
令和３年度 事業報告 
 

１ 事業概要 

法人経営においては、「ガバナンスの強化」、「透明性の確保」、「財務規律の強化」

を基本として、また、第 3次中期経営計画の初年度として事業を推進しました。 

 

新型コロナウイルスは、感染力の強い「オミクロン株」への置き換わりが進むなか、

老福施設においては、エンルムハイツ（特養）、白鳥ハイツ（デイ）、あいらんにて、

それぞれ職員 1人が感染し、白鳥ハイツではデイサービス利用者への感染も確認され

たことから 1週間の休業措置を図りました。特養の稼働率もやや低下し、介護保険事

業収益は減少に転じました。 

 

事業の見直しでは、エンルムハイツショートステイ定員 10 人を 8人に減員し稼働

率向上を図るとともに、特養従来定員 46 人を 48 人に増員して収支改善を図るよう

見直しました。また、第 3次中期経営計画において、利用件数が減少傾向で収支マ

イナスとなっており早期に検討するとされていた訪問介護事業を 12 月末で廃止しま

した。 

 

保育所においては、出生数の減少や感染症による共働き家庭の就労状況の悪化が原

因と考えられる入所児童数の減少傾向が続いているなか、保育事業収益はほぼ前年度

同額となりました。しかし、保育士確保は依然として難しく、厳しい保育所経営を強

いられたところです。 

 

これらの結果、施設整備積立としては、老福施設ではエンルム・白鳥・あいらんで

6,400 万円を積立て、かがやきでは施設改修工事のため 880 万円を取崩し、保育所で

は入所児童数の減少による収入減が大きく、積立ては出来ず 1,420 万円を取崩しまし

た。 

以上、差引合計 4,100 万円の積み立てとなりました。 

 

第 3 次中期経営計画の初年度として施設の修繕等にも一部着手し、安心安全な施設

によるサービス向上にも取り組みました。また、施設の老朽化、狭隘により移転改築

を検討していた楽山保育園については、旧知利別小学校グランド跡地を当法人に無償

貸与することを市が決定し、土地確保の課題が決着しました。 

今後も、計画に沿ったソフト事業、ハード事業の両面にわたり職員一丸となって取

り組んで参ります。 
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（１）特別養護老人ホーム（白鳥ハイツ、エンルムハイツ従来型・ユニット型） 

 

前年度に引き続き、新型コロナによって運営への制約を受けた一年でした。 

入所者や職員の感染予防を第一に、日常においては密になる状態を避けなければ

ならず、例年行われてきた各種行事は中止もしくは規模を縮小しての実施とはなり

ましたが、変化のある生活の提供を目指しました。 

家族との面会については、施設内での面会はご遠慮いただき、代替手段としてのオ

ンラインでの面会やガラス越しでの面会を継続し、入所者と家族との交流が続けら

れるよう配慮しました。 

職員の人材確保については、介護職員の不足や高齢化が継続しており、個々の職員

の過重負担に繋がる恐れもあることから、人材紹介会社やインターネット広告の利

用などによって採用手段の多角化を進めました。 

職員の人材育成については、外部研修も集合形式による研修の開催が難しい状況

にあることからオンライン形式が主流となっており、主に施設内でオンラインでの

研修を受講することによってスキルアップを図りました。 

経営的には、入院者数の増などによってベッド稼働率に若干の減少がありました

が安定的に推移しており、また 3 年度は介護報酬の改定年度でしたが、小幅な改定

であった為、収支への影響は軽微でした。 

引き続き、新型コロナウイルス感染症へ適切に対応する為、随時、感染症対策会議

を開催し、感染予防・まん延防止に努めて参ります。 

 

※令和 3年度 1 日平均入所者数・平均稼働率 (前年) 

白鳥ハイツ     （定員 100 人） 93.9 人 93.9％ （95.6 人、95.6％） 

エンルムハイツ従来型（定員 48 人） 45.7 人 95.2％ （44.4 人、96.4％） 

〃  ユニット型（定員 54 人） 52.3 人 96.9％ （52.4 人、97.1％） 

 

 

（２）養護老人ホーム（あいらん）・特定施設入居者生活介護事業所 

 

利用者個々の生活の自主性を尊重し、快適にゆとりある生活ができるよう支援し

ました。 

近年の介護・支援を必要とする高齢者を取り巻く環境が変化するなか、介護サービ

スの更なる有効利用を進め、自立支援や認知症予防の取り組みを行い、施設での会議

では ZOOM を活用して実施し、施設内で統一した援助方法を職員間で共有して職員の

資質向上に努めました。また、感染症対策ではインフルエンザはもとより、年末から

近隣で新型コロナウイルスが流行したことから、面会制限等により、ご利用者及びご

家族には、ご迷惑やご心配をおかけ致しましたが、職員全員で感染対策に取り組みご

利用者や職員の安全確保に引き続き努めて参ります。 

また、緊急時を想定した訓練は行えず、また、地域貢献事業も行えなかったことか

ら、今後、状況を見て計画を立て実施して参ります。 

  3 年度の利用状況は、前年度より利用人数が多く、また、入院者数も多かったこと

から、入院者ができるだけでないよう利用者援助に努めます。 

  なお、新規入所は 17 名の方が入所し、そのうち 4名が緊急入所で、虐待の対象者

でした。 
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※令和 3年度 1 日平均入所者数・平均稼働率 (前年) 

養護老人ホーム（定員 80 人） 79.6 人 99.5％（77.9 人、97.4％） 

うち特定施設 （定員 30 人） 30.0 人 99.9％（29.8 人、99.4％） 

あいさぽ事業 中 止    （ 中 止 ） 

 

 

（３）デイサービスセンター（白鳥ハイツ、エンルムハイツ、かがやき） 

 

  可能な限り希望する地域で暮らし続けることを目指す地域包括ケアシステム及び

共生社会の実現、認知症になっても住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けられる

共生を目指しました。 

  また、各事業所が地域福祉の拠点として、地域との連携、奉仕活動（アウトリーチ

活動）、ボランティア等の受け入れなどを積極的に行い、地域に根差した福祉拠点と

しての事業所を目指しましたが、コロナの影響により思うように出来ないこともあ

りました。 

  各事業所につきましても、感染予防対策の徹底や正確な情報の発信について周知

徹底しましたが、新型コロナウイルスの感染力が強く、白鳥ハイツから感染者が出

てしまい、6日間休止しています。 

かがやきで実施している、オレンジカフェは感染症等により、年間 12 回（月 1回）

の開催が、6回開催（6回中止）になりましたが、交流機会の提供等にも努め認知症

に対する啓発活動を推進しました。 

かがやきでは、施設整備で循環ろ過装置改修工事及び脱衣室改修工事を行い、安

心して利用できる環境を整えました。 

また、認知対応型利用者が減少傾向にあることからその在り方については今後の

検討課題として考えていきます。エンルムでは、定員を１名削減し人員配置基準に

適した定員数、人員数で運営することができました。 

 

 

 

※令和 3年度  1 日平均利用者数・平均稼働率 (前年) 

白鳥ハイツ  （通常定員 35 人） 25.3 人 72.3％ (26.8 人、76.6％) 

エンルムハイツ(通常定員 30 人) 21.9 人 73.0％（24.1 人、77.7％） 

かがやき     （通常定員 25 人） 23.0 人 92.0％（22.8 人、91.2％） 

 〃       （認知定員 12 人）  5.5 人 45.8％（ 6.4 人、53.3％） 

 〃  カフェ（認知症） ６回  18 人（5回、38 人）コロナで開催減 

〇総合事業（介護予防・日常生活支援）― 基本チェックリスト該当者を含む。 

 

 

（４）訪問介護事業（エンルムハイツ） 

 

 

経営状況が厳しい状況が数年続いており、中期経営計画にて事業の継続について

検討をしてまいりましたが、令和３年１２月３１日をもって事業を廃止しました。廃
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止することにより、人材の他事業への再配置や法人全体の収支改善につながります。 

 

 

（５）居宅介護支援事業（エンルムハイツ） 

 

3 年度からの特定事業所管理者の主任ケアマネージャー配置義務化（経過措置あ

り）の対応と事業の効率化、収支改善を図り、３事業所を統合しましたが、地域包

括支援センター、医療機関等の各機関との連携、情報共有により困難事例の対応な

ど、特定事業所としての機能や役割を果たすことができました。 

また、自立支援に向けた居宅サービス計画を作成し、各サービ提供機関と連携し、

利用者が住み慣れた環境で継続して生活ができるよう支援しました。 

 

※令和 3年度 プラン作成件数/月 (前年) 

エンルムハイツ 219.8 件/月（252.4 件/月） 

ケアマネ 1人当たり平均件数（6人） 36.6 件/月（ 36.1 件/月） 

       前年は７人体制での月平均件数 

 

 

 

（６）地域包括支援センター（白鳥ハイツ～室蘭市からの受託事業） 

 

地域包括支援センターは、地域包括ケアを支える中核機関として市内に 4 箇所

設置されており、白鳥ハイツは祝津・白鳥台・本輪西地区を担当し、65 歳以上の

方の相談対応を行いました。 

相談件数は昨年よりもわずかに増加し、また相談内容も複合的な課題を抱えてい

る人が多くなるなど多岐に渡り、解決までに多くの時間を要する事例が増加して

おります。新型コロナによる影響の中、短時間の居宅訪問、ZOOM を利用した会議

や研修への参加、密を避ける中での介護予防の講話等を実施し、感染リスクを減ら

すことを第一に活動しました。 

介護予防プランの作成件数も、前年度より増加しております。 

 

※令和 3年度 予防プラン作成件数/月 相談件数/月 (前年)  

作成件数 413 件 （398 件） 

相談件数 137 件 （133 件） 

 

 

（７）短期入所生活介護事業（ショートステイ ～ 白鳥ハイツ、エンルムハイツ) 

    

ご家族の毎日の在宅介護からのリフレッシュや家族旅行や出張など、介護家族の

多様なニーズに応えて、利用者がショートステイ利用中も在宅生活を継続できる

ようにサービスを提供いたしました。 

また、緊急時や介護保険限度内での中長期の利用も受け入れ、利用者のニーズに

も迅速に対応し、虐待ケースなどの措置者も受け入れ、活用できる地域資源として
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の社会的な役割を担うことができました。 

 

※令和 3年度 1 日平均 利用状況 (前年) 

白鳥ハイツ  （定員 6人）  4.1 人 68.6％ （4.8 人、80.0％）  

エンルムハイツ（定員 8人） 5.4 人  66.9％ （6.6 人、65.6％） 

 

 

（８）保育所（双葉・楽山・みどり・白鳥・東町・常盤の 6保育所、らんらん） 

 

歳児別保育を基本とした指導計画に基づき、子ども一人ひとりの成長に配慮し、

健康で情緒の安定が図られる保育を実施しました。入所児童数は前年に比べ若干

減少となっており、稼働率は前年を下回り 96.3％になりました。 

出生数の減少傾向やコロナ禍による就業の悪化が主な原因と考えられますが、他

にも保育士の確保が課題となっております。 

   特別保育は、全保育所において「延長保育」、「障害児保育」の実施、双葉保育

所、東町保育所及び常盤保育所において「病児保育」、その他「一時預かり」、「年

始保育」など多様な保育を実施するほか、全保育所での完全給食（全児童に主食

を提供）を継続して実施し食育の推進に努めました。 

保育所行事につきましては、市内の感染状況も改善傾向が見られないため、参加

者を制限するなどの感染予防対策に努めながら、各施設とも工夫を凝らし可能な

限り行事を実施しました。 

 

子育て支援センターらんらんは、親子のふれあいの場の提供とともに年間を通し

て様々な子育て相談を行う予定でありましたが、昨年に引き続きコロナ禍で事業

の中止や開催自粛もあり、ルーム参加者は前年の約 50％と半減となりましたが、

相談件数は昨年とほぼ変わらない件数となっております。 

相談件数の内訳として、コロナには影響のない電話での相談が、前年比で約 4割

増の 116 件に増加しており、引き続きコロナ禍で他の子育て経験者と触れ合う機

会が激減した母親達の助言を求める場としての役割を担っています。 

マスク着用の緩和等の話も聞かれますが、市内では依然として感染者数が高止ま

り傾向ですので、今後も感染予防対策を万全にして安心安全な施設の維持に努め

るとともに、電話やメール等での相談にも積極的に取り組みます。 

 

※令和 3年度 保育所入所状況（6保育所合計） (前年) 

利用定員 560 人 539 人 96.3％ （545 人 97.2％） 

 

※令和 3年度 らんらん利用状況 (前年)  

ルーム参加者 2,307 人（4,389 人） 

サークル訪問支援 0 件（  0 件） 

相談件数 489 件（ 480 件） 

親子講座 77 人（ 140 人） 

ほかほかルーム 14 人（  85 人） 
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２ 評議員会開催状況 

第１回（書面による同意） 

１）提案日   令和３年６月４日（金） 

２）回答期日  令和３年６月２１日（月） 

３）案 件   報告２件、認定１件、議案１件 

４）てん末   報告第１号「令和２年度事業報告」を書面により報告した。 

認定第１号「令和２年度法人決算」を書面により報告した。 

報告第２号「令和２年度監査報告」を書面により報告した。 

議案第１号「理事及び監事選任の件」を書面により提案した。 

書面審査の結果、すべて原案のとおり同意を得た。 

 

３ 理事会開催状況 

第１回 

１）日 時   令和３年５月１３日（木） 午後１時３０分 

２）場 所   本部会議室 

３）案 件   議案１件 

４）てん末   議案第１号「評議員候補者推薦の件」を審議し、原案のとおり可

決された。 

 

第２回 

１）日 時   令和３年６月３日（木） 午後１時３０分 

２）場 所   本部会議室 

３）案 件   報告２件、認定１件、議案５件 

４）てん末   報告第１号「令和２年度事業報告」を報告した。 

認定第１号「令和２年度法人決算」を審議し、認定された。また、

報告第２号「令和２年度監査報告」を報告した。 

議案第１号「令和３年度定時評議員会提案事項の議決省略の件」

を審議し、原案のとおり可決された。 

議案第２号「東町保育所屋上防水工事の件」を審議し、原案のと

おり可決された。 

議案第３号「令和３年度エンルムハイツ補正予算（第１号）」を

審議し、原案のとおり可決された。 

議案第４号「苦情・相談第三者委員会委員選任の件」を審議し、

原案のとおり可決された。 

議案第５号「施設長等任命の件」を審議し、原案のとおり可決さ

れた。 
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第３回（書面による選任） 

１）提案日   令和３年６月２１日（月） 

２）回答期日  令和３年６月２１日（月） 

３）案 件   提案１件 

４）てん末   「理事長及び常務理事選任の件」を書面により提案し、書面によ 

り理事長及び常務理事を選任した。 

 

 第４回 

１）日 時   令和３年７月２９日（木） 午前１１時００分 

２）場 所   本部会議室 

３）案 件   報告１件、議案３件 

４）てん末   報告第１号「理事長及び常務理事職務執行状況（４月～７月）」

を報告した。 

議案第１号「かがやき循環ろ過装置更新工事の件」並びに議案

第２号「令和３年度かがやき補正予算」を一括審議し、原案のと

おり可決された。 

議案第３号「令和３年度白鳥保育所補正予算」を審議し、原案の

とおり可決された 

 

第５回 

１）日 時   令和３年９月２７日（月） 午後１時３０分 

２）場 所   本部会議室 

３）案 件   報告１件、議案８件 

４）てん末   報告第１号「業務監査結果報告（第１四半期）」を報告した。 

議案第１号「令和３年度白鳥ハイツ補正予算（第１号）」を審議

し、原案のとおり可決された。 

議案第２号「令和３年度双葉保育所補正予算(第１号)」から議

案第７号「令和３年度常盤保育所補正予算(第１号)」までを一

括審議し、原案のとおり可決された。 

議案第８号「臨時的任用職員就業規則一部改正の件」を審議し、

原案のとおり可決された 

 

第６回 

１）日 時   令和３年１１月１５日（月） 午前１１時００分 

２）場 所   本部会議室 

３）案 件   報告３件、議案５件 

４）てん末   報告第１号「理事長及び常務理事職務執行状況（８月～11 月）」

を報告した。 

報告第２号「業務監査結果報告（第２四半期）」を報告した。 
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議案第１号「令和３年度エンルムハイツ補正予算(第２号)」を

審議し、原案のとおり可決された。 

議案第２号「令和３年度あいらん補正予算(第１号)」を審議し、

原案のとおり可決された。 

議案第３号「エンルムハイツ指定訪問介護事業所廃止の件」か

ら議案第５号「経理規則一部改正の件」までを一括審議し、原案

のとおり可決された。 

報告第３号「令和３年度法人会計決算見込みの件」を報告した。 

 

第７回 

１）日 時   令和４年２月２４日（木） 午前１０時３０分 

２）場 所   本部会議室 

３）案 件   報告２件、議案１３件 

４）てん末   報告第１号「業務監査結果報告（第３四半期）」を報告した 

議案第１号「老人福祉施設における処遇改善手当Ⅱの支給の特

例に関する規則制定の件」から議案第５号「令和３年度かがや

き補正予算（第３号）」までを一括審議し、原案のとおり可決さ

れた。 

議案第６号「保育所における処遇改善手当Ⅱの支給の特例に関

する規則制定の件」から議案第１２号「令和３年度常盤保育所

補正予算（第２号）」までを一括審議し、原案のとおり可決され

た。 

議案第１３号「市有地活用意向申入れの件（楽山保育園移転改

築）」を審議し、原案のとおり可決された。 

報告第２号「令和３年度法人会計決算見込みの件」を報告した。 

 

第８回 

１）日 時   令和４年３月２５日（金） 午後１時３０分 

２）場 所   本部会議室 

３）案 件   報告１件、議案１８件 

４）てん末   報告第１号「理事長及び常務理事職務執行状況（11 月～３月）」

を報告した。 

議案第１号「令和３年度白鳥ハイツ補正予算（第３号）」から議

案第３号「令和３年あいらん補正予算（第３号）」までを一括審

議し、原案のとおり可決された。 

議案第４号「令和４年度事業計画」を審議し、原案のとおり可決

された。 

議案第５号「令和４年度白鳥ハイツ予算」から議案第１５号「令

和４年度法人本部予算」までを日程ごとに一括審議し、原案の
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とおり可決された。 

議案第１６号「給与規則一部改正の件」及び議案第１７号「臨時

的任用職員就業規則一部改正の件」までを一括審議し、原案の

とおり可決された。 

議案第１８号「施設長等任命の件」を審議し、原案のとおり可決

された。 

 

４ 苦情・相談第三者委員会開催状況 

第１回 

１）日 時   令和３年１０月２８日（木） 午後１時３０分 

２）場 所   本部会議室 

３）案 件   議事１件 

４）てん末   「委員長選出」について互選し、委員長を選出した。 

 

５ 評議員選任委員会開催状況 

第１回 

１）日 時   令和３年５月２１日（金） 午後１時３０分 

２）場 所   本部会議室 

３）案 件   議事２件 

４）てん末   「委員長選任」について互選し、委員長を選出した。 

「評議員選任」について審議し、原案のとおり可決された。 
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