
令和３年度事業運営状況の概要について 

 

１ 特別養護老人ホームほっとはうす千羽（従来型）【定員 60 人】 

  (1) ３月 31 日現在の入居者数 59 人（男性 14 人、女性 45 人）  

  (2) ３月 31 日現在の利用者の平均年齢 88.5 歳（男性 85.0 歳、女性 89.6 歳） 

  (3) 入居者の入退状況 

      ①入所者 13 人（在宅９人、病院 ３人、その他 １人） 

      ②退所者 14 人（医療機関入院 ９人、他施設へ転出 １人、死亡 ４人） 

      ③入院延人数 598 人（前年度 441 人）  

  (4) 要介護度別利用状況 
 

 

   
 

 
(5) 介護相談員の訪問状況 

   訪問回数 ２回（延べ４人）・・・LINE 電話にて実施  

 (6) ボランティア活動状況 

ボランティア 50 人（オンライン交流会） 

 

２ 特別養護老人ホームほっとはうす千羽（ユニット）【定員 30 人】 

  (1) ３月 31 日現在の入居者数 30 人（男性７人、女性 23 人）  

  (2) ３月 31 日現在の利用者の平均年齢 89.0 歳（男性 85.2 歳、女性 90.0 歳） 

  (3) 入居者の入退状況 

      ①入所者 10 人（在宅 ８人、その他 ２人） 

      ②退所者 10 人（医療機関入院 ２人、死亡８人） 

      ③入院延人数 310 人（前年度 289 人）  

  (4) 要介護度別利用状況 

 

 

 

 

 

３ ショートステイ【定員 10 人】 

  (1) 要介護度別利用状況 
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４ デイサービスセンター【定員 40 人】 

  (1) 要介護度別利用状況 

 

 

(2) 

ボランティア活動状況 

新型コロナウイルスにより中止 

 

５ 在宅介護支援センター 

 (1) 事業実績 

    ①相談実績    相談延べ人数 359 人（実人数 94 人） 

    ②実態把握調査   94 回 

 (2) 介護予防教室   22 回 

 (3) 家族介護教室   １回 

 

６ 居宅介護支援事業所 

  (1) 給付管理表提出状況 

    ①要介護 1,439 件（前年度 1,347 件）  

    ②要支援  644 件（前年度  539 件） 

 

７ 軽費老人ホームケアハウスおやべ【定員 80 人】 

  (1) ３月 31 日現在の入居者数 76 人（男性 28 人、女性 48 人）  

  (2) ３月 31 日現在の利用者の平均年齢 84.5 歳（男性 80.4 歳、女性 87.0 歳） 

  (3) 入居者の入退状況 

      ①入居者 13 人 

      ②退居者 15 人 

  (4) 要介護度別利用状況（令和４年３月 31 日現在） 

  

(5) ボランティア活動状況 

ボランティア 21 人（定期的ボランティアは新型コロナウイルスにより中止） 
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