に、
地域ニーズを的確に把握し地域の期待、時代の期待に応える新たな
事業にも、積極的にチャレンジして参ります。 

法人の目的 
１．心身に障害を持つ高齢者に、良質の福祉サービスを提供し、高齢
者及び介護者の福祉増進を図ります。 
２．常に、顧客満足を念頭に、新たな発想と積極性をもって、効果的、
効率的なサービス提供に努め、社会に最大限の効果を還元すること
で、社会の活性化、新たな地域づくりに貢献します。 

法人所在地 宇都宮市平出町１５１０－１ 

施設の名称及び所在地 
・特別養護老人ホーム高砂荘 
・特別養護老人ホーム高砂荘新館 
・高砂荘デイサービスセンター 
・飯田福祉会 高砂荘 
宇都宮市平出町１５１０－１ 
 
・宇都宮市老人デイサービスセンターことぶき 
宇都宮市屋板町５５８ 
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特別養護老人ホーム高砂荘 

施設サービス利用状況（本館） 

男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計

４月 0 1 1 0 1 1 9 40 49 9 40 49

５月 1 0 1 0 1 1 9 40 49 10 39 49

６月 0 1 1 1 0 1 10 39 49 9 40 49

７月 1 0 1 0 0 0 9 40 49 10 40 50

８月 0 1 1 1 2 3 10 40 50 9 39 48

９月 1 1 2 1 3 4 9 39 48 9 37 46

１０月 1 3 4 0 0 0 9 37 46 10 40 50

１１月 0 1 1 0 2 2 10 40 50 10 39 49

１２月 0 2 2 0 2 2 10 39 49 10 39 49

１月 1 1 2 1 0 1 10 39 49 10 40 50

２月 0 0 0 0 1 1 10 40 50 10 40 50

３月 1 1 2 0 2 2 10 39 49 11 38 49

合計 6 12 18 4 14 18 115 472 587 117 471 588

入所 退所 月初 月末


Sheet1

				入所 ニュウショ						退所 タイショ						月初 ツキ ハジ						月末 ゲツマツ

				男 オトコ		女 オンナ		計 ケイ		男 オトコ		女 オンナ		計 ケイ		男 オトコ		女 オンナ		計 ケイ		男 オトコ		女 オンナ		計 ケイ

		４月 ガツ		0		1		1		0		1		1		9		40		49		9		40		49

		５月		1		0		1		0		1		1		9		40		49		10		39		49

		６月		0		1		1		1		0		1		10		39		49		9		40		49

		７月		1		0		1		0		0		0		9		40		49		10		40		50

		８月		0		1		1		1		2		3		10		40		50		9		39		48

		９月		1		1		2		1		3		4		9		39		48		9		37		46

		１０月		1		3		4		0		0		0		9		37		46		10		40		50

		１１月		0		1		1		0		2		2		10		40		50		10		39		49

		１２月		0		2		2		0		2		2		10		39		49		10		39		49

		１月		1		1		2		1		0		1		10		39		49		10		40		50

		２月		0		0		0		0		1		1		10		40		50		10		40		50

		３月		1		1		2		0		2		2		10		39		49		11		38		49

		合計 ゴウケイ		6		12		18		4		14		18		115		472		587		117		471		588







４ 

施設サービス利用状況（新館） 

男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計

４月 0 0 0 0 0 0 13 37 50 13 37 50

５月 0 0 0 0 0 0 13 37 50 13 37 50

６月 0 0 0 0 0 0 13 37 50 13 37 50

７月 1 0 1 2 0 2 13 37 50 12 37 49

８月 1 0 1 0 3 3 12 37 49 13 34 47

９月 0 4 4 1 0 1 13 34 47 12 38 50

１０月 0 0 0 0 0 0 12 38 50 12 38 50

１１月 0 0 0 0 1 1 12 38 50 12 37 49

１２月 1 1 2 0 3 3 12 37 49 13 35 48

１月 1 2 3 1 2 3 13 35 48 13 35 48

２月 2 0 2 1 2 3 13 35 48 14 33 47

３月 1 2 3 1 1 2 14 33 47 15 34 49

合計 7 9 16 6 12 18 153 435 588 155 432 587

入所 退所 月初 月末

＊3月31日 １名退所のため３月末日の入所者に含んでいます。 


Sheet1

				入所 ニュウショ						退所 タイショ						月初 ツキ ハジ						月末 ゲツマツ

				男 オトコ		女 オンナ		計 ケイ		男 オトコ		女 オンナ		計 ケイ		男 オトコ		女 オンナ		計 ケイ		男 オトコ		女 オンナ		計 ケイ

		４月 ガツ		0		0		0		0		0		0		13		37		50		13		37		50

		５月		0		0		0		0		0		0		13		37		50		13		37		50

		６月		0		0		0		0		0		0		13		37		50		13		37		50

		７月		1		0		1		2		0		2		13		37		50		12		37		49

		８月		1		0		1		0		3		3		12		37		49		13		34		47

		９月		0		4		4		1		0		1		13		34		47		12		38		50

		１０月		0		0		0		0		0		0		12		38		50		12		38		50

		１１月		0		0		0		0		1		1		12		38		50		12		37		49

		１２月		1		1		2		0		3		3		12		37		49		13		35		48

		１月		1		2		3		1		2		3		13		35		48		13		35		48

		２月		2		0		2		1		2		3		13		35		48		14		33		47

		３月		1		2		3		1		1		2		14		33		47		15		34		49

		合計 ゴウケイ		7		9		16		6		12		18		153		435		588		155		432		587
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退所者内訳 

＊介護保険法により、平成27年4月以降に入所された方で、更新申請等で要介護2以下に 
軽減された方は、退所になります。     

実
人
数

入
院
日
数

実
人
数

入
院
日
数

実
人
数

入
院
日
数

実
人
数

入
院
日
数

実
人
数

入
院
日
数

実
人
数

入
院
日
数

４月 0 0 2 38 2 38 2 25 0 0 2 25

５月 1 7 0 0 1 7 1 12 1 11 2 23

６月 2 52 1 12 3 64 2 22 2 41 4 63

７月 2 62 6 38 8 100 1 16 3 32 4 48

８月 2 21 4 54 6 75 0 0 2 33 2 33

９月 1 6 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0

１０月 1 13 0 0 1 13 0 0 0 0 0 0

１１月 0 0 0 0 0 0 2 47 0 0 2 47

１２月 0 0 0 0 0 0 2 42 0 0 2 42

１月 0 0 1 8 1 8 2 28 0 0 2 28

２月 0 0 4 65 4 65 0 0 0 0 0 0

３月 1 30 4 39 5 69 1 24 0 0 1 24

合計 10 191 22 254 32 445 13 216 8 117 21 333

女 合計
本館 新館

男 女 合計 男

入院状況 

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

2 9 0 3 2 2 0 0 4 14

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

3 10 0 1 3 0 0 1 6 12

本館

13 1 3 18

介護度変更により退所

1

施設内看取り 病院で死亡により退所 長期入院により退所 合計

新館
11 3 4 18

施設内看取り 病院で死亡により退所 長期入院により退所 合計介護度変更により退所

0


Sheet1

				本館												新館

				男				女				合計				男				女				合計

				実人数		入院日数		実人数		入院日数		実人数		入院日数		実人数		入院日数		実人数		入院日数		実人数		入院日数

		４月		0		0		2		38		2		38		2		25		0		0		2		25

		５月		1		7		0		0		1		7		1		12		1		11		2		23

		６月		2		52		1		12		3		64		2		22		2		41		4		63

		７月		2		62		6		38		8		100		1		16		3		32		4		48

		８月		2		21		4		54		6		75		0		0		2		33		2		33

		９月		1		6		0		0		1		6		0		0		0		0		0		0

		１０月		1		13		0		0		1		13		0		0		0		0		0		0

		１１月		0		0		0		0		0		0		2		47		0		0		2		47

		１２月		0		0		0		0		0		0		2		42		0		0		2		42

		１月		0		0		1		8		1		8		2		28		0		0		2		28

		２月 ガツ		0		0		4		65		4		65		0		0		0		0		0		0

		３月 ガツ		1		30		4		39		5		69		1		24		0		0		1		24

		合計		10		191		22		254		32		445		13		216		8		117		21		333





Sheet2

		





Sheet3

		






Sheet1

		本館 ホンカン

		施設内看取り シセツ ナイ ミト				病院で死亡により退所 ビョウイン シボウ タイショ				長期入院により退所 チョウキ ニュウイン タイショ				介護度変更により退所 カイゴ ド ヘンコウ タイショ				合計 ゴウ ケイ

		男 オトコ		女 オンナ		男 オトコ		女 オンナ		男 オトコ		女 オンナ		男 オトコ		女 オンナ		男 オトコ		女 オンナ

		2		9		0		3		2		2		0		0		4		14

		11				3				4				0				18

		新館 シンカン

		施設内看取り シセツ ナイ ミト				病院で死亡により退所 ビョウイン シボウ タイショ				長期入院により退所 チョウキ ニュウイン タイショ				介護度変更により退所 カイゴ ド ヘンコウ タイショ				合計 ゴウ ケイ

		男 オトコ		女 オンナ		男 オトコ		女 オンナ		男 オトコ		女 オンナ		男 オトコ		女 オンナ		男 オトコ		女 オンナ

		3		10		0		1		3		0		0		1		6		12

		13				1				3				1				18







６ 

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

回
数

5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 2 4 49

人
数

10 9 8 7 6 6 9 8 9 9 6 7 94

延
人
数

22 17 23 23 15 16 20 18 21 21 8 17 221

回
数

5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 3 4 50

人
数

8 8 8 8 8 8 7 7 7 8 8 8 93

延
人
数

30 25 25 31 27 24 22 21 22 23 20 24 294

本
館

新
館

個別指導訓練（リハビリ）状況           

通院状況           
内科 外科 整形 脳外 歯科

耳鼻
科

皮膚
科

泌尿
器科

婦人
科

眼科 精神 合計

回
数

30 8 26 5 93 0 12 7 0 6 6 193

人
数

33 8 24 3 47 0 8 6 0 6 2 137

回
数

39 19 28 4 67 7 40 15 0 10 3 232

人
数

17 8 9 3 29 2 9 2 0 3 2 84

本
館

新
館

看護師への夜間連絡           
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

電
話

10 10 13 15 10 32 37 11 20 14 61 11 244

来
荘

1 0 0 0 2 3 2 2 1 1 2 1 15

電
話

10 18 8 13 16 18 10 11 19 8 5 4 140

来
荘

2 4 4 1 3 3 7 2 2 3 4 2 37

本
館

新
館

＊電話連絡の状況により、医師にも連絡を取り、指示のもとに処置しています。電話
連絡は24時間対応しました。 

 


Sheet1

						４月 ガツ		５月		６月		７月		８月		９月		１０月		１１月		１２月		１月		２月		３月		合計 ゴウケイ

		本館 ホンカン		回数 カイスウ		5		4		4		5		4		4		5		4		4		4		2		4		49

				人数 ニンズウ		10		9		8		7		6		6		9		8		9		9		6		7		94

				延人数 ノベニンズウ		22		17		23		23		15		16		20		18		21		21		8		17		221

		新館 シンカン		回数 カイスウ		5		4		4		5		4		4		5		4		4		4		3		4		50

				人数 ニンズウ		8		8		8		8		8		8		7		7		7		8		8		8		93

				延人数 ノベニンズウ		30		25		25		31		27		24		22		21		22		23		20		24		294





Sheet2

		





Sheet3

		






Sheet1

						内科 ナイカ		外科 ゲカ		整形 セイケイ		脳外 ノウゲ		歯科 シカ		耳鼻科 ジビカ		皮膚科 ヒフカ		泌尿器科 ヒニョウキカ		婦人科 フジンカ		眼科 ガンカ		精神 セイシン		合計 ゴウケイ

		本館 ホンカン		回数 カイスウ		30		8		26		5		93		0		12		7		0		6		6		193

				人数 ニンズウ		33		8		24		3		47		0		8		6		0		6		2		137

		新館 シンカン		回数 カイスウ		39		19		28		4		67		7		40		15		0		10		3		232

				人数 ニンズウ		17		8		9		3		29		2		9		2		0		3		2		84





Sheet2

		





Sheet3

		






Sheet1

						4月 ガツ		5月 ガツ		6月 ガツ		7月 ガツ		8月 ガツ		9月 ガツ		10月 ガツ		11月 ガツ		12月 ガツ		1月 ガツ		2月 ガツ		3月		合計 ゴウケイ

		本館 ホンカン		電話 デンワ		10		10		13		15		10		32		37		11		20		14		61		11		244

				来荘 ライソウ		1		0		0		0		2		3		2		2		1		1		2		1		15

		新館 シンカン		電話 デンワ		10		18		8		13		16		18		10		11		19		8		5		4		140

				来荘 ライソウ		2		4		4		1		3		3		7		2		2		3		4		2		37





Sheet2

		





Sheet3

		







音楽療法（リリムジカ）実施状況 （平成28年度実績） 

７ 

音楽療法参加中 
①一番前の席に座ろうとして、自分で会場へ早めに移動する。 
②最初はリズムをとったり手拍子をしていただけの入居者が声を出して 
   歌うようになった。 
③楽器を使ったり、手遊び、深呼吸をするなど体や腕を動かす動作も含まれ、 
  日常生活動作（ＡＤＬ）の向上、または、維持に役立っている。 
  
日常の中で 
④カレンダーに開催日を書き込み心待ちにしている。カレンダーを確認するなど 
   して、認知機能の向上、または、維持に貢献している。 
⑤ユニットで歌詞カードや歌本を見ながら何人かで歌を歌う姿が見られる。 
⑥入居者同士テレビ番組を教えあうなど、コミュニケーションの材料になっている。 
⑦漫然とテレビを見ているだけだった入居者がテレビ番組表を見て、歌謡番組 
   を選んで見ている。 
⑧歌謡番組を入居者同士誘い合って観ている。 
 

開催日 ４月７日 ４月２１日 ５月５日 ５月１９日 ６月２日 ６月１６日 ７月７日 ７月２１日
参加者数 16 18 17 18 19 17 18 17

開催日 ８月４日 ８月１８日 ９月１日 ９月１５日 １０月６日 １０月２０日 １１月３日 １１月１７日
参加者数 19 19 18 18 17 19 18 18

開催日 １２月１日 １２月１５日 １月５日 １月１９日 ２月２日 ２月１６日 ３月２日 ３月１６日
参加者数 19 18 18 18 19 18 18 19

433
18

延べ参加者数
平均参加者数


Sheet1

		配食サービス ハイ ショク		受託数１４２７食・受託外３０４４食 ジュタク スウ ショク ジュタク ガイ ショク

		認知症介護指導者講師 ニンチショウ カイゴ シドウシャ コウシ		１０回 カイ

		栄養士講師派遣 エイヨウシ コウシ ハケン

		ヨガ講師派遣 コウシ ハケン		老人会・介護予防教室　７８回 ロウジンカイ カイゴ ヨボウ キョウシツ カイ

		地域行事参加協力 チイキ ギョウジ サンカ キョウリョク

		施設開放 シセツ カイホウ

		栄養講座・料理教室
（ことぶき会館） エイヨウ コウザ リョウリ キョウシツ カイカン		栄養講座１０回（延２１３名）・料理教室１０回（延１７６名） エイヨウ コウザ カイ ノベ メイ リョウリ キョウシツ カイ ノベ メイ

		サロン運営
（お楽しみ会） ウンエイ タノ カイ		２２回（延３２９名） カイ ノベ メイ

		地域へのお弁当提供 チイキ ベントウ テイキョウ		回 カイ

						御幸地区独り暮らし給食の集い ミユキ チク ヒト グ キュウショク ツド

						日付 ヒヅケ		食数 ショク スウ		日付 ヒヅケ		食数 ショク スウ

						42510		２９食 ショク		42692		２７食 ショク

						42538		３0食 ショク		42720		２９食 ショク

						42566		３1食 ショク		42783		２８食 ショク

						42601		２９食 ショク		42811		３１食 ショク

						42664		２８食 ショク

						東組東  弁当 ヒガシ グミ ヒガシ ベントウ

						日付 ヒヅケ		食数 ショク スウ		日付 ヒヅケ		食数 ショク スウ

						42472		３食 ショク		42653		４食 ショク

						42500		３食 ショク		42682		４食 ショク

						42535		３食 ショク		42717		４食 ショク

						42563		３食 ショク		42745		４食 ショク

						42591		４食 ショク		42780		４食 ショク

						42626		４食 ショク		42443		４食 ショク





Sheet2

		月 ツキ		利用実件数 リヨウ ジツ ケンスウ		利用延件数 リヨウ ノベ ケンスウ		男女別 ダンジョ ベツ				送迎利用数 ソウゲイ リヨウ スウ		利用日数 リヨウ ニッスウ		要介護度別 ヨウカイゴ ド ベツ										高齢者短期宿泊 コウレイシャ タンキ シュクハク		措置 ソチ		自立 ジリツ

								男性 ダンセイ		女性 ジョセイ						要介護１ ヨウカイゴ		要介護２ ヨウカイゴ		要介護３ ヨウカイゴ		要介護４ ヨウカイゴ		要介護５ ヨウカイゴ

		4月 ガツ		9		16		3		6		25		88		2		1		0		4		2		0		0		0

		5月		9		22		4		5		34		101		2		1		0		5		1		0		0		0

		6月		5		14		2		3		21		61		1		1		0		2		1		1		0		0

		7月		11		16		3		8		26		53		1		2		1		4		3		0		0		0

		8月		7		11		2		5		21		37		2		2		1		1		1		0		0		0

		9月		9		18		1		8		29		50		2		3		0		1		3		0		0		0

		10月		11		19		1		10		25		87		3		3		0		3		2		0		0		0

		11月		7		17		1		6		27		72		2		2		0		2		1		0		0		0

		12月		7		19		1		6		28		67		2		2		0		2		2		0		0		0

		1月		9		17		2		7		23		60		2		3		0		2		2		0		0		0

		2月		7		10		2		5		14		54		1		1		0		3		2		0		0		0

		3月		8		17		2		6		21		64		1		1		0		4		2		0		0		0

		合計 ゴウケイ		99		196		24		75		294		794		21		22		2		33		22		1		0		0



				稼働率 カドウ リツ				365		×		3		＝		1095

								794		÷		1095		＝		72.51%



				Ｈ26年度 ネン ド				58.10%

				Ｈ27年度 ネン ド				45.00%																短期入所生活介護 タンキ ニュウショ セイカツ カイゴ

				Ｈ28年度 ネン ド				72.51%				 昨年度より 27.51％アップしました サクネンド												管理者    澤山和之 カンリシャ サワヤマ カズユキ





Sheet3

		開催日 カイサイビ		４月７日 ガツ ニチ		４月２１日 ガツ ニチ		５月５日 ガツ ニチ		５月１９日 ガツ ニチ		６月２日 ガツ ニチ		６月１６日 ガツ ニチ		７月７日 ガツ ニチ		７月２１日 ガツ ニチ

		参加者数 サンカシャ スウ		16		18		17		18		19		17		18		17



		開催日 カイサイビ		８月４日 ガツ ニチ		８月１８日 ガツ ニチ		９月１日 ガツ ニチ		９月１５日 ガツ ニチ		１０月６日 ガツ ニチ		１０月２０日 ガツ ニチ		１１月３日 ガツ ニチ		１１月１７日 ガツ ニチ

		参加者数 サンカシャ スウ		19		19		18		18		17		19		18		18



		開催日 カイサイビ		１２月１日 ガツ ニチ		１２月１５日 ガツ ニチ		１月５日 ガツ ニチ		１月１９日 ガツ ニチ		２月２日 ガツ ニチ		２月１６日 ガツ ニチ		３月２日 ガツ ニチ		３月１６日 ガツ ニチ

		参加者数 サンカシャ スウ		19		18		18		18		19		18		18		19



		延べ参加者数 ノ サンカシャ スウ				433

		平均参加者数 ヘイキン サンカシャ スウ				18







口腔衛生指導 

８ 

実施日 ４月１９日 ５月２４日 ６月２１日 ７月２６日

受診者数 45 44 45 46

実施日 ８月２３日 ９月２７日

受診者数 46 43

合計

269

本館

本館利用者への効果 
①口腔内の清潔が保たれる。 
②虫歯や入れ歯の治療が必要かどうか歯科医師が直接確認するので、必要な 
 治療が迅速に受けることができ、義歯の不具合の改善や口腔内が健康に保たれた。 
③咀嚼力や嚥下機能が維持され誤嚥防止につながる。 
   
本館職員への効果 
④口腔ケアに対する意識の向上がみられる。 
⑤口腔ケアチェックがされ、ケアの不足部分を認識できる。 

実施日 ４月５日 ５月１７日 ６月７日 ７月５日

受診者数 48 48 45 45

実施日 ８月２日 ９月６日 １０月４日 合計

受診者数 46 44 46 322

新館

新館利用者への効果 
①口腔内の清潔が保たれ、誤嚥性肺炎の予防になる。 
②虫歯や入れ歯の治療が必要かどうか歯科医師が直接確認するので、必要な  
 治療が迅速に受けることができる。 
③口腔内の健康が保たれるので咀嚼力の維持、向上がみられる。 
④咀嚼力や嚥下機能が維持され誤嚥防止につながる。 
   
新館職員への効果 
⑤口腔ケアに対する意識の向上がみられる。 
⑥口腔ケアチェックがされ、ケアの不足部分を認識できる。 


Sheet1

		本館 ホンカン		実施日 ジッシビ		４月１９日 ガツ ニチ		５月２４日 ガツ ニチ		６月２１日 ガツ ニチ		７月２６日 ガツ ニチ		８月２３日 ガツ ニチ

				受診者数 ジュシン シャ スウ		45		44		45		46		46

				実施日 ジッシ ヒ		８月２３日 ガツ ニチ		９月２７日 ガツ ニチ		合計 ゴウケイ

				受診者数 ジュシン シャ スウ		46		43		269










Sheet1

		新館 シンカン		実施日 ジッシビ		４月５日 ガツ ニチ		５月１７日 ガツ ニチ		６月７日 ガツ ニチ		７月５日 ガツ ニチ

				受診者数 ジュシン シャ スウ		48		48		45		45

				実施日 ジッシビ		８月２日 ガツ ニチ		９月６日 ガツ ニチ		１０月４日 ガツ ニチ		合計 ゴウケイ

				受診者数 ジュシン シャ スウ		46		44		46		322











９ 

入居者年齢構成                   平成２９年３月３１日現在 

65∼69 70∼74 75∼79 80∼84 85∼89 90∼94 95∼99 100以上 合計

男性 1 2 2 2 1 2 1 0 11

女性 0 1 4 6 10 11 6 0 38

男性 0 2 1 3 4 3 2 0 15

女性 1 0 0 6 14 6 5 2 34

2 5 7 17 29 22 14 2 98

本館

新館

合計

最高年齢 最若年齢 平均年齢 全体の平均年齢

男性 ９７歳４ヶ月 ６７歳１１ヶ月 ８６歳８ヶ月

女性 ９８歳６ヶ月 ７２歳１ヶ月 ８８歳１ヶ月

男性 ９８歳７ヶ月 ７０歳４ヶ月 ８５歳９ヶ月

女性 １０６歳５ヶ月 ６９歳７ヶ月 ８９歳１ヶ月

８６歳３ヶ月

８８歳１ヶ月

本館

新館


Sheet1

						65∼69		70∼74		75∼79		80∼84		85∼89		90∼94		95∼99		100以上 イジョウ		合計 ゴウケイ

		本館 ホンカン		男性 ダンセイ		1		2		2		2		1		2		1		0		11

				女性 ジョセイ		0		1		4		6		10		11		6		0		38

		新館 シンカン		男性 ダンセイ		0		2		1		3		4		3		2		0		15

				女性 ジョセイ		1		0		0		6		14		6		5		2		34

		合計 ゴウケイ				2		5		7		17		29		22		14		2		98
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Sheet3

		






Sheet1

						最高年齢 サイコウ ネンレイ		最若年齢 サイ ジャク ネンレイ		平均年齢 ヘイキン ネンレイ		全体の平均年齢 ゼンタイ ヘイキン ネンレイ

		本館 ホンカン		男性 ダンセイ		９７歳４ヶ月 サイ ゲツ		６７歳１１ヶ月 サイ ゲツ		８６歳８ヶ月 サイ ゲツ		８６歳３ヶ月 サイ ゲツ

				女性 ジョセイ		９８歳６ヶ月 サイ ゲツ		７２歳１ヶ月 サイ ゲツ		８８歳１ヶ月 サイ ゲツ

		新館 シンカン		男性 ダンセイ		９８歳７ヶ月 サイ ゲツ		７０歳４ヶ月 サイ ゲツ		８５歳９ヶ月 サイ ゲツ		８８歳１ヶ月 サイ ゲツ

				女性 ジョセイ		１０６歳５ヶ月 サイ ゲツ		６９歳７ヶ月 サイ ゲツ		８９歳１ヶ月 サイ ゲツ







１０ 

要介護状態区分内訳                          平成２９年３月３１日現在 

認知老人の日常生活自立度 

Ⅰ：何らかの認知を有するが日常生活は家庭内及び社会的に自立している。 

Ⅱ：日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少 

      見られても、誰かが注意していれば自立できる。 

Ⅲ：日常生活に支障を来たすような症状・困難さが見られ、介護を必要とする。 

Ⅳ：日常生活に支障を来たすような症状・困難さが頻繁に見られ、常に介護を 

      必要とする。 

Ｍ：著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療 

      を必要とする。 

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 合計

男性 0 0 6 3 2 11

女性 0 0 8 13 17 38

男性 0 0 3 10 2 15

女性 0 1 6 11 16 34

0 1 23 37 37 98

　

本館

新館

合計

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ｍ 自立 合計

男性 0 1 8 2 0 0 11

女性 0 3 25 10 0 0 38

男性 0 3 4 8 0 0 15

女性 0 1 10 23 0 0 34

0 8 47 43 0 0 98

本館

新館

合計

　


Sheet1

		　 				要介護１ 		要介護２ 		要介護３ 		要介護４ 		要介護５ 		合計 ゴウケイ

		本館 		男性 		0		0		6		3		2		11

				女性 		0		0		8		13		17		38

		新館 		男性 		0		0		3		10		2		15

				女性 		0		1		6		11		16		34

		合計 				0		1		23		37		37		98






Sheet1

		　 				Ⅰ 		Ⅱ 		Ⅲ 		Ⅳ 		Ｍ 		自立 		合計 ゴウケイ

		本館 		男性 		0		1		8		2		0		0		11

				女性 		0		3		25		10		0		0		38

		新館 		男性 		0		3		4		8		0		0		15

				女性 		0		1		10		23		0		0		34

		合計 				0		8		47		43		0		0		98







１１ 

日常生活動作集計（本館）       平成２９年３月３１日現在 

男性 0 1 4 0 2 4 0

女性 3 7 16 1 6 5 0

男性 0 3 8

女性 10 7 21

男性 0 3 1 3 4

女性 0 23 0 9 6

男性 0 4 4 1 2

女性 0 15 17 4 2

男性 0 6 5 0

女性 0 28 10 0

男性 4 5 2

女性 24 9 5

男性 1 2 1 7

女性 4 7 1 26

男性 0 2 0 9

女性 0 0 0 38

男性 0 0 11

女性 1 6 31

食事内容

食事方法

姿勢

移動

なし

093

全介助 一部介助

聞こえる

19

29

入浴

排泄

言語表出

視力

10

聴力

0

自立

ストレッチャー 自走不可 自走可能

胃ろう・経管 ソフト食 粥・キザミ

常時臥床 背もたれあり 背もたれなし

粥・常食 ご飯・きざみ 常食

つかまり立ち 自立

杖・歩行器 独歩

会話成立

見える

清拭 特浴 一般浴 自立

聞こえない

28

0

声が出る程度

21 5 4

全盲

常時おむつ トイレ介助

なんとか見える

7

9

単語程度 不明瞭

8 20 1 8

0

12 1026

2

生活に支障有

1

10

0

14

0 34 15

自立

非常に不自由

25

1 6 42

33

470


Sheet1

		食事内容 ショクジナイヨウ				胃ろう・経管 イケイカン				ソフト食 ショク				粥・キザミ カユ				粥・常食 カユジョウショク				ご飯・きざみ ハン				常食 ジョウショク				なし

				男性 ダンセイ		0		3		1		8		4		20		0		1		2		8		4		9		0		0

				女性 ジョセイ		3				7				16				1				6				5				0

		食事方法 ショクジホウホウ				全介助 ゼンカイジョ				一部介助 イチブカイジョ				自立 ジリツ

				男性 ダンセイ		0		10		3		10		8		29

				女性 ジョセイ		10				7				21

		姿勢 シセイ				常時臥床 ジョウジガショウ				背もたれあり セ				背もたれなし セ				つかまり立ち ダ				自立 ジリツ

				男性 ダンセイ		0		0		3		26		1		1		3		12		4		10

				女性 ジョセイ		0				23				0				9				6

		移動 イドウ				ストレッチャー				自走不可 ジソウフカ				自走可能 ジソウカノウ				杖・歩行器 ツエホコウキ				独歩 ドクホ

				男性 ダンセイ		0		0		4		19		4		21		1		5		2		4

				女性 ジョセイ		0				15				17				4				2

		入浴 ニュウヨク				清拭 セイシキ				特浴 トクヨク				一般浴 イッパンヨク				自立 ジリツ

				男性 ダンセイ		0		0		6		34		5		15		0		0

				女性 ジョセイ		0				28				10				0

		排泄 ハイセツ				常時おむつ ジョウジ				トイレ介助 カイジョ				自立 ジリツ

				男性 ダンセイ		4		28		5		14		2		7

				女性 ジョセイ		24				9				5

		言語表出 ゲンゴヒョウシュツ				声が出る程度 コエデテイド				単語程度 タンゴテイド				不明瞭 フメイリョウ				会話成立 カイワセイリツ

				男性 ダンセイ		1		5		2		9		1		2		7		33

				女性 ジョセイ		4				7				1				26

		視力 シリョク				全盲 ゼンモウ				生活に支障有 セイカツシショウアリ				なんとか見える ミ				見える ミ

				男性 ダンセイ		0		0		2		2		0		0		9		47

				女性 ジョセイ		0				0				0				38

		聴力 チョウリョク				聞こえない キ				非常に不自由 ヒジョウフジユウ				聞こえる キ

				男性 ダンセイ		0		1		0		6		11		42

				女性 ジョセイ		1				6				31
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Sheet3

		







１２ 

日常生活動作集計（新館）       平成２９年３月３１日現在 

男性 2 2 3 1 0 6 0

女性 1 12 9 1 3 8 0

男性 4 3 7

女性 12 8 14

男性 0 6 0 4 4

女性 0 22 0 7 5

男性 0 7 3 0 4

女性 0 22 5 2 5

男性 0 1 13 0

女性 0 9 25 0

男性 5 8 1

女性 16 15 3

男性 0 1 5 8

女性 8 4 4 18

男性 1 1 2 10

女性 0 4 9 21

男性 0 1 13

女性 0 10 24

31

9

9

3 14

38

8

0

21

12

5

10

自走可能 杖・歩行器

特浴

自立

11 37

11

9

4

非常に不自由

なんとか見える

聞こえる

単語程度 不明瞭

常時おむつ

16

3 14

11

28

29

自走不可ストレッチャー

2

自立

独歩

26

0

1

8

21

0

0

一部介助

背もたれあり

見える

会話成立

自立

つかまり立ち

11

2

0

23

入浴

排泄

言語表出

視力

聴力

生活に支障有

声が出る程度

全盲

聞こえない

5

清拭

なし

0

常食

トイレ介助

粥・キザミ

背もたれなし

自立

一般浴

ソフト食

食事内容

食事方法

姿勢

移動

粥・常食 ご飯・きざみ

0

胃ろう・経管

全介助

常時臥床

＊集計の中に入院中の入所者は含まれていません。 


Sheet1

		食事内容				胃ろう・経管				ソフト食				粥・キザミ				粥・常食				ご飯・きざみ				常食				なし

				男性		2		3		2		14		3		12		1		2		0		3		6		14		0		0

				女性		1				12				9				1				3				8				0

		食事方法				全介助				一部介助				自立

				男性		4		16		3		11		7		21

				女性		12				8				14

		姿勢				常時臥床				背もたれあり				背もたれなし				つかまり立ち				自立

				男性		0		0		6		28		0		0		4		11		4		9

				女性		0				22				0				7				5

		移動				ストレッチャー				自走不可				自走可能				杖・歩行器				独歩

				男性		0		0		7		29		3		8		0		2		4		9

				女性		0				22				5				2				5

		入浴				清拭				特浴				一般浴				自立

				男性		0		0		1		10		13		38		0		0

				女性		0				9				25				0

		排泄				常時おむつ				トイレ介助				自立

				男性		5		21		8		23		1		4

				女性		16				15				3

		言語表出				声が出る程度				単語程度				不明瞭				会話成立

				男性		0		8		1		5		5		9		8		26

				女性		8				4				4				18

		視力				全盲				生活に支障有				なんとか見える				見える

				男性		1		1		1		5		2		11		10		31

				女性		0				4				9				21

		聴力				聞こえない				非常に不自由				聞こえる

				男性		0		0		1		11		13		37

				女性		0				10				24
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１３ 

給食の実施状況                            平成２９年３月３１日現在 

＊食事形態別内訳   

本館 新館 本館 新館 本館 新館

糖尿食 2 1 減塩食 0 1 潰瘍食 0 0

ソフト食 13 15 高蛋白食 1 2 腎食 0 0

＊治療食           

＊栄養摂取状況          

副食

主食 本館 新館 本館 新館 本館 新館 本館 新館 本館 新館 本館 新館 本館 新館

ごはん 5 12 2 3 1 0 5 1 0 0 0 0 13 16

かゆ 1 0 0 1 6 0 12 13 2 5 0 0 21 19

ソフト食 0 0 0 0 0 0 0 0 12 10 0 0 12 10

経管食 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3

合計 6 12 2 4 7 0 17 14 14 15 3 3 49 48

合計常食 一口大 粗きざみ きざみ ソフト食 経管食

＊個別給与目標量より１４００ｋｃａｌ対象者が全体の３５％だが、個々に対応するため吸収率を考
慮し目標量を算出 

熱量 蛋白質 脂質 カルシウム 鉄

４月 1503 63.7 37.7 592 8.9 942 0.91 1.05 105

５月 1517 66.1 37.8 954 9.1 986 0.93 1.05 103

６月 1515 64.6 38.1 604 9.1 1117 0.89 1.08 102

７月 1527 64.8 39.4 582 8.9 995 0.97 1.03 98

８月 1524 64.2 38.5 602 9.3 1106 0.90 1.09 101

９月 1577 65.6 41.5 586 8.9 1046 1.01 1.09 104

１０月 1548 64.0 39.2 601 9.1 1161 0.93 1.07 100

１１月 1560 67.6 38.9 585 8.8 1015 1.04 1.08 112

１２月 1537 64.1 38.9 610 9.2 1152 0.92 1.09 108

１月 1571 68.1 41.0 610 9.4 1064 1.04 1.12 111

２月 1536 63.6 39.0 630 9.2 951 0.92 1.06 111

３月 1553 67.8 40.0 605 9.3 1052 1.01 1.09 114

平均摂取量 1539 65.4 39.2 630 9.1 1049 0.96 1.08 106

目標量 1450 56.2 36.0 600 7.0 910 0.9 1.0 100

レチノール

ｍｇ
Ｂ１
ｍｇ

Ｂ２
ｍｇ

Ｃ
ｍｇ

ビタミン

月 ｋcal ｇ ｇ ｍｇ ｍｇ

＊集計の中に入院中の入居者（１名）は含まれていません。（新館）          
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				本館 ホンカン		新館 シンカン				本館 ホンカン		新館 シンカン				本館 ホンカン		新館 シンカン

		糖尿食 トウニョウショク		2		1		減塩食 ゲンエンショク		0		1		潰瘍食 カイヨウショク		0		0

		ソフト食 ショク		13		15		高蛋白食 コウタンパクショク		1		2		腎食 ジンショク		0		0
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Sheet1

		副食 フクショク		常食 ジョウショク				一口大 ヒトクチダイ				粗きざみ アラ				きざみ				ソフト食 ショク				経管食 ケイカンショク				合計 ゴウケイ

		主食 シュショク		本館 ホンカン		新館 シンカン		本館 ホンカン		新館 シンカン		本館 ホンカン		新館 シンカン		本館 ホンカン		新館 シンカン		本館 ホンカン		新館 シンカン		本館 ホンカン		新館 シンカン		本館 ホンカン		新館 シンカン

		ごはん		5		12		2		3		1		0		5		1		0		0		0		0		13		16

		かゆ		1		0		0		1		6		0		12		13		2		5		0		0		21		19

		ソフト食 ショク		0		0		0		0		0		0		0		0		12		10		0		0		12		10

		経管食 ケイカンショク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		3		3		3

		合計 ゴウケイ		6		12		2		4		7		0		17		14		14		15		3		3		49		48
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Sheet1

				季節行事 キセツギョウジ						予定日 ヨテイビ				内容 ナイヨウ						食事 ショクジ				その他 タ										ボランティア名 メイ								内容 ナイヨウ				回数 カイスウ

		四月 ４ガツ		随時花見 ズイジハナミ

																																		五十嵐一門 イガラシイチモン								茶道 サドウ				11

																																		和光ダイアモンド ワコウ								花壇手入れ カダンテイ				2

																																		わらく								傾聴 ケイチョウ				8

		五月 ５ガツ

																																		シルバー大OB ダイ								ホーム喫茶・歌・踊り キッサウタオド				5

																																		若鮎会 ワカアユカイ								歌 ウタ				2

		六月 ６ガツ		父の日母の日昼食会　　　　　家族懇談会 チチヒハハヒチュウショクカイカゾクコンダンカイ						本館６月３日　　　　　新館６月１０日 ホンカンガツニチシンカンガツニチ

																																		いずみ会 カイ								民謡 ミンヨウ				2

																																		鬼怒中学校 キヌチュウガッコウ								文化祭手伝い ブンカサイテツダ				1

																																		ヘアモード研究会 ケンキュウカイ								理容 リヨウ				1

		七月 ７ガツ		七夕祭り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地域育成会合同ラジオ体操 タナバタマツチイキイクセイカイゴウドウタイソウ						７月７日　　　　　　　　　　７月３０日～８月３日 ガツニチガツニチガツニチ

																																		斉藤 サイトウ								傾聴 ケイチョウ				39

																																		ＵＩゼンセン同盟高田労働組合 ドウメイタカタロウドウクミアイ								カキ氷機寄贈 ゴオリキキゾウ				1

																																		シェイクハンズ友の会 トモカイ								車椅子寄贈 クルマイスキゾウ				1

		八月 ハチガツ		納涼盆踊り大会前夜祭　　　　　　　　納涼盆踊り大会 ノウリョウボンオドタイカイゼンヤサイノウリョウボンオドタイカイ						８月３日　　　　　　　　　　８月４日 ガツニチガツニチ

		九月 クガツ		夜間避難訓練　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平石地区敬老会 ヤカンヒナンクンレンヒライシチクケイロウカイ						９月８日　　　　　　　　　９月１７日　　 ガツニチガツニチ

		十月 ジュウガツ		運動会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平出幼稚園訪問 ウンドウカイヒライデヨウチエンホウモン						１０月上旬 ガツジョウジュン

																																主食 シュショク

		十一月 １１ガツ		高砂荘文化祭 タカサゴソウブンカサイ						41,236																								本館 ホンカン		新館 シンカン		本館 ホンカン		新館 シンカン		本館 ホンカン		新館 シンカン		本館 ホンカン		新館 シンカン		本館 ホンカン		新館 シンカン		本館 ホンカン		新館 シンカン		本館 ホンカン		新館 シンカン

																																ごはん		6		21		7		4		0		3		2		3		0		0		0		0		15		31

																																かゆ		0		0		5		0		6		4		6		8		6		5		0		0		23		17

		十二月 １２ガツ		クリスマス会 カイ						41,268																						ソフト食 ショク		0		0		0		0		0		0		0		0		4		0		0		0		4		2

																																経管食 ケイカンショク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		2		3		2

																																合計 ゴウケイ		6		21		12		4		6		7		8		11		10		5		3		2		45		50

		一月 １ガツ		初詣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書初め　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　初笑い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　祈願祭 ハツモウデカキゾハツワラキガンサイ						１月１日　　　　　　　　　　　　　　　　１月２日　　　　　　　　　　　　　　　　１月３日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１月４日 ガツニチガツニチガツニチガツニチ

		二月 ２ガツ		節分　 セツブン						40,942

		三月 ３ガツ		ひなまつり　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平出幼稚園ふれあい訪問 ヒライデヨウチエンホウモン						３月３日　　　　　　　　　　　　　　　　　３月４日 ガツニチガツニチ

						本館												新館

						男				女				合計				男				女				合計

						実人数		入院日数		実人数		入院日数		実人数		入院日数		実人数		入院日数		実人数		入院日数		実人数		入院日数

				４月		0		0		0		0		0		0		0		0		1		30		1		30

				５月		0		0		0		0		0		0		0		0		1		17		1		17

				６月		0		0		0		0		0		0		0		0		1		8		1		8

				７月		0		0		2		52		2		52		0		0		1		18		1		18

				８月		0		0		1		4		1		4		1		1		0		0		1		1

				９月		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				１０月		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				１１月		0		0		1		12		1		12		1		2		0		0		1		2

				１２月		0		0		2		22		2		22		1		1		0		0		1		1

				１月		0		0		1		13		1		13		0		0		0		0		0		0

				２月 ガツ		0		0		2		31		2		31		0		0		0		0		0		0

				３月 ガツ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				合計		0		0		9		134		9		134		3		4		4		73		7		77





Sheet2

				熱量 ネツリョウ		蛋白質 タンパクシツ		脂質 シシツ		カルシウム		鉄 テツ		ビタミン

		月 ツキ		ｋcal		ｇ		ｇ		ｍｇ		ｍｇ		レチノールｍｇ		Ｂ１　　　ｍｇ		Ｂ２　　　ｍｇ		Ｃ　　　　ｍｇ

		４月 ガツ		1503		63.7		37.7		592		8.9		942		0.91		1.05		105

		５月		1517		66.1		37.8		954		9.1		986		0.93		1.05		103

		６月		1515		64.6		38.1		604		9.1		1117		0.89		1.08		102

		７月		1527		64.8		39.4		582		8.9		995		0.97		1.03		98

		８月		1524		64.2		38.5		602		9.3		1106		0.90		1.09		101

		９月		1577		65.6		41.5		586		8.9		1046		1.01		1.09		104

		１０月		1548		64.0		39.2		601		9.1		1161		0.93		1.07		100

		１１月		1560		67.6		38.9		585		8.8		1015		1.04		1.08		112

		１２月		1537		64.1		38.9		610		9.2		1152		0.92		1.09		108

		１月		1571		68.1		41.0		610		9.4		1064		1.04		1.12		111

		２月		1536		63.6		39.0		630		9.2		951		0.92		1.06		111

		３月		1553		67.8		40.0		605		9.3		1052		1.01		1.09		114

		平均摂取量 ヘイキンセッシュリョウ		1539		65.4		39.2		630		9.1		1049		0.96		1.08		106

		目標量 モクヒョウリョウ		1450		56.2		36.0		600		7.0		910		0.9		1.0		100
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１４ 

面会状況 

回数 ０回 １回 ２～５回 ６～１１回 １２回以上

人数 3 1 3 8 33

本館 

新館 
回数 ０回 １回 ２～５回 ６～１１回 １２回以上

人数 0 0 0 9 40

小中学校実習・体験受け入れ状況 

学校等実習受け入れ状況 

学校名 人数 実施日

平石北小学校３，４年ふれあい体験 ２７名 7月21日

平石北小学校６年ふれあい体験 ３０名 2月2日

鬼怒中学校宮っ子チャレンジ 1名 １２月５日～１２月９日
国際医療福祉大学 ４名 ３月１６日～３月１８日

学校・養成施設名 実人数 延日数

国際医療福祉大学 4名 88日

宇都宮短期大学 1名 20日

自治医科大学 5名 1日

教職員研修 11名 55日

介護体験 1名 2日

シルバー大学 29名 2日

准看護師 14名 56日

宇都宮家庭裁判所 3名 9日

平成２９年３月３１日現在 

宇都宮市介護相談員派遣事業受入れ状況（新館） 

実施日 4月8日 4月18日 5月11日 5月23日 6月6日 6月20日
人数 2 2 2 2 2 2

実施月 7月1日 7月13日 8月4日 8月25日 9月1日 9月12日 合計
人数 2 2 2 2 2 2 24


Sheet1

		回数 カイスウ		０回 カイ		１回 カイ		２～５回 カイ		６～１１回 カイ		１２回以上 カイイジョウ

		人数 ニンズウ		3		1		3		8		33

		回数 カイスウ		０回 カイ		１回 カイ		２～５回 カイ		６～１１回 カイ		１２回以上 カイイジョウ

		人数 ニンズウ		1		0		2		3		48
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Sheet1

		回数 カイスウ		０回 カイ		１回 カイ		２～５回 カイ		６～１１回 カイ		１２回以上 カイイジョウ

		人数 ニンズウ		0		0		0		9		40

		回数 カイスウ		０回 カイ		１回 カイ		２～５回 カイ		６～１１回 カイ		１２回以上 カイイジョウ

		人数 ニンズウ		0		0		3		7		39
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Sheet1

		学校名 ガッコウメイ		人数 ニンズウ		実施日 ジッシビ

		平石北小学校３，４年ふれあい体験 ヒライシキタショウガッコウネンタイケン		２７名 メイ		42,572

		平石北小学校６年ふれあい体験 ヒライシキタショウガッコウネンタイケン		３０名 メイ		42,402

		鬼怒中学校宮っ子チャレンジ キヌチュウガッコウミヤコ		1名 メイ		１２月５日～１２月９日 ガツニチガツニチ

		国際医療福祉大学 コクサイイリョウフクシダイガク		４名 メイ		３月１６日～３月１８日 ガツニチガツニチ
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Sheet1

		学校・養成施設名 ガッコウヨウセイシセツメイ		実人数 ジツニンズウ		延日数 ノベニッスウ

		国際医療福祉大学 コクサイイリョウフクシダイガク		4名 メイ		88日 ニチ

		宇都宮短期大学 ウツノミヤタンキダイガク		1名 メイ		20日 ニチ

		自治医科大学 ジチイカダイガク		5名 メイ		1日 ニチ

		教職員研修 キョウショクインケンシュウ		11名 メイ		55日 ニチ

		介護体験 カイゴタイケン		1名 メイ		2日 ニチ

		シルバー大学 ダイガク		29名 メイ		2日 ニチ

		准看護師 ジュンカンゴシ		14名 メイ		56日 ニチ

		宇都宮家庭裁判所 ウツノミヤカテイサイバンショ		3名 メイ		9日 ニチ
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Sheet1

		配食サービス ハイ ショク		受託数１４２７食・受託外３０４４食 ジュタク スウ ショク ジュタク ガイ ショク

		認知症介護指導者講師 ニンチショウ カイゴ シドウシャ コウシ		１０回 カイ

		栄養士講師派遣 エイヨウシ コウシ ハケン

		ヨガ講師派遣 コウシ ハケン		老人会・介護予防教室　７８回 ロウジンカイ カイゴ ヨボウ キョウシツ カイ

		地域行事参加協力 チイキ ギョウジ サンカ キョウリョク

		施設開放 シセツ カイホウ

		栄養講座・料理教室
（ことぶき会館） エイヨウ コウザ リョウリ キョウシツ カイカン		栄養講座１０回（延２１３名）・料理教室１０回（延１７６名） エイヨウ コウザ カイ ノベ メイ リョウリ キョウシツ カイ ノベ メイ

		サロン運営
（お楽しみ会） ウンエイ タノ カイ		２２回（延３２９名） カイ ノベ メイ

		地域へのお弁当提供 チイキ ベントウ テイキョウ		回 カイ

						御幸地区独り暮らし給食の集い ミユキ チク ヒト グ キュウショク ツド

						日付 ヒヅケ		食数 ショク スウ		日付 ヒヅケ		食数 ショク スウ

						42510		２９食 ショク		42692		２７食 ショク

						42538		３0食 ショク		42720		２９食 ショク

						42566		３1食 ショク		42783		２８食 ショク

						42601		２９食 ショク		42811		３１食 ショク

						42664		２８食 ショク

						東組東  弁当 ヒガシ グミ ヒガシ ベントウ

						日付 ヒヅケ		食数 ショク スウ		日付 ヒヅケ		食数 ショク スウ

						42472		３食 ショク		42653		４食 ショク

						42500		３食 ショク		42682		４食 ショク

						42535		３食 ショク		42717		４食 ショク

						42563		３食 ショク		42745		４食 ショク

						42591		４食 ショク		42780		４食 ショク

						42626		４食 ショク		42443		４食 ショク





Sheet2

		月 ツキ		利用実件数 リヨウ ジツ ケンスウ		利用延件数 リヨウ ノベ ケンスウ		男女別 ダンジョ ベツ				送迎利用数 ソウゲイ リヨウ スウ		利用日数 リヨウ ニッスウ		要介護度別 ヨウカイゴ ド ベツ										高齢者短期宿泊 コウレイシャ タンキ シュクハク		措置 ソチ		自立 ジリツ

								男性 ダンセイ		女性 ジョセイ						要介護１ ヨウカイゴ		要介護２ ヨウカイゴ		要介護３ ヨウカイゴ		要介護４ ヨウカイゴ		要介護５ ヨウカイゴ

		4月 ガツ		9		16		3		6		25		88		2		1		0		4		2		0		0		0

		5月		9		22		4		5		34		101		2		1		0		5		1		0		0		0

		6月		5		14		2		3		21		61		1		1		0		2		1		1		0		0

		7月		11		16		3		8		26		53		1		2		1		4		3		0		0		0

		8月		7		11		2		5		21		37		2		2		1		1		1		0		0		0

		9月		9		18		1		8		29		50		2		3		0		1		3		0		0		0

		10月		11		19		1		10		25		87		3		3		0		3		2		0		0		0

		11月		7		17		1		6		27		72		2		2		0		2		1		0		0		0

		12月		7		19		1		6		28		67		2		2		0		2		2		0		0		0

		1月		9		17		2		7		23		60		2		3		0		2		2		0		0		0

		2月		7		10		2		5		14		54		1		1		0		3		2		0		0		0

		3月		8		17		2		6		21		64		1		1		0		4		2		0		0		0

		合計 ゴウケイ		99		196		24		75		294		794		21		22		2		33		22		1		0		0



				稼働率 カドウ リツ				365		×		3		＝		1095

								794		÷		1095		＝		72.51%



				Ｈ26年度 ネン ド				58.10%

				Ｈ27年度 ネン ド				45.00%																短期入所生活介護 タンキ ニュウショ セイカツ カイゴ

				Ｈ28年度 ネン ド				72.51%				 昨年度より 27.51％アップしました サクネンド												管理者    澤山和之 カンリシャ サワヤマ カズユキ





Sheet3

		開催日 カイサイビ		４月７日 ガツ ニチ		４月２１日 ガツ ニチ		５月５日 ガツ ニチ		５月１９日 ガツ ニチ		６月２日 ガツ ニチ		６月１６日 ガツ ニチ		７月７日 ガツ ニチ		７月２１日 ガツ ニチ

		参加者数 サンカシャ スウ		16		18		17		18		19		17		18		17



		開催日 カイサイビ		８月４日 ガツ ニチ		８月１８日 ガツ ニチ		９月１日 ガツ ニチ		９月１５日 ガツ ニチ		１０月６日 ガツ ニチ		１０月２０日 ガツ ニチ		１１月３日 ガツ ニチ		１１月１７日 ガツ ニチ

		参加者数 サンカシャ スウ		19		19		18		18		17		19		18		18



		開催日 カイサイビ		１２月１日 ガツ ニチ		１２月１５日 ガツ ニチ		１月５日 ガツ ニチ		１月１９日 ガツ ニチ		２月２日 ガツ ニチ		２月１６日 ガツ ニチ		３月２日 ガツ ニチ		３月１６日 ガツ ニチ

		参加者数 サンカシャ スウ		19		18		18		18		19		18		18		19



		延べ参加者数 ノ サンカシャ スウ				433

		平均参加者数 ヘイキン サンカシャ スウ				18
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		実施日		42833		42843		42866		42878		42892		42906

		人数		2		2		2		2		2		2



		実施月		42917		42929		42951		42972		42979		42990		合計

		人数		2		2		2		2		2		2		24







１５ 

地域交流 

日   付 内     容

４月１７日 平出雷電神社春大祭

５月２８日 平石北小学校運動会

６月５日 北組公民館廃品回収

６月１８日 鬼怒中学校 体育祭

７月１７日 平出雷電神社夏祭り

８月１日～８月５日 北組子供会合同ラジオ体操

８月５日 北組子供会合同盆踊り前夜祭

８月６日 北組子供会合同盆踊り大会

８月２８日 北組公民館廃品回収

９月１９日 平石地区敬老会

１０月４日 平石地区防災訓練

１０月８日 デイサービスあざみ祭り

１０月１７日 平出幼稚園おゆうぎ訪問

１１月１８日 平石北小学校収穫祭

１１月２０日 平出雷電神社秋祭り

１１月２４日 北斗会避難訓練参加

１２月４日 北組公民館廃品回収

１２月６日 北組自治会廃品回収

１２月３０日 平石１１分団納会

１月１４日 北組自治会どんど焼き

２月２８日 平石北小学校ふれあい教室

３月３日 平出幼稚園ひなまつり訪問

３月５日 北組公民館廃品回収


Sheet1

		日   付		内     容

		４月１７日 ガツニチ		平出雷電神社春大祭

		５月２８日 ガツニチ		平石北小学校運動会

		６月５日 ニチ		北組公民館廃品回収 キタグミコウミンカンハイヒンカイシュウ

		６月１８日 ニチ		鬼怒中学校 体育祭

		７月１７日 ガツニチ		平出雷電神社夏祭り ヒライデライデン

		８月１日～８月５日 ガツニチガツニチ		北組子供会合同ラジオ体操

		８月５日 ニチ		北組子供会合同盆踊り前夜祭

		８月６日 ガツニチ		北組子供会合同盆踊り大会

		８月２８日 ガツニチ		北組公民館廃品回収 キタグミコウミンカンハイヒンカイシュウ

		９月１９日 ガツニチ		平石地区敬老会

		１０月４日		平石地区防災訓練

		１０月８日 ガツニチ		デイサービスあざみ祭り マツ

		１０月１７日 ガツニチ		平出幼稚園おゆうぎ訪問

		１１月１８日 ガツニチ		平石北小学校収穫祭

		１１月２０日 ガツニチ		平出雷電神社秋祭り ヒライデアキ

		１１月２４日 ガツニチ		北斗会避難訓練参加 ホクトカイヒナンクンレンサンカ

		１２月４日 ガツニチ		北組公民館廃品回収 キタグミコウミンカンハイヒンカイシュウ

		１２月６日		北組自治会廃品回収

		１２月３０日 ニチ		平石１１分団納会

		１月１４日 ガツニチ		北組自治会どんど焼き

		２月２８日 ガツニチ		平石北小学校ふれあい教室 ヒライシキタショウガッコウ

		３月３日 ガツニチ		平出幼稚園ひなまつり訪問 ホウモン

		３月５日 ガツニチ		北組公民館廃品回収 キタグミコウミンカンハイヒンカイシュウ
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１６ 

見学・研修・その他 

項目 延人数 日数

認知症介護実践リーダー研修 2名 １日

宇都宮市新任職員研修 １０名 ２日

ボランティア名 内容 回数

五十嵐一門 茶道 10回

わらく 傾聴・歌会 11回

シルバー大OB ホーム喫茶 11回

斉藤  様 傾聴 30回

ヘアモード研究会 理容 1回

いずみ会 民謡 5回

若鮎会 歌 2回

喜峰会 民謡 1回

歌謡劇団若 歌 1回

鬼怒中学校 文化祭手伝い 1回

ムーンライト バンド 4回

平石北小学校 むかし遊び 1回

今泉コーラス コーラス 1回

楽笑会 手品等 1回

下野そばの会 そば打ち 1回

花の会 フラダンス 1回

さくら民謡会 民謡 1回

平出幼稚園 おゆうぎ 1回

ボランティア等受け入れ 


Sheet1

		項目 コウモク		延人数 ノベニンズ		日数 ニッスウ

		認知症介護実践リーダー研修 ニンチショウカイゴジッセンケンシュウ		2名 メイ		１日 ニチ

		宇都宮市新任職員研修 ウツノミヤシシンニンショクインケンシュウ		１０名 メイ		２日 ニチ
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Sheet1

		ボランティア名 メイ		内容 ナイヨウ		回数 カイスウ

		五十嵐一門 イガラシイチモン		茶道 サドウ		10回 カイ

		わらく		傾聴・歌会 ケイチョウウタカイ		11回 カイ

		シルバー大OB ダイ		ホーム喫茶 キッサ		11回 カイ

		斉藤  様 サイトウサマ		傾聴 ケイチョウ		30回 カイ

		ヘアモード研究会 ケンキュウカイ		理容 リヨウ		1回 カイ

		いずみ会 カイ		民謡 ミンヨウ		5回 カイ

		若鮎会 ワカアユカイ		歌 ウタ		2回 カイ

		喜峰会 キホウカイ		民謡 ミンヨウ		1回 カイ

		歌謡劇団若 カヨウゲキダンワカ		歌 ウタ		1回 カイ

		鬼怒中学校 キヌチュウガッコウ		文化祭手伝い ブンカサイテツダ		1回 カイ

		ムーンライト		バンド		4回 カイ

		平石北小学校 ヒライシキタショウガッコウ		むかし遊び アソ		1回 カイ

		今泉コーラス イマイズミ		コーラス		1回 カイ

		楽笑会 ラクショウカイ		手品等 テジナトウ		1回 カイ

		下野そばの会 シモツケカイ		そば打ち ウ		1回 カイ

		花の会 ハナカイ		フラダンス		1回 カイ

		さくら民謡会 ミンヨウカイ		民謡 ミンヨウ		1回 カイ

		平出幼稚園 ヒライデヨウチエン		おゆうぎ		1回 カイ
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１７ 

季節行事 内容 食事 その他

四

月

花見（随時） 入居者全員を対象

広琳寺・ベルモール・かしの

森公園へ花見

４日劇団若　８日ホーム喫茶　７日・２１日リリムジカ

19日・傾聴わらく　２０日新館健康診断

２０日職員自主研修会

２１日本館健康診断　２２日茶道クラブ・買い物

理容

五

月

料理クラブ

こどもの日

手打ちうどん・豚汁をつくる ちらし寿司・若竹汁・季節の

野菜炊き合わせ

５日・１９日リリムジカ　１０日理容　１３日ホーム喫茶

１１日。１２日新館ワックスがけ　１７日傾聴わらく

２１日バンドムーンライト　２２日カラオケ若鮎会

２４日買い物　２７日民謡いずみ会

六

月

５日本館家族懇談会

１２日新館家族懇談会

家族懇談会

お茶会

新館お茶会デザート本館ホッ

トケーキ

２日・１６日リリムジカ　３日職員健康診断

１０日ホーム喫茶　１１日フラワーアレンジメント

２０日職員自主研修会　２１日買い物・傾聴わらく

２５日今泉コーラス　２８日手品楽笑会

七

月

２日バーベキュー

７日七夕まつり

入居者全員対象 七夕そうめん・天ぷらバーベ

キュー

７日・２１日リリムジカ　８日ホーム喫茶

９日民謡いずみ会　１２日理容　　１９日傾聴わらく

２２日買い物　２３日バンドムーンライト

２７日盆踊り打ち合わせ

八

月

１日～５日子供会合同ラジオ体

操　６日盆踊り前夜祭

６日納涼盆踊り大会

入居者全員・家族

  地域対象

焼きそば・ビール・かき氷・す

いか。ジュース

４日・１８日リリムジカ　９日理容　１９日ホーム喫茶

２２日職員自主研修会　２３日買い物

九

月

３日夜間避難訓練

１９日敬老会

地域防災ネットワーク、地域

住民等見学

平石地区市民センターで

   演芸等

赤飯・さつま汁・豚しゃぶ・紅

白まんじゅう

１日・１５日リリムジカ　９日ホーム喫茶

１０日下野そば打ち　１３日理容　２０日傾聴わらく

２３日買い物　２４日民謡いずみ会

２７日・２８日宇都宮市新任職員研修

※　本館玄関ポーチ改修工事

十

月

１９日本館新館合同運動会 本館新館合同で本館食堂に

て運動会を開催。

おにぎり・のっぺい汁・豚肉

巻

６日・２０日リリムジカ　８日バンドムーンライト

１１日理容　１２日新館県歯科巡回指導

１８日傾聴わらく　１３日・１４日入居者健康診断

１７日平出幼稚園お遊戯披露　２１日買い物　２０日

職員自主研修会

十

一

月

２３日文化祭 入居者全員・家族・地域対

象

作品展示

模擬店

入居者による演技

高砂弁当・てづくりデザート・

山菜おこわ・芋フライ・お好み

焼き棒・アメリカンドック

３日・１７日リリムジカ　８日理容　１４日展示準備

１５日傾聴わらく　１８日買い物　２５日民謡いずみ会

※本館浴室改装工事　11月から2月

十

二

月

クリスマス会

２８日もちつき

ケーキ作り

入居者全員対象

新館・ベビーカステラ作り・サ

ンドイッチ作り本館・ババロア

デコレーション

１日・１５日リリムジカ　４日カラオケ若鮎会

７日本館県歯科巡回指導　１１日バンドムーンライト

１３日理容　１６日買い物　２０日傾聴わらく・職員自

主研修会　２３日フラダンス花の会

一

月

１日元日初詣　２日書初め

４日祈願祭

平出雷電神社へ初詣 おせちバイキング ５日・１９日リリムジカ　１０日理容

１２日民謡さくら民謡会　１３日ホーム喫茶

１４日地区どんど焼き　１７日傾聴わらく

２４日買い物

二

月

３日節分 入居者全員対象

豆まき

のり巻き・しもつかれ ２日・１６日リリムジカ　１０日ホーム喫茶　１４日理容

２０日職員自主研修会　２１日傾聴わらく・買い物

三

月

３日平出幼稚園ひなまつり訪問 幼稚園児との交流 ちらし寿司・潮汁さわらの煮

付け・菜の花辛し和え・菱餅

風ようかん

２日・１６日リリムジカ　１４日理容　２１日傾聴わらく

２４日民謡いずみ会

施設年間行事実施状況 
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				季節行事 キセツ ギョウジ		内容 ナイヨウ		食事 ショクジ		その他 タ

		四月 ４ガツ		花見（随時）
 ハナミ ズイジ		入居者全員を対象
広琳寺・ベルモール・かしの森公園へ花見 ニュウキョ コウ リン ジ モリ コウエン ハナミ				４日劇団若　８日ホーム喫茶　７日・２１日リリムジカ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19日・傾聴わらく　２０日新館健康診断　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０日職員自主研修会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２１日本館健康診断　２２日茶道クラブ・買い物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２６日理容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ニチ ゲキダン ワカ ニチ キッサ ニチ ニチ ケイチョウ ニチ シンカン ケンコウ シンダン ニチ ショクイン ジシュ ケンシュウカイ ニチ ホンカン ケンコウ シンダン ニチ サドウ カ モノ ニチ リヨウ

		五月 ５ガツ		料理クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こどもの日 リョウリ ヒ		手打ちうどん・豚汁をつくる テウ トン ジル		ちらし寿司・若竹汁・季節の野菜炊き合わせ ズシ ワカタケ ジル キセツ ヤサイ タ ア		５日・１９日リリムジカ　１０日理容　１３日ホーム喫茶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１日。１２日新館ワックスがけ　１７日傾聴わらく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２１日バンドムーンライト　２２日カラオケ若鮎会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２４日買い物　２７日民謡いずみ会 ニチ ニチ ニチ リヨウ ニチ キッサ ニチ ニチ シンカン ニチ ケイチョウ ニチ ニチ ワカ アユ カイ ニチ カ モノ ニチ ミンヨウ カイ

		六月 ６ガツ		５日本館家族懇談会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１２日新館家族懇談会 ニチ ホンカン カゾク コンダンカイ ニチ シンカン カゾク コンダンカイ		家族懇談会
お茶会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 カゾク コンダンカイ チャカイ		新館お茶会デザート本館ホットケーキ シンカン チャカイ ホンカン		２日・１６日リリムジカ　３日職員健康診断　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０日ホーム喫茶　１１日フラワーアレンジメント　　　２０日職員自主研修会　２１日買い物・傾聴わらく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２５日今泉コーラス　２８日手品楽笑会 ニチ ニチ ニチ ショクイン ケンコウ シンダン ニチ キッサ ニチ ニチ ショクイン ジシュ ケンシュウカイ ニチ カ モノ ケイチョウ ニチ イマイズミ ニチ テジナ ラク ショウ カイ

		七月 ７ガツ		２日バーベキュー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７日七夕まつり ニチ ニチ タナバタ		入居者全員対象
 ニュウキョシャ ゼンイン タイショウ		七夕そうめん・天ぷらバーベキュー タナバタ テン		７日・２１日リリムジカ　８日ホーム喫茶　　　　　　　　　　９日民謡いずみ会　１２日理容　　１９日傾聴わらく　　２２日買い物　２３日バンドムーンライト　　　　　　　　　２７日盆踊り打ち合わせ ニチ ニチ ニチ キッサ ニチ ミンヨウ カイ ニチ リヨウ ニチ ケイチョウ ニチ カ モノ ニチ ニチ ボンオド ウ ア

		八月 ８ガツ		１日～５日子供会合同ラジオ体操　６日盆踊り前夜祭　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６日納涼盆踊り大会 ニチ ニチ コドモカイ ゴウドウ タイソウ ニチ ボンオド ゼンヤサイ ニチ ノウリョウ ボンオド タイカイ		入居者全員・家族
  地域対象 ニュウキョシャ ゼンイン カゾク チイキ タイショウ		焼きそば・ビール・かき氷・すいか。ジュース ヤ ゴオリ		４日・１８日リリムジカ　９日理容　１９日ホーム喫茶　　　２２日職員自主研修会　２３日買い物　　　 ニチ ニチ ニチ リヨウ ニチ キッサ ニチ ショクイン ジシュ ケンシュウカイ ニチ カ モノ

		九月 ９ガツ		３日夜間避難訓練　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１９日敬老会 ニチ ヤカン ヒナン クンレン ニチ ケイロウカイ		地域防災ネットワーク、地域住民等見学　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平石地区市民センターで
   演芸等 チイキ ボウサイ チイキ ジュウミン トウ ケンガク ヒライシ チク シミン エンゲイ トウ		赤飯・さつま汁・豚しゃぶ・紅白まんじゅう セキハン ジル ブタ コウハク		１日・１５日リリムジカ　９日ホーム喫茶　　　　　　　　　　１０日下野そば打ち　１３日理容　２０日傾聴わらく　　　２３日買い物　２４日民謡いずみ会　　　　　　　　　　　　２７日・２８日宇都宮市新任職員研修　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※　本館玄関ポーチ改修工事 ニチ ニチ ニチ キッサ ニチ シモツケ ウ ニチ リヨウ ニチ ケイチョウ ニチ カ モノ ニチ ミンヨウ カイ ニチ ニチ ウツノミヤシ シンニン ショクイン ケンシュウ ホンカン ゲンカン カイシュウ コウジ

		十月 １０ガツ		１９日本館新館合同運動会 ニチ ホンカン シンカン ゴウドウ ウンドウカイ		本館新館合同で本館食堂にて運動会を開催。 ホンカン シン カン ゴウドウ ホンカン ショクドウ カイサイ		おにぎり・のっぺい汁・豚肉巻 ジル ブタニク マキ		６日・２０日リリムジカ　８日バンドムーンライト　　　　　１１日理容　１２日新館県歯科巡回指導　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１８日傾聴わらく　１３日・１４日入居者健康診断　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１７日平出幼稚園お遊戯披露　２１日買い物　２０日職員自主研修会 ニチ ニチ ニチ ニチ リヨウ ニチ シンカン ケン シカ ジュンカイ シドウ ニチ ケイチョウ ニチ ニチ ニュウキョシャ ケンコウ シンダン ニチ ヒライデ ヨウチエン ユウギ ヒロウ ニチ カ モノ ニチ ショクイン ジシュ ケンシュウカイ

		十一月 １１ガツ		２３日文化祭 ニチ ブンカ サイ		入居者全員・家族・地域対象
作品展示
模擬店
入居者による演技 ニュウキョシャ サクヒン テンジ モギテン ニュウキョシャ エンギ		高砂弁当・てづくりデザート・山菜おこわ・芋フライ・お好み焼き棒・アメリカンドック タカサゴ ベントウ サンサイ イモ コノ ヤ ボウ		３日・１７日リリムジカ　８日理容　１４日展示準備　　　　　　１５日傾聴わらく　１８日買い物　２５日民謡いずみ会　※本館浴室改装工事　11月から2月　 ニチ ニチ ニチ リヨウ ニチ テンジ ジュンビ ニチ ケイチョウ ニチ カ モノ ニチ ミンヨウ カイ

		十二月 １２ガツ		クリスマス会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２８日もちつき カイ ニチ		ケーキ作り
入居者全員対象
   ツク ニュウキョ タイショウ		新館・ベビーカステラ作り・サンドイッチ作り本館・ババロアデコレーション シンカン ツク ツク ホンカン		１日・１５日リリムジカ　４日カラオケ若鮎会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７日本館県歯科巡回指導　１１日バンドムーンライト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３日理容　１６日買い物　２０日傾聴わらく・職員自主研修会　２３日フラダンス花の会　 ニチ ニチ ニチ ワカ アユ カイ ニチ ホンカン ケン シカ ジュンカイ シドウ ニチ ニチ リヨウ ニチ カ モノ ニチ ケイチョウ ショクイン ジシュ ケンシュウカイ ニチ ハナ カイ

		一月 １ガツ		１日元日初詣　２日書初め　　　　　　　　　　　　　　４日祈願祭　 ニチ ガンジツ ハツモウデ ニチ カキゾ ニチ キガンサイ		平出雷電神社へ初詣 ヒライデ ライデン ジンジャ ハツモウデ		おせちバイキング		５日・１９日リリムジカ　１０日理容　　　　　　　　　　　　　１２日民謡さくら民謡会　１３日ホーム喫茶　　　　　　　　１４日地区どんど焼き　１７日傾聴わらく　　　　　　　　　２４日買い物　 ニチ ニチ ニチ リヨウ ニチ ミンヨウ ミンヨウ カイ ニチ キッサ ニチ チク ヤ ニチ ケイチョウ ニチ カ モノ

		二月 ２ガツ		３日節分 ニチ セツブン		入居者全員対象
豆まき ニュウキョシャ ゼンイン タイショウ マメ		のり巻き・しもつかれ マ		２日・１６日リリムジカ　１０日ホーム喫茶　１４日理容　　　　　　　　　　　　　２０日職員自主研修会　２１日傾聴わらく・買い物                     ニチ ニチ ニチ キッサ ニチ リヨウ ニチ ショクイン ジシュ ケンシュウカイ ニチ ケイチョウ カ モノ

		三月 ３ガツ		３日平出幼稚園ひなまつり訪問 ニチ ヒライデ ヨウチエン ホウモン		幼稚園児との交流 ヨウチエン ジ コウリュウ		ちらし寿司・潮汁さわらの煮付け・菜の花辛し和え・菱餅風ようかん ズシ ウシオ ジル ニツ ナ ハナ カラ ア ヒシモチ フウ		２日・１６日リリムジカ　１４日理容　２１日傾聴わらく　　　　２４日民謡いずみ会　 ニチ ニチ ニチ リヨウ ニチ ケイチョウ ニチ ミンヨウ カイ
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短期入所生活介護（ショートステイ）   実績 
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短期入所生活介護

管理者　澤山和之
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H28

		短期入所生活介護（ショートステイ）　実績 タンキ ニュウショ セイカツ カイゴ ジッセキ																																		H２８・４		新規 シンキ																H２８・５		新規 シンキ																		H２８・６		新規 シンキ



																																				介護１ カイゴ		介護２ カイゴ		介護３ カイゴ		介護４ カイゴ		介護５ カイゴ		合計 ゴウケイ								介護１ カイゴ		介護２ カイゴ		介護３ カイゴ		介護４ カイゴ		介護５ カイゴ		合計 ゴウケイ										介護１ カイゴ		介護２ カイゴ		介護３ カイゴ		介護４ カイゴ		介護５ カイゴ		合計 ゴウケイ

		月 ツキ		利用実人数 リヨウ ジツ ニンズウ		利用延件数 リヨウ ノベ ケンスウ		男女別 ダンジョ ベツ				送迎利用数 ソウゲイ リヨウ スウ		利用総日数 リヨウ ソウ ニッスウ		要介護度別 ヨウカイゴ ド ベツ										高齢者短期宿泊 コウレイシャ タンキ シュクハク		措置 ソチ		自立 ジリツ						高橋チヨ タカハシ		檜山ミイ ヒヤマ				櫻井アサ子 サクライ コ		髙橋友通 タカハシ トモミチ										高橋チヨ タカハシ		檜山ミイ ヒヤマ				櫻井アサ子 サクライ コ		神南節子 カンナン セツコ												斉藤チヨ サイトウ		檜山ミイ ヒヤマ				石川　一 イシカワ イチ		田辺正介 タナベ ショウ スケ

																																				斉藤チヨ サイトウ						田辺正介 タナベ ショウ スケ		髙橋ミチエ タカハシ										斉藤チヨ サイトウ						田辺正介 タナベ ショウ スケ																				柴山富子 シバヤマ トミコ

								男 オトコ		女 オンナ						要介護１ ヨウカイゴ		要介護２ ヨウカイゴ		要介護３ ヨウカイゴ		要介護４ ヨウカイゴ		要介護５ ヨウカイゴ																		柴山富子 シバヤマ トミコ																		柴山富子 シバヤマ トミコ

																																										石川　一 イシカワ イチ																		石川　一 イシカワ イチ

																																																												菊地孝 キクチ タカシ

																																				2		1		0		4		2		9								2		1		0		5		1		9



																																				男 オトコ		女 オンナ																男 オトコ		女 オンナ																		男 オトコ		女 オンナ

																																				3		6																4		5																		2		3



		4月 ツキ		9		16		3		6		25		88		2		1		0		4		2		0		0		0								利用日数 リヨウ ニッスウ		送迎数 ソウゲイ スウ		件数 ケンスウ														利用日数 リヨウ ニッスウ		送迎数 ソウゲイ スウ		件数 ケンスウ																利用日数 リヨウ ニッスウ		送迎数 ソウゲイ スウ		件数 ケンスウ

																																30		90		高橋チヨ		2		0		1												高橋チヨ タカハシ		2		2		1														斉藤チヨ サイトウ		3		2		1

																																				斉藤チヨ		3		2		1												斉藤チヨ サイトウ		3		2		1														檜山ミイ ヒヤマ		16		8		4

		5月		10		23		3		7		34		104		2		1		0		6		1		0		0		0						檜山ミイ		18		9		5												檜山ミイ ヒヤマ		18		9		5														田辺正介 タナベ ショウ スケ		6		3		2

																																31		93		櫻井アサ子		29		1		1												櫻井アサ子 サクライ コ		29		4		3														柴山富子 シバヤマ トミコ		8		8		4

																																61				田辺正介		3		1		1												田辺正介 タナベ ショウ スケ		6		4		2														石川　一 イシカワ イチ		28		0		3

		6月		5		15		2		3		22		62		1		1		0		2		1		1		0		0						柴山富子		8		8		4												柴山富子 シバヤマ トミコ		9		9		5

																																30		90		髙橋友通		3		2		1												石川　一 イシカワ イチ		28		0		3

																																91				髙橋ミチエ		3		2		1												菊地孝 キクチ タカシ		4		2		1

		7月		11		16		3		8		26		53		2		1		1		5		2		0		0		0						石川　一		19		0		1												神南節子 カンナン セツコ		2		2		1

																																31		93

																																122

		8月		9		14		3		6		23		41		2		2		1		1		3		0		0		0

																																31		93

																																153

		9月		9		18		1		8		29		50		2		3		0		1		3		0		0		0

																																30		90

																																183

		10月		11		18		1		10		20		85		3		3		0		3		2		0		0		0

																																31		93

																																214

		11月		7		17		1		6		27		72		2		2		0		2		1		0		0		0

																																30		90

																																244		732

		12月		8		19		1		7		28		67		2		2		0		2		2		0		0		0						9		88		25		16												9		101		34		22														5		61		21		14

																																31		93

																																275		825

		1月		9		17		2		7		23		60		2		3		0		2		2		0		0		0								月稼働率 ツキ カドウ リツ		88		日 ニチ		÷		90		日 ニチ								月稼働率 ツキ カドウ リツ		101		日 ニチ		÷		93		日 ニチ										月稼働率 ツキ カドウ リツ		61		日 ニチ		÷		90		日 ニチ

																																31		93

																																306		918						＝		97		％														＝		100.08		％																＝		67		％

		2月		7		10		2		5		14		54		1		1		0		3		2		0		0		0

																																28		84

																																334		1002

		3月		10		18		3		7		23		66		1		2		0		4		3		0		0		0

																																31		93

																																365		1095

		計 ケイ		105		201		25		80		294		802		22		22		2		35		24		1		0		0
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		月 ツキ		利用実人数 リヨウ ジツ ニンズウ		利用延件数 リヨウ ノベ ケンスウ		男女別 ダンジョ ベツ				送迎利用数 ソウゲイ リヨウ スウ		利用総日数 リヨウ ソウ ニッスウ		要介護度別 ヨウカイゴ ド ベツ										高齢者短期宿泊 コウレイシャ タンキ シュクハク		措置 ソチ		自立 ジリツ						高橋チヨ タカハシ		檜山ミイ ヒヤマ		髙橋宏 タカハシ ヒロシ		菊池悦子 キクチ エツコ		田辺正介 タナベ マサ スケ										高橋チヨ タカハシ		檜山ミイ ヒヤマ		小森みつえ コモリ		菊池悦子 キクチ エツコ		神南節子 カンナン セツコ												斉藤チヨ サイトウ		檜山ミイ ヒヤマ		髙橋宏 タカハシ ヒロシ		平出和子 ヒライデ カズコ		田辺正介 タナベ ショウ スケ

																																				斉藤チヨ サイトウ		奥山トメヨ オクヤマ		坂本マサ サカモト		平出和子 ヒライデ カズコ												斉藤チヨ サイトウ		林　菊夫 ハヤシ キクオ		五月女ミツ子 ソウトメ コ		平出和子 ヒライデ カズコ		田辺正介 タナベ マサ スケ												五十嵐正雄 イガラシ マサオ		林　菊夫 ハヤシ キクオ		五月女ミツ子 ソウトメ コ		菊池悦子 キクチ エツコ

								男 オトコ		女 オンナ						要介護１ ヨウカイゴ		要介護２ ヨウカイゴ		要介護３ ヨウカイゴ		要介護４ ヨウカイゴ		要介護５ ヨウカイゴ														増渕ハツエ マスブチ		手塚正男 テヅカ マサオ														五十嵐正雄 イガラシ マサオ		坂本キヨ サカモト		菊池キクエ キクチ

																																								菊池キクエ キクチ																戸田睦子 トダ ムツコ



																																				2		3		4		2		1		12								3		4		3		2		2		14										2		2		2		2		1		9



																																				男 オトコ		女 オンナ		合計 ゴウケイ		新規 シンキ												男 オトコ		女 オンナ		合計 ゴウケイ		新規 シンキ														男 オトコ		女 オンナ		合計 ゴウケイ		新規 シンキ

																																				4		8		12		4												3		11		14		4														4		5		9



		4月 ツキ		12		23		4		8		32		86		2		3		4		2		1		0		0		0								利用日数 リヨウ ニッスウ		送迎数 ソウゲイ スウ		件数 ケンスウ														利用日数 リヨウ ニッスウ		送迎数 ソウゲイ スウ		件数 ケンスウ																利用日数 リヨウ ニッスウ		送迎数 ソウゲイ スウ		件数 ケンスウ

																																30		90		高橋チヨ		2		2		1												高橋チヨ タカハシ		3		1		1														斉藤チヨ サイトウ		3		1		1

																																				斉藤チヨ		9		4		2												斉藤チヨ サイトウ		5		2		1														檜山ミイ ヒヤマ		18		7		5

		5月		14		22		3		11		29		90		3		4		3		2		2		0		0		0						檜山ミイ		20		5		5												檜山ミイ ヒヤマ		19		7		5														田辺正介 タナベ ショウ スケ		9		4		3

																																31		93		菊池悦子		8		3		2												神南節子 カンナン セツコ		2		2		1														髙橋宏 タカハシ ヒロシ		6		2		1

																																61		183		奥山トメヨ オクヤマ		18		2		2						  						田辺正介 タナベ ショウ スケ		6		4		2														五十嵐正雄 イガラシ マサオ		1		0		1

		6月		0		16		4		5		23		48		2		2		2		2		1		0		0		0						菊池キクエ キクチ		6		3		2												林　菊夫 ハヤシ キクオ		2		2		1														林　菊夫 ハヤシ キクオ		4		4		2

																																30		90		平出和子 ヒライデ カズコ		2		2		1												小森みつえ コモリ		3		2		1														五月女ミツ子 ソウトメ コ		5		4		2

																																91		273		増渕ハツエ マスブチ		2		1		2												五月女ミツ子 ソウトメ コ		6		4		2														菊池悦子 キクチ エツコ		2		1		1

		7月		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						髙橋宏 タカハシ ヒロシ		3		1		1												菊池キクエ キクチ		6		1		1

																																31		93		坂本マサ サカモト		8		3		2												菊池悦子 キクチ エツコ		5		2		3

																																122		366		田辺正介 タナベ マサ スケ		6		4		2												平出和子 ヒライデ カズコ		4		2		1

		8月		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						手塚正男 テヅカ マサオ		2		2		1												五十嵐正雄 イガラシ マサオ		24		0		1

																																31		93																				坂本キヨ サカモト		3		0		1

																																153		459																				戸田睦子 トダ ムツコ		2		0		1

		9月		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

																																30		90

																																183		549

		10月		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

																																31		93

																																214		642

		11月		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

																																30		90

																																244		732

		12月		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						12		86		32		23												13		90		29		22																48		23		16

																																31		93

																																275		825

		1月		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0								月稼働率 ツキ カドウ リツ		86		日 ニチ		÷		90		日 ニチ								月稼働率 ツキ カドウ リツ		90		日 ニチ		÷		93		日 ニチ										月稼働率 ツキ カドウ リツ		48		日 ニチ		÷		90		日 ニチ

																																31		93

																																306		918						＝		95.56%																＝		96.77%																		＝		53.33%

		2月		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

																																28		84

																																334		1002

		3月		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

																																31		93

																																365		1095

		計 ケイ		26		61		11		24		84		224		7		9		9		6		4		0		0		0												 





				稼働率 カドウ リツ				365		×		3		＝		1095

								224		÷		183		＝		122.40%								短期入所生活介護 タンキ ニュウショ セイカツ カイゴ

																								管理者　澤山和之 カンリシャ サワヤマ カズユキ

																																				Ｈ２９・７		新規 シンキ																Ｈ２９・８		新規 シンキ																		Ｈ２９・９		新規 シンキ

																																				介護１ カイゴ		介護２ カイゴ		介護３ カイゴ		介護４ カイゴ		介護５ カイゴ		合計 ゴウケイ								介護１ カイゴ		介護２ カイゴ		介護３ カイゴ		介護４ カイゴ		介護５ カイゴ		合計 ゴウケイ										介護１ カイゴ		介護２ カイゴ		介護３ カイゴ		介護４ カイゴ		介護５ カイゴ		合計 ゴウケイ

																																				斉藤チヨ サイトウ		檜山ミイ ヒヤマ				平出和子 ヒライデ カズコ		田辺正介 タナベ ショウ スケ										斉藤チヨ サイトウ		檜山ミイ ヒヤマ				平出和子 ヒライデ カズコ		田辺正介 タナベ ショウ スケ												斉藤チヨ サイトウ						菊池悦子 キクチ エツコ		田辺正介 タナベ ショウ スケ

																																										菊池悦子 キクチ エツコ		神南節子 カンナン セツコ										高橋チヨ タカハシ						菊池悦子 キクチ エツコ														高橋チヨ タカハシ		檜山ミイ ヒヤマ						神南節子 カンナン セツコ









																																				男 オトコ		女 オンナ		合計 ゴウケイ		新規 シンキ												男 オトコ		女 オンナ		合計 ゴウケイ		新規 シンキ														男 オトコ		女 オンナ		合計 ゴウケイ		新規 シンキ

																																								0		4																0		4																		0		4

																																						利用日数 リヨウ ニッスウ		送迎数 ソウゲイ スウ		件数 ケンスウ														利用日数 リヨウ ニッスウ		送迎数 ソウゲイ スウ		件数 ケンスウ																利用日数 リヨウ ニッスウ		送迎数 ソウゲイ スウ		件数 ケンスウ

																																				斉藤チヨ サイトウ																		斉藤チヨ サイトウ																				斉藤チヨ サイトウ

																																				檜山ミイ ヒヤマ																		高橋チヨ タカハシ																				高橋チヨ タカハシ

																																																						檜山ミイ ヒヤマ

																																																						菊池悦子 キクチ エツコ																				檜山ミイ ヒヤマ

																																				平出和子 ヒライデ カズコ																		田辺正介 タナベ ショウ スケ

																																				菊池悦子 キクチ エツコ																																						菊池悦子 キクチ エツコ

																																				田辺正介 タナベ ショウ スケ																																						田辺正介 タナベ ショウ スケ

																																				神南節子 カンナン セツコ																																						神南節子 カンナン セツコ































																																						0		0		0														0		0		0																0		0		0



																																						月稼働率 ツキ カドウ リツ		0		日 ニチ		÷		93		日 ニチ								月稼働率 ツキ カドウ リツ		0		日 ニチ		÷		93		日 ニチ										月稼働率 ツキ カドウ リツ		0		日 ニチ		÷		90		日 ニチ



																																								＝		0.00%																＝		0.00%																		＝		0.00%

																																				Ｈ２９・１０		新規 シンキ																Ｈ２９・１１																				Ｈ２９・１２

																																				介護１ カイゴ		介護２ カイゴ		介護３ カイゴ		介護４ カイゴ		介護５ カイゴ		合計 ゴウケイ								介護１ カイゴ		介護２ カイゴ		介護３ カイゴ		介護４ カイゴ		介護５ カイゴ		合計 ゴウケイ										介護１ カイゴ		介護２ カイゴ		介護３ カイゴ		介護４ カイゴ		介護５ カイゴ		合計 ゴウケイ

																																				斉藤チヨ サイトウ						菊池悦子 キクチ エツコ		田辺正介 タナベ ショウ スケ										斉藤チヨ サイトウ						菊池悦子 キクチ エツコ		田辺正介 タナベ ショウ スケ												斉藤チヨ サイトウ						菊池悦子 キクチ エツコ		田辺正介 タナベ ショウ スケ

																																				高橋チヨ タカハシ		檜山ミイ ヒヤマ						菊池トキノ キクチ										高橋チヨ タカハシ		檜山ミイ ヒヤマ				平出和子 ヒライデ カズコ														高橋チヨ タカハシ		檜山ミイ ヒヤマ				平出和子 ヒライデ カズコ		神南節子 カンナン セツコ

																																										平出和子 ヒライデ カズコ









																																				男 オトコ		女 オンナ		合計 ゴウケイ		新規 シンキ												男 オトコ		女 オンナ		合計 ゴウケイ		新規 シンキ														男 オトコ		女 オンナ		合計 ゴウケイ		新規 シンキ

																																								0		4																0		4																		0		4

																																						利用日数 リヨウ ニッスウ		送迎数 ソウゲイ スウ		件数 ケンスウ														利用日数 リヨウ ニッスウ		送迎数 ソウゲイ スウ		件数 ケンスウ																利用日数 リヨウ ニッスウ		送迎数 ソウゲイ スウ		件数 ケンスウ

																																				斉藤チヨ サイトウ																		斉藤チヨ サイトウ																				斉藤チヨ サイトウ

																																				高橋チヨ タカハシ																		高橋チヨ タカハシ																				高橋チヨ タカハシ

																																				檜山ミイ ヒヤマ																		田辺正介 タナベ ショウ スケ																				檜山ミイ ヒヤマ

																																				菊池悦子 キクチ エツコ																		檜山ミイ ヒヤマ																				菊池悦子 キクチ エツコ

																																				平出和子 ヒライデ カズコ																		菊池悦子 キクチ エツコ																				平出和子 ヒライデ カズコ

																																				田辺正介 タナベ ショウ スケ																		平出和子 ヒライデ カズコ																				田辺正介 タナベ ショウ スケ

																																																																										神南節子 カンナン セツコ

































																																				11		0		0		0														0		0		0																0		0		0



																																						月稼働率 ツキ カドウ リツ		0		日 ニチ		÷		90		日 ニチ								月稼働率 ツキ カドウ リツ		0		日 ニチ		÷		90		日 ニチ										月稼働率 ツキ カドウ リツ		0		日 ニチ		÷		93		日 ニチ



																																								＝		0.00%																＝		0.00%																		＝		0.00%

																																				Ｈ３０・１																		Ｈ３０・２																				Ｈ３０・３

																																				介護１ カイゴ		介護２ カイゴ		介護３ カイゴ		介護４ カイゴ		介護５ カイゴ		合計 ゴウケイ								介護１ カイゴ		介護２ カイゴ		介護３ カイゴ		介護４ カイゴ		介護５ カイゴ		合計 ゴウケイ										介護１ カイゴ		介護２ カイゴ		介護３ カイゴ		介護４ カイゴ		介護５ カイゴ		合計 ゴウケイ

																																				斉藤チヨ サイトウ		齋藤綾子 サイトウ アヤコ				菊池悦子 キクチ エツコ		田辺正介 タナベ ショウ スケ										斉藤チヨ サイトウ		檜山ミイ ヒヤマ				柴山富子 シバヤマ トミコ		田辺正介 タナベ ショウ スケ												斉藤チヨ サイトウ		檜山ミイ ヒヤマ						田辺正介 タナベ ショウ スケ

																																				高橋チヨ タカハシ		檜山ミイ ヒヤマ						神南節子 カンナン セツコ

																																						増渕ハツエ マスブチ																																										小森みつえ コモリ

																																																																																菊池悦子 キクチ エツコ





																																				男 オトコ		女 オンナ		合計 ゴウケイ		新規 シンキ												男 オトコ		女 オンナ		合計 ゴウケイ		新規 シンキ														男 オトコ		女 オンナ		合計 ゴウケイ		新規 シンキ

																																								0		4																0		4																		0		4

																																						利用日数 リヨウ ニッスウ		送迎数 ソウゲイ スウ		件数 ケンスウ														利用日数 リヨウ ニッスウ		送迎数 ソウゲイ スウ		件数 ケンスウ																利用日数 リヨウ ニッスウ		送迎数 ソウゲイ スウ		件数 ケンスウ

																																				斉藤チヨ サイトウ																		斉藤チヨ サイトウ																				斉藤チヨ サイトウ

																																				高橋チヨ タカハシ																		檜山ミイ ヒヤマ																				檜山ミイ ヒヤマ

																																				田辺正介 タナベ ショウ スケ																		田辺正介 タナベ ショウ スケ																				小森みつえ コモリ

																																				檜山ミイ ヒヤマ																																						田辺正介 タナベ ショウ スケ

																																				増渕ハツエ マスブチ																																						菊池悦子 キクチ エツコ

																																				菊池悦子 キクチ エツコ

																																				神南節子 カンナン セツコ

































																																						0		0		0														0		0		0																0		0		0

																																						月稼働率 ツキ カドウ リツ		0		日 ニチ		÷		93		日 ニチ								月稼働率 ツキ カドウ リツ		0		日 ニチ		÷		84		日 ニチ										月稼働率 ツキ カドウ リツ		0		日 ニチ		÷		93		日 ニチ



																																								＝		0.00%																＝		0.00%																		＝		0.00%

																																																		-







１９ 

高砂荘デイサービスセンター 

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

実人員 5 5 6 5 5 3 3 3 3 1 2 2 43

延人員 20 20 26 19 24 12 13 15 12 4 8 8 181

実人員 7 5 6 5 4 5 5 5 5 4 5 6 62

延人員 42 43 51 37 32 37 38 34 38 27 33 42 454

実人員 9 9 9 8 9 9 8 8 7 8 11 10 105

延人員 124 131 126 119 119 122 110 100 99 94 122 126 1392

実人員 12 13 13 12 12 11 12 11 11 11 9 9 136

延人員 132 141 144 133 126 113 117 101 102 84 81 85 1359

実人員 8 7 7 7 8 8 8 8 8 8 6 6 89

延人員 93 82 79 76 94 96 90 94 95 56 53 53 961

実人員 4 4 3 3 3 3 5 6 6 7 6 8 58

延人員 33 30 34 38 40 39 48 71 73 68 67 87 628

実人員 4 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 35

延人員 26 28 24 20 28 21 27 33 35 28 30 22 322

実人員 49 47 47 42 44 41 44 44 43 42 42 43 528

延人員 470 475 484 442 463 440 443 448 454 361 394 423 5297

日数 26 26 26 26 27 26 26 26 27 24 24 26 310

平均
介護度

2.51 2.48 2.37 2.34 2.40 2.33 2.52 2.58 2.62 2.62 2.45 2.51

平均
利用数

18.0 18.2 18.6 17.0 17.1 16.9 17.0 17.2 16.8 15.0 16.4 16.2

稼働率 72% 73% 74% 68% 68% 68% 68% 69% 67% 60% 66% 65%

合計

要介護
３

要介護
４

要支援
１

要支援
２

要介護
１

要介護
２

要介護
５

平成２８年度実績及び報告 


Sheet1

						４月 ガツ		５月 ガツ		６月 ガツ		７月 ガツ		８月 ガツ		９月 ガツ		１０月 ガツ		１１月 ガツ		１２月 ガツ		１月 ガツ		２月 ガツ		３月 ガツ		合計 ゴウケイ

		要支援
１ ヨウシエン		実人員 ジツジンイン		5		5		6		5		5		3		3		3		3		1		2		2		43

				延人員 ノジンイン		20		20		26		19		24		12		13		15		12		4		8		8		181

		要支援
２ ヨウシエン		実人員 ジツジンイン		7		5		6		5		4		5		5		5		5		4		5		6		62

				延人員 ノジンイン		42		43		51		37		32		37		38		34		38		27		33		42		454

		要介護
１ ヨウカイゴ		実人員 ジツジンイン		9		9		9		8		9		9		8		8		7		8		11		10		105

				延人員 ノジンイン		124		131		126		119		119		122		110		100		99		94		122		126		1392

		要介護
２ ヨウカイゴ		実人員 ジツジンイン		12		13		13		12		12		11		12		11		11		11		9		9		136

				延人員 ノジンイン		132		141		144		133		126		113		117		101		102		84		81		85		1359

		要介護
３ ヨウカイゴ		実人員 ジツジンイン		8		7		7		7		8		8		8		8		8		8		6		6		89

				延人員 ノジンイン		93		82		79		76		94		96		90		94		95		56		53		53		961

		要介護
４ ヨウカイゴ		実人員 ジツジンイン		4		4		3		3		3		3		5		6		6		7		6		8		58

				延人員 ノジンイン		33		30		34		38		40		39		48		71		73		68		67		87		628

		要介護
５ ヨウカイゴ		実人員 ジツジンイン		4		4		3		2		3		2		3		3		3		3		3		2		35

				延人員 ノジンイン		26		28		24		20		28		21		27		33		35		28		30		22		322

		合計 ゴウケイ		実人員 ジツジンイン		49		47		47		42		44		41		44		44		43		42		42		43		528

				延人員 ノジンイン		470		475		484		442		463		440		443		448		454		361		394		423		5297

		日数 ニッスウ				26		26		26		26		27		26		26		26		27		24		24		26		310

		平均
介護度 ヘイキンカイゴド				2.51		2.48		2.37		2.34		2.40		2.33		2.52		2.58		2.62		2.62		2.45		2.51

		平均
利用数 ヘイキンリヨウスウ				18.0		18.2		18.6		17.0		17.1		16.9		17.0		17.2		16.8		15.0		16.4		16.2

		稼働率 カドウリツ				72%		73%		74%		68%		68%		68%		68%		69%		67%		60%		66%		65%
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４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計

実人員 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 27

延人員 13 9 9 9 7 8 9 9 9 10 5 9 106

実人員 5 5 5 5 4 4 5 6 6 5 6 6 62

延人員 38 41 41 45 27 33 44 43 43 38 43 48 484

実人員 6 7 9 9 7 6 5 6 6 4 3 3 71

延人員 61 77 93 96 95 86 79 81 78 63 34 41 884

実人員 14 14 12 12 14 15 15 15 13 13 15 15 167

延人員 186 173 167 172 196 202 215 205 191 175 207 231 2320

実人員 8 7 7 7 9 9 10 9 8 7 7 7 95

延人員 85 81 85 84 119 91 93 85 67 59 43 52 944

実人員 3 4 6 6 6 6 5 5 5 3 3 2 54

延人員 30 32 46 50 48 59 41 28 28 16 11 13 402

実人員 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 39

延人員 22 41 51 47 37 37 37 38 41 36 34 40 461

実人員 42 44 45 45 45 45 45 46 43 38 39 38 515

延人員 435 454 492 503 529 516 518 489 457 397 377 434 5601

日数 26 26 26 26 27 26 26 26 27 24 24 26 310

平均
介護度

2.55 2.61 2.57 2.64 2.58 2.61 2.63 2.57 2.55 2.54 2.61 2.56

平均
利用数

16.7 17.4 18.9 19.3 19.5 19.8 19.9 18.8 16.9 16.5 15.7 16.6

稼働率 67% 70% 76% 77% 78% 79% 80% 75% 68% 66% 63% 66%

合計

要介護
３

要介護
４

要支援
１

要支援
２

要介護
１

要介護
２

要介護
５

２０ 

デイサービスセンターことぶき 

平成２８年度実績及び報告 


Sheet1

						４月 ガツ		５月 ガツ		６月 ガツ		７月 ガツ		８月 ガツ		９月 ガツ		１０月 ガツ		１１月 ガツ		１２月 ガツ		１月 ガツ		２月 ガツ		３月 ガツ		合計 ゴウケイ

		要支援
１ ヨウシエン		実人員 ジツジンイン		3		3		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		27

				延人員 ノジンイン		13		9		9		9		7		8		9		9		9		10		5		9		106

		要支援
２ ヨウシエン		実人員 ジツジンイン		5		5		5		5		4		4		5		6		6		5		6		6		62

				延人員 ノジンイン		38		41		41		45		27		33		44		43		43		38		43		48		484

		要介護
１ ヨウカイゴ		実人員 ジツジンイン		6		7		9		9		7		6		5		6		6		4		3		3		71

				延人員 ノジンイン		61		77		93		96		95		86		79		81		78		63		34		41		884

		要介護
２ ヨウカイゴ		実人員 ジツジンイン		14		14		12		12		14		15		15		15		13		13		15		15		167

				延人員 ノジンイン		186		173		167		172		196		202		215		205		191		175		207		231		2320

		要介護
３ ヨウカイゴ		実人員 ジツジンイン		8		7		7		7		9		9		10		9		8		7		7		7		95

				延人員 ノジンイン		85		81		85		84		119		91		93		85		67		59		43		52		944

		要介護
４ ヨウカイゴ		実人員 ジツジンイン		3		4		6		6		6		6		5		5		5		3		3		2		54

				延人員 ノジンイン		30		32		46		50		48		59		41		28		28		16		11		13		402

		要介護
５ ヨウカイゴ		実人員 ジツジンイン		3		4		4		4		3		3		3		3		3		3		3		3		39

				延人員 ノジンイン		22		41		51		47		37		37		37		38		41		36		34		40		461

		合計 ゴウケイ		実人員 ジツジンイン		42		44		45		45		45		45		45		46		43		38		39		38		515

				延人員 ノジンイン		435		454		492		503		529		516		518		489		457		397		377		434		5601

		日数 ニッスウ				26		26		26		26		27		26		26		26		27		24		24		26		310

		平均
介護度				2.55		2.61		2.57		2.64		2.58		2.61		2.63		2.57		2.55		2.54		2.61		2.56

		平均
利用数				16.7		17.4		18.9		19.3		19.5		19.8		19.9		18.8		16.9		16.5		15.7		16.6

		稼働率				67%		70%		76%		77%		78%		79%		80%		75%		68%		66%		63%		66%
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１
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４月 6 12 20 37 26 101 10 8 18 119
3
②

0 0

５月 7 12 16 37 26 98 10 8 18 116 1 0 0

６月 9 11 15 38 28 101 11 8 19 120 4 0 0

７月 8 10 18 37 28 101 11 8 19 120
4
①

0 0

８月 11 7 18 36 26 98 10 7 17 115 3 0 2

９月 10 6 19 37 23 95 12 6 18 113
4
②

0 1

１０月 10 6 19 35 24 94 11 6 17 111 2 0 1

１１月 10 5 19 34 26 94 11 6 17 111
2
②

2 0

１２月 10 3 20 33 24 90 10 6 16 106 2 0 1

１月 9 2 19 32 24 86 12 6 18 104 2 1 0

２月 9 2 19 32 22 84 11 6 17 101 2 0 0

３月 8 3 20 32 23 86 11 5 16 102 1 0 0
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要介護

3 5

２１ 

飯田福祉会高砂荘 

平成２８年度居宅介護支援実績 

○印内  要支援 


Sheet1

				要介護 ヨウカイゴ														要支援 ヨウシエン								合計 ゴウケイ				初回加算 ショカイカサン		入院時情報  
 連携加算  ニュウインジジョウホウレンケイカサン		退院退所
   加算 タイインタイショカサン

				要介護５ ヨウカイゴ		要介護４ ヨウカイゴ		要介護３ ヨウカイゴ		要介護２ ヨウカイゴ		要介護１ ヨウカイゴ		介護計 カイゴケイ				要支援２ ヨウシエン		要支援１ ヨウシエン		予防計 ヨボウケイ

		４月 ガツ		6		12		20		37		26		101				10		8		18				119				3
②		0		0

		５月		7		12		16		37		26		98				10		8		18				116				1		0		0

		６月		9		11		15		38		28		101				11		8		19				120				4		0		0

		７月		8		10		18		37		28		101				11		8		19				120				4
①		0		0

		８月		11		7		18		36		26		98				10		7		17				115		3		3		0		2

		９月		10		6		19		37		23		95				12		6		18				113				4
②		0		1

		１０月		10		6		19		35		24		94				11		6		17				111				2		0		1

		１１月		10		5		19		34		26		94				11		6		17				111				2
②		2		0

		１２月		10		3		20		33		24		90				10		6		16				106				2		0		1

		１月		9		2		19		32		24		86				12		6		18				104				2		1		0

		２月		9		2		19		32		22		84				11		6		17				101				2		0		0

		３月		8		3		20		32		23		86				11		5		16				102				1		0		0

		計 ケイ		107		79		222		420		300		1128				130		80		210				1338				30
⑦		3		5

				408						720
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２２ 

宇都宮市受託事業 

＊その他、地域との係わり等の会合など、関係機関等の連携、協力などの活動を行いました。 

内容 鬼怒地域包括支援センター よこかわ地域包括支援センター

予防介護マネジメント １２５６件 １４１７件

家族介護教室 ３回 ３回

介護予防教室 ４ヶ所４７６回 ３ヶ所３６回

自主化介護予防 ４ヶ所４６回

出張相談 ２４回 ５回

認知症サポート養成講座 ０回 ４回

地域行事等参加 ６３回 ４８回

独り暮らし高齢者昼食会 １０回

サロン運営 １２回

○地域包括支援センター 


Sheet1

		内容 ナイヨウ		鬼怒地域包括支援センター キヌチイキホウカツシエン		よこかわ地域包括支援センター チイキホウカツシエン

		予防介護マネジメント ヨボウカイゴ		１２５６件 ケン		１４１７件 ケン

		家族介護教室 カゾクカイゴキョウシツ		３回 カイ		３回 カイ

		介護予防教室 カイゴヨボウキョウシツ		４ヶ所４７６回 ショカイ		３ヶ所３６回 ショカイ

		自主化介護予防 ジシュカカイゴヨボウ		４ヶ所４６回 ショカイ

		出張相談 シュッチョウソウダン		２４回 カイ		５回 カイ

		認知症サポート養成講座 ニンチショウヨウセイコウザ		０回 カイ		４回 カイ

		地域行事等参加 チイキギョウジトウサンカ		６３回 カイ		４８回 カイ

		独り暮らし高齢者昼食会 ヒトグコウレイシャチュウショクカイ		１０回 カイ

		サロン運営 ウンエイ		１２回 カイ
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２３ 

○法人事業 

第４回地域包括ケア実践研究会（企画運営） 
平成２８年１１月１９日（土）～１１月２０日（日） 

参加者  
約２００名 

配食サービス 受託数１４２７食・受託外３０４４食

管理栄養士講師派遣（栄養講座） ４回　

ヨガ・認知症等講師派遣 １１８回

地域及び個人等への協力（貸出） ２０回

施設開放 ５回

栄養講座・料理教室
（ことぶき会館）

栄養講座１０回（延２１３名）・料理教室１０回（延１７６名）

サロン運営
（お楽しみ会）

２２回（延３２９名）

みゆきサロン ２０回

地域へのお弁当提供 ６回

日付 食数 日付 食数
5月20日 ２９食 11月18日 ２７食
6月17日 ３０食 12月16日 ２９食
7月15日 ３１食 2月17日 ２８食
8月19日 ２９食 3月17日 ３１食
10月21日 ２８食

御幸地区独り暮らし給食の集い

日付 食数 日付 食数
4月12日 ３食 10月10日 ４食
5月10日 ３食 11月8日 ４食
6月14日 ３食 12月13日 ４食
7月12日 ３食 1月10日 ４食
8月9日 ４食 2月14日 ４食
9月13日 ４食 3月14日 ４食

東組東  弁当


Sheet1

		配食サービス ハイ ショク		受託数１４２７食・受託外３０４４食 ジュタク スウ ショク ジュタク ガイ ショク

		管理栄養士講師派遣（栄養講座） カンリ エイヨウシ コウシ ハケン エイヨウ コウザ		４回　 カイ

		ヨガ・認知症等講師派遣 ニンチショウ トウ コウシ ハケン		１１８回 カイ

		地域及び個人等への協力（貸出） チイキ オヨ コジン トウ キョウリョク カシダシ		２０回 カイ

		施設開放 シセツ カイホウ		５回 カイ

		栄養講座・料理教室
（ことぶき会館） エイヨウ コウザ リョウリ キョウシツ カイカン		栄養講座１０回（延２１３名）・料理教室１０回（延１７６名） エイヨウ コウザ カイ ノベ メイ リョウリ キョウシツ カイ ノベ メイ

		サロン運営　
（お楽しみ会） ウンエイ タノ カイ		２２回（延３２９名） カイ ノベ メイ

		みゆきサロン		２０回 カイ

		地域へのお弁当提供 チイキ ベントウ テイキョウ		６回 カイ






Sheet1

		配食サービス ハイ ショク		受託数１４２７食・受託外３０４４食 ジュタク スウ ショク ジュタク ガイ ショク

		認知症介護指導者講師 ニンチショウ カイゴ シドウシャ コウシ		１０回 カイ

		栄養士講師派遣 エイヨウシ コウシ ハケン

		ヨガ講師派遣 コウシ ハケン		老人会・介護予防教室　７８回 ロウジンカイ カイゴ ヨボウ キョウシツ カイ

		地域行事参加協力 チイキ ギョウジ サンカ キョウリョク

		施設開放 シセツ カイホウ

		栄養講座・料理教室
（ことぶき会館） エイヨウ コウザ リョウリ キョウシツ カイカン		栄養講座１０回（延２１３名）・料理教室１０回（延１７６名） エイヨウ コウザ カイ ノベ メイ リョウリ キョウシツ カイ ノベ メイ

		サロン運営
（お楽しみ会） ウンエイ タノ カイ		２２回（延３２９名） カイ ノベ メイ

		地域へのお弁当提供 チイキ ベントウ テイキョウ		回 カイ

						御幸地区独り暮らし給食の集い ミユキ チク ヒト グ キュウショク ツド

						日付 ヒヅケ		食数 ショク スウ		日付 ヒヅケ		食数 ショク スウ

						42510		２９食 ショク		42692		２７食 ショク

						42538		３０食 ショク		42720		２９食 ショク

						42566		３１食 ショク		42783		２８食 ショク

						42601		２９食 ショク		42811		３１食 ショク

						42664		２８食 ショク








Sheet1

		配食サービス ハイ ショク		受託数１４２７食・受託外３０４４食 ジュタク スウ ショク ジュタク ガイ ショク

		認知症介護指導者講師 ニンチショウ カイゴ シドウシャ コウシ		１０回 カイ

		栄養士講師派遣 エイヨウシ コウシ ハケン

		ヨガ講師派遣 コウシ ハケン		老人会・介護予防教室　７８回 ロウジンカイ カイゴ ヨボウ キョウシツ カイ

		地域行事参加協力 チイキ ギョウジ サンカ キョウリョク

		施設開放 シセツ カイホウ

		栄養講座・料理教室
（ことぶき会館） エイヨウ コウザ リョウリ キョウシツ カイカン		栄養講座１０回（延２１３名）・料理教室１０回（延１７６名） エイヨウ コウザ カイ ノベ メイ リョウリ キョウシツ カイ ノベ メイ

		サロン運営
（お楽しみ会） ウンエイ タノ カイ		２２回（延３２９名） カイ ノベ メイ

		地域へのお弁当提供 チイキ ベントウ テイキョウ		回 カイ

						御幸地区独り暮らし給食の集い ミユキ チク ヒト グ キュウショク ツド

						日付 ヒヅケ		食数 ショク スウ		日付 ヒヅケ		食数 ショク スウ

						42510		２９食 ショク		42692		２７食 ショク

						42538		３0食 ショク		42720		２９食 ショク

						42566		３1食 ショク		42783		２８食 ショク

						42601		２９食 ショク		42811		３１食 ショク

						42664		２８食 ショク

						東組東  弁当 ヒガシ グミ ヒガシ ベントウ

						日付 ヒヅケ		食数 ショク スウ		日付 ヒヅケ		食数 ショク スウ

						42472		３食 ショク		42653		４食 ショク

						42500		３食 ショク		42682		４食 ショク

						42535		３食 ショク		42717		４食 ショク

						42563		３食 ショク		42745		４食 ショク

						42591		４食 ショク		42780		４食 ショク

						42626		４食 ショク		42443		４食 ショク
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