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平成 2８年度 法人基本方針 

法人理念 

 ・時代に適応した社会福祉法人の役割が担えるよう、社会福祉事

業を適正かつ効果的に行い、経営基盤の強化と透明性の確保を

図ります。 

 ・地域福祉向上のため、地域との連携を図り、地域貢献を実践し

ます。 

 ・社会福祉ニーズに的確に応えられ、誠心誠意のあるサービスを

提供できる施設づくり及び人材の養成を行います。 

 平成２８年度の重点項目としては、まず財政計画の改善があげられる。昨年の介護報

酬改定より１年が経過し、予想以上の厳しい財政状況となってきている。更には介護関

連等のさまざまな報道による介護のマイナスイメージは避けられず、加えて少子化とい

う問題もあり、平成福祉専門学校の学生確保は今までにないほどの厳しい状況となって

いる。このような中で、今後の状況改善はすぐには難しく、財政面においても単なる目

標値よりも現在の状況を見据えた計画を策定しなければならず、２８年度は現状を見据

えた財政計画により運営していくこととする。 

 また、昨年同様各職種全般の人材確保と職員の定着を目指すことも重点項目の一つで

ある。２７年度の契約職員の３等級正職員切り替えにより一定の成果は上がったが、ま

だ定着率が著しく向上したとは言い難い状況である。更に前述の介護に関するマイナス

イメージや県内若年労働者の減少等、人材確保についても非常に厳しくなっている。計

画的な人材確保についてのシステムづくりが急務となっている。 

 次に、職員の資質の向上であるが、本年度より高校新卒の職員を確保することができ

た。専門学校の新卒職員と合わせて、計画的に育てていくことが今後の人材確保や資質

の向上につながると思われる。また、法人内のみならず平成福祉専門学校では、高校生

を中心とした介護初任者研修や介護福祉士介護実務者研修を実施し、県内の介護職員の

資質の向上と人材確保に繋げていくこととする。 

 更に上記の事項を中心に運営していくためには、本部機能の充実が必要であり、法人

本部に複数の職員を配置し、人事・労務・庶務・会計等を一元的に統括・処理し、施設



ごとの均衡を保ち、全体を見ながらバランスのとれた運営を行えるよう組織の改革をし

ていくこととする。 

最後に、平成２７年１２月より施行されたストレスチェックについて、２８年度中に

１回実施し、職員の精神的健康状態の把握や、職場単位での職員の精神的負担を精査し、

職員一人一人が健康で、なおかつ働きやすい職場づくりを目指していくこことする。 

 具体的には次の項目を基本方針とする。 

○ 経営改善のための財政計画の見直し 

・事業ごとの利用率又は稼働率の改善 

・実際の事業にあった予算計画 

・法人全般での経営計画の策定 

○ 人材確保対策 

 ・職種や資格等による人材確保 

 ・法人一元化での人材確保による情報の共有化 

 ・人材確保の方法の見直し 

○ 職員の資質向上 

 ・新卒者研修の充実（高校卒、専門学校卒） 

 ・介護職員初任者研修、介護福祉士介護実務者研修の実施 

 ・人材を育てる計画と方法の策定 

○ 本部機能の充実 

 ・法人本部の設置 

 ・法人本部職員の配置 

   ・人事、労務、庶務、会計等の一元化への準備と施行 

［高齢者福祉事業］ 

○  安定した運営と処遇向上を目指す 

昨年の介護報酬改正から１年が経過し、予想通りの厳しい財政状態が続いており、平

成２８年度はこの状態の中でいかに健全な財政計画を立てられるかが大きな課題とな

っている。特養部門ではベッド稼働率９５％以上を目指し、いかに入院を減らし空床を

防ぐかが大きな今年の目標である。そのうえで、ご利用者の状態に合わせたグループや

ユニットの配置等を検討していく事とする。 

在宅部門では、２８年度よりホームヘルパーステーションと配食サービスを廃止し、

規模を縮小しての事業運営となるが、現状よりご利用者が大きく増加することは予想が

難しく、現状のままでいかに質の高いサービスを提供できるかが、今後の運営の要にな

ると思われる。また、介護保険対象者外の高齢者の方についても地域の実情に合わせた

サービスを提供し、地域の中での福祉施設という役割を担えるよう、事業所ごとに知恵

を出し合い、介護保険外のサービスの充実を目指す。 

また、施設、在宅を問わずご利用者のサービスの質の向上を目指し、ご利用者一人一

人に向き合い、それぞれの方が満足したサービスが受けられるよう、職員同士が日々研



鑚し合い、事故の無いご利用者、職員共に明るく楽しい施設としての機能が生かせるよ

う職場づくりに取り組む。 

［児童福祉事業］ 

〇 保育の原点に児童憲章を置いて運営する。 

・児童は人として尊ばれる 

   ・児童は社会の一員として重んぜられる 

   ・児童はよい環境の中で育てられる 

  本年度は今までの歩みを考察し、保育理念や方針・実行への心構えなどを再検討し 

決まった方針にそって日々の保育に取り組む組織づくりをして行く。 

  放課後児童クラブ（東小・西小・南ヶ丘第 1・第 2）は月 1 回の定例会を有効に使

い４クラブが連携・情報交換を行い、相乗効果のある運営を目ざす。児童の健全育成

や家庭との連携・支援も密にし、安全を第一とした児童クラブの運営に努める。 

［公益事業］ 

○ 「人間愛に満ちた教育」を基盤に、教育レベルの向上、地域連携により 

社会に求められる介護福祉士の育成を目指す 

超高齢社会を迎えた日本は、「団塊の世代」の方が７５歳以上になる２０２５年には、全

国で介護職員が約３８万人不足すると言われており、介護人材の不足は喫緊の課題となっ

ている。更に、医療的ニーズの高まりや認知症高齢者、高齢者のみの世帯の増加等に伴い

介護ニーズの高度化、多様化に対応する介護人材の質的向上、介護人材の安定的な量の確

保が肝要となっている。 

いよいよ、介護福祉士養成施設卒業生の国家試験受験が義務化の時代を迎えようとして

いる。実務経験ルートでの国家資格取得においては、本年度から３年以上の実務経験に

加えて実務者研修（４５０時間）修了が受験資格の要件となる。 

少子化に伴う高校生数の減少、他分野の専門学校の増設等、介護を選択する生徒は減

少している。国の離職者対策は引き続き行われるが、景気回復に伴い募集は深刻な状況

である。 

そのため、本校の教育の小中高校生ならびに社会人に福祉・介護の魅力を伝える福祉

教育、出前授業、初任者研修を展開し、裾野を広げる事業展開を行う。加えて、実務経

験ルートでの国家試験受験者の必須条件である「実務者研修」も本年度より実施する。 

時代に即した専門的知識・技術の習得の中で、「人間愛に満ちた教育」を基盤に、社会

に求められる介護福祉士の育成に向けて、教職員一丸となり努める。 

 

 

 

 

 



Ⅰ 高齢者福祉事業 

［１］ やすらぎの家関連 

１ 特別養護老人ホーム やすらぎの家 

＜基本方針＞ 

「ご利用者の想いを感じ取れる高齢者施設を目指す。」 

私達の目指す介護の中心には、ご利用者がいます。その軸をしっかりと持ち、ご利用者

の気持ちを感じ取り、気配り・思いやりの心で介護を行う。 

生活の場として、ご利用者一人ひとりの個性や生活歴を尊重し、調和と安全性に配慮し

ながら穏やかな生活を確保する。 

日々の生活では、コミュニケーションを大切にし、笑顔で優しい関わりを持ち、ご利用

者・ご家族に信頼されるよう努める。 

各分野の知識を深め、技術や専門性を高めるための研修制度の充実、専門職としての接

遇面を向上させ、利用される方、地域の方々が「行きやすい」「過ごしやすい」「話し

やすい」と感じていただける高齢者施設を目指す。 

重点目標 

①社会福祉法人の職員そして、社会人として倫理観のある発言や行動 

②誰からも声をかけやすい職員として、常に笑顔、明るさ挨拶を意識した勤務を行う 

③職場でのコミュニケーション能力を強化し情報共有を行う 

④専門性の強化として、必要な研修計画と実践 

⑤地域にある施設の役割を見つける 

⑥災害対策の強化と災害訓練の実践 

 

(１)介護部門 

「利用者中心の生活」を目指す 

1 号館 

(重点目標) 

・ご利用者の希望されるケアを職員全員でできるだけ実行できるように、考え、

話し合い、協力し、行動していく。 

・ご利用者の身だしなみに対する配慮、安心、安楽なケア、清潔な環境を提供し

ていく。 

(取組目標） 

・日常的にどなたに対しても応接を意識することで、要望を伝えやすい関係作り

に努める。 

・リスク管理も含めご利用者の情報の共有、報告、連絡、相談、記録の徹底を図る。 



・生活する場所として清掃や整理、整頓が当たり前にできるように環境を整え、

努力していく。 

・ご利用者に安全なケアを提供する為にマニュアルの整備、介護技術の伝達を行う。 

① さくらグループ 

「ご利用者の生活に楽しみや笑顔が増えるケア」 

・ご利用者の要望を叶えるケアを目指し、それぞれのご利用者に添ったコミュ

ニケーション力を向上させ計画、実行していく。 

・ご利用者が気持ちよく生活できるように、清掃、整理整頓に努める。 

② こもれびグループ 

「ご利用者が満足できるケア」 

・ご利用者との信頼関係を大切にし、ご利用者の話しを良く聞き希望されるケ

アを統一して提供できるように努める。 

・認知症について理解を深め、ご利用者が安心して生活できるケアを目指す。 

③ そよかぜグループ 

「ご利用者が安らかに過ごせるケア」 

・ご利用者の「今」必要としていることが実行できるように、笑顔で接しご利

用者、ご家族が希望を話しやすい対応に努める。 

・ご利用者が希望されるケアが実行できるように、ご利用者の思いは何なのか

チームで考え協力していく。 

２号館 

ご家族参加型の取り組みとして、今年度はよりご家族への連携を強くし、施設での行事

や日々の生活の中で共に関わりを持ち、ご家族が施設に預けて安心出来るケアを目指す 

（重点目標） 

・介護職員は専門職としての知識技術を高め、明るく気遣いができるように努める 

・日常生活の中でご利用者の細かな観察、記録とチームでの情報共有を行う 

（取り組み内容） 

・虐待防止に関する指針に沿ったケアの徹底に努める為に、毎月のグループ会で指針の

再確認を繰り返し行い理解し、指針に沿ったケアの統一化に努める。 

・換気加湿に努め清潔な環境で生活をして頂く。 

・日常生活の中で水分補給・季節に応じた衣類などの配慮を行い「発熱、風邪、感染症」

を防ぐ。 

① たいようグループ 

「幸福」 

・一年間を通しご利用者の健康管理に努める為に、２号館の目標・取り組みをもと

に日々の生活を大切にし、まず健康を重視する。そして、ご家族と共にご利用者の

希望に沿い生活の中での楽しみを増やす。 

② つばさグループ 

「笑顔」 



・安心・安全、健康に過ごして頂く為に、２号館の目標・取り組みをもとに情報の

共有化を行う。そして、季節が感じられる行事を取り入れ認知症の方の周辺症状に

対するケアをご家族と共に考えケアしていく。 

ア 事故防止の取り組み 

目標 「介護ミスによる重大事故をなくす」 

・ヒヤリハットが発生した時の検討時に、今後予測される事故について十分に考

慮した対応策を周知、徹底できる体制の強化に努めていく。 

・ヒヤリハットや軽微な事故が発生した時にも即座に報告と検討会を行い、対応

策を速やかに実行する。一定期間後には対応策が有効であったかの検討を行う

ことで、同様の事故が発生しないようにリスク管理を行う。 

・日頃よりご利用者の状態の変化や対応について報告、連絡、相談の徹底にて職

員間の情報の共有を行い、ケアの統一化に努めていく。 

・介護マニュアルを事故防止にもっと活用していけるように、分かりやすく表示

するなどマニュアルやルールを統一して行えるようにする。 

・誤薬に関しは防止について職員の意識を継続させていくようにヒヤリハットが

発生した時点で職員周知を行い防止に努めるようにＨ28 年度も継続していく。 

イ 事故防止委員会の活動 

事故防止委員会の開催 

・毎月１回グループ会にて前月発生した事故（軽微、ヒヤリハット、負傷も含め）

の対応策が周知、徹底できているか、有効的であるかの振り返りを行い必要に

応じて対応策の変更、職員への技術指導等も行う。 

事故防止定例委員会 

  ・年に 2 回（4 月と 8 月）事故委員が参加し現在発生している事故状況の説明と分

析を行い、同様の事故が発生しないように対応策について検討をした後職員に周

知をする。 

事故防止委員会総会 

  ・年２回（3 月、９月）行い施設全体の事故発生状況の報告と事故防止について検

討する。 

職員研修 

  ・研修にてリスク管理の知識を深め事故防止に活かしていく。 

・介護技術指導を行い、安全、安楽な援助をすることで事故を防いでいく。 

 

(２)介護支援専門員部門 

施設サービス計画について 

重点目標・・・アセスメント、モニタリングを的確に実施し、ICF の生活機能理論

を適用して施設サービス計画の内容を充実させる。 

ア 厚労省の「課題分析標準項目」に準じて、当施設独自のアセスメント表（アセス

メント表１、身体機能評価、アセスメント表３）を用いて、健康状態、ADL 面、



精神状態、社会的側面、本人の主訴等に関して定期的に分析評価をする。担当ケ

アワーカーに協力を要請し、担当ケアマネがアセスメント内容を取りまとめる。

これにふまえて多方面より課題を抽出に努める。 

イ モニタリングを的確に実施する。当月のケアプラン見直し対象のご利用者に関し

て、担当ケアワーカーにケアプラン項目のチェック表の集計およびモニタリング

原案素案の記載を依頼する。担当ケアマネがその内容を吟味して、訂正、補足を

してサービス担当者会議にモニタリング原案として提出する。またモニタリング

原案の中に、在宅復帰についての項目を設け、キーパーソンを含むご家族の状況

に分析に踏まえて、在宅復帰の可能性について担当ケアマネの意見を原案として

提示する。 

ウ サービス担当者会議までに、担当ケアマネは上記のアセスメント表 1～3 の取り

まとめ、モニタリング原案、ケアプラン原案素案およびケアプラン原案を作成す

る。ケアプラン原案素案では、ICF の生活機能理論に踏まえて、生きがいの目標、

活動の目標に関して担当ケアマネの意見を項目的にて提示する。それに基づき、

前回作成したサービス計画書（2）を修正または継続してケアプラン原案を作成

する。 

エ サービス担当者会議には、ご利用者本人および家族が多く参加できるように調整

する。 

オ ケアマネが主催し、上記のアセスメント表 1～3、モニタリング原案、ケアプラ

ン原案素案、ケアプラン原案を説明していく。ケアワーカー、看護師、管理栄養

士、ケアマネがそれぞれの領域ごとに専門的な意見を述べていく。再アセスメン

ト・モニタリングの確認に踏まえて、本人・ご家族の意向をお聞きし、プランニ

ングについて本人・ご家族と施設職員の合意を作り、ケアマネが取りまとめをす

る。在宅復帰の可能性についても、ご家族の意向に踏まえて検討し結論を出す。 

カ サービス担当者会は当ご利用者の介護保険の要介護度更新認定時にできるだけ

合わせて実施する。 

キ サービス担当者会議後、担当ケアマネはモニタリング原案、ケアプラン原案、ケ

アプラン原案を加筆修正して、サービス計画書（1）、サービス計画書（2）、

サービス計画書の要点（第 5 表）を仕上げて、できるだけすみやかにご家族に送

付する。 

ク サービス担当者会議にご家族が参加できない場合には、ご家族の意向の聞き取り

をして、サービス計画作成に反映させるように努める。また担当者会議の開催後、

電話等で討議した内容を報告し、ご利用者の状態および施設サービスの内容を十

分理解していただくように努める。電話で聞き取りをした内容はサービス計画書

（1）に記載する。 

ケ 褥瘡発症時には、褥瘡発症と診断された当日に可能な限りサービス担当者会を実

施し、褥瘡発症に限定してアセスメント、プランニングを実施する。また医療機

関中に身体的精神的な状態が大きく変化した場合は、退院して施設に帰園する当



日に、可能な限りサービス担当者会を実施し、アセスメントをやり直し、サービ

ス計画書を修正あるいは変更をする。その場合、ご利用者およびご家族にサービ

ス担当者会への参加をお願いする。参加できない場合は、事前に担当ケアマネが

電話でその意向の聞き取りをし、プランニングに反映させるように努める。 

 

機能訓練の取り組みについて 

重点目標…ご利用者の身体機能の維持向上に努める。 

実施内容 

ア ご利用者の身体機能の維持向上を図るために、サービス担当者会議等で計画を作

成し、それに基づいて計画的に実施していく。 

イ 朝倉病院所属の作業療法士が毎週月水の午前中に、朝倉病院所属の理学療法士１

名が毎週土曜日に、機能訓練を実施する。専門的なリハビリが必要なご利用者お

よび新規のご利用者を対象にして機能訓練を実施する。関係職員が連携を取り、

その指導内容を担当ケアマネ、現場のケアワーカー等に報告し周知徹底を図る。 

ウ 作業療法士および理学療法士による機能訓練の指導内容をケアマネが立案する

ケアプランに反映させて、統一して効率的な実施を図る。 

 

(３)健康管理部門 

 重点目標 

・グループケアのなかで、グループ担当の看護師を配置し、利用者の健康管理、

ご家族、ご利用者のニーズに応える事のできるよう医務室の充実を目指す。 

・他職種との連携を密にし、情報を共有し、個々の利用者様の健康維持に努める。 

・サービス担当者会議では、医療面での情報を提供する。 

・各グループ担当看護師の充実、ご利用者の個別健康管理を充実し、嘱託医及び

ご家族への情報提供に努める。 

・日頃のご利用者様観察を介護職員と行い、異常の早期発見に努める。 

・最期その日まで、個々のご利用者らしい日々を支援できるように他職員と共に

取り組む。 

・インフルエンザについては、利用者様、職員にインフルエンザワクチンを接種

し、流行期には、マスクの着用、手洗い、含嗽を徹底し、外部からの持込を予

防する 

ア 感染症について 

・感染委員会（定例会）を年 2回開催しケアワーカーと共に意識を高める。（9 月 

3 月）月 1回グループで感染予防の実施状況を確認する。 

・感染予防委員会（総会）を年 2回（4月、10 月）開催し感染予防を徹底する。 

・流行している感染症には、臨時の対策委員会を開催する。 

・感染症に対する職員研修を年 2回実施する。 



・感染性胃腸炎の流行期には適した消毒液、マスク着用、手洗い、含嗽、ガウン

の着用、手袋の使用を徹底し感染の拡大を防ぐ。 

イ 褥瘡について 

・褥瘡委員会（定例会）を年 2回開催しケアワーカーと共に意識を高める。（3月、

9 月） 

・毎月 1 回ＯＨスケールを活用し各グループに見直し検討を行い 

・予防の為の清潔、除圧等ケアの統一を計る。 

・褥瘡発生ハイリスク者の担当者会に参加する。 

・褥瘡予防委員会（総会）を年 2回（4月、10 月）実施し褥瘡予防を徹底する。 

・褥瘡が発生した場合、嘱託医と連携し担当者会議を開き、栄養面、医療面での

早期治癒に努める。 

・褥瘡に対する職員研修を年 2 回実施する。 

ウ 機能訓練について 

平成 26 年 4 月より OＴ１名（月曜、水曜日 午前）、平成 20 年より PT1 名（土

曜日 午後）行っているが充分な取り組みができてないのが現状であり、ケア

プランに添ってご利用者様の身体的、精神的機能、ＡＤＬ能力の維持に努めた

い。 

現在グループケアワーカー、サイドでは行っているが、集団（２０名位）でリ

ハビリ又は、レクリェーションが出来るようにしたい。 

エ リハビリあるいはレクリェーションに必要な物品を購入する。 

・職員の健康管理については、生活習慣病検診により早期発見に努める。また

異常があった職員に対しては嘱託医の指示のもとに指導する。 

・腰痛予防検診は年 2 回、介護職、看護職、厨房職員に実施する。 

   ・新任職員については配置前の腰痛予防検診を行う。研修に参加し、看護師とし

ての知識の向上に努める。 

 

(４)給食部門 

「食への工夫」 

  重点目標 

高齢者の食事を口から食べて、楽しみやおいしさを感じてもらう事を重点に今

年度は取り組む。生活の場で「食べる」ことへの意欲を出せることを給食室は

目指す。 

ア「食のたのしみ」 

食べやすい食事も大切にしてきたが、「食べたい」と思う気持ちを出せるよう

な食事提供を行う。食べやすい食事形態の提供だけでは毎日の食事にメリハリ

がなく、食材の本来の味を味わう事も取り組んでみる。 

イ 「食の変化」 



毎日の食事提供の仕方を工夫する。給食室からの集団給食の出し方だけでなく、

給食室職員が各グループに食事提供できる取組として、屋台形式や出前調理も

取り入れてみる。その中で「食の変化」を試みる。 

ウ 「食の安全」 

給食室全体の衛生管理の強化を目指す。食材の管理、調理器具の管理、日常の

清掃強化を行う。職員研修も専門研修に参加し職員の資質向上を目指す。 

 

(５)事務部門 

  重点目標 

  前年度以上にコスト意識を高め、経費削減に向けての取り組みを行い、より良い事

業運営が行えるように事務部門がよりいっそう気を引き締め尽力する。 

ア 総務 

・施設の窓口として接遇に十分配慮し、明るく、親切、丁寧に対応する。 

・日常業務を迅速かつ正確に行うと共に、責任ある業務遂行を心掛ける。 

イ 財務 

・月々の収支と予算執行状況を確認しながら経費管理を徹底する。 

・より一層のコスト削減を図る。 

ウ 人事 

・適材適所、少数精鋭で効率良く協力できる環境づくりを行う。 

エ 設備管理・安全 

・大規模修繕はほとんど終了したが、必要に応じ修繕・補修を行い、安全性や機能を

維持管理する。 

・防災意識を高め、緊急時に迅速な対応ができるよう教育・訓練を実施する。 

 

(６)生活相談員部門   

重点目標  

ご利用者の想いを大切に、求められるニーズに対応できる様に誠心・誠意を持っ

てサービス調整を実施する相談窓口 

ア 地域との交流窓口 

地域福祉向上の為に、外部との交流窓口として地域の方々との関わりを大切に、

地域との連携が図れる様に努める。 

地域の行事への参加や、地域にある保育園や学校からの慰問や福祉体験、平成

福祉専門学校との交流やボランティアの方々の受け入れを積極的に行い地域の

方々との関わりを増やしていく。 

イ 災害対策において、施設内で発足した防災委員会の中心メンバーとなり災害意識

を高める為の活動を実施する。又、大規模災害時には福祉避難所として地域の

方々の受け入れ窓口として平成福祉専門学校とも連携を図る。 

ウ ご利用者・ご家族との相談窓口 



   ご利用者・ご家族の小さな声や気持ちをくみ取り、要望・希望を実現できる様に、

他職種との連携に努め、誠心誠意を持った対応しご利用者一人ひとりの個性や生

活歴を尊重し穏やかな生活が送ってもらえるよう努める。 

エ 家族会相談窓口 

ご家族との交流を大切にし、家族会の窓口として年 2 回開催されるやすらぎの

家家族懇談会の充実と、ご家族と共にイベントの企画から関わり、ご利用者とご

家族共に楽しんで頂ける行事が実施できるように努める。 

オ 入所希望者・待機者への相談窓口 

入所担当として、施設入所を希望される方々からの相談や入所に関して介護の

必要性の程度及び状況の把握に努める。 

入所の必要性が高いと認められる方のスムーズな入所に向けて、次期の優先入

所候補者に挙がる可能性のある方について、各関連施設や医療機関へ電話や面

会を通じて調査を行うと共に連携・調整を実施する。 

 

２ 短期入所生活介護（ショートステイ）やすらぎの家 

重点目標 

・ショートステイご利用者と家族介護者に求められるニーズに応え、専門職としての

知識・技術の向上に努め、一人ひとりに合ったサービスを希望に応じて提供する。 

・1 日でも長く在宅での生活を続けていく事が出来るように、ご利用者と家族介護者

両方のサポートに努め、安心して頂けるサービスを提供する。 

・ご利用者、家族介護者・各サービス提供事業所との連携を大事にし、信頼・誠意・

思いやりを大切にした対応に努める。 

ア 要介護者が住みなれたお家で生活を続けていく事ができるように、短期入所

生活介護のサービスを実施する。短期入所生活介護サービスは、在宅介護が

困難となった場合への対応、そして介護者の負担を軽減しﾚｽﾊﾟｲﾄｹｱ（身体的・

精神的な休息の為のケア）を介護者に提供する、という点では意義は大きい。

当事業所としては、夜間等を通じて医療的なニーズが高い場合、他の利用者

への暴力等精神症状が強い場合などを除き、積極的に短期入所生活介護サー

ビスを提供していく。 

面接等を通じて、本人・御家族・居宅の担当ケアマネより利用者の状態を詳

しく聞き取り、在宅生活の継続という観点を大切にして、在宅生活で行なっ

ている生活習慣に出来るだけ同じ形でのサービスの提供を心掛ける。 

ショートステイ利用中にどのように過ごしたいか、というご本人・御家族の

希望を聞き取り、それに踏まえて、利用者の自立支援を目的とした短期入所

生活介護計画を作成し、それに基づいて意識的な関わりを行なって行く。（短

期入所生活介護計画の作成は 4 泊以上の利用者を対象とする。） 



ショートステイ入所者に対する介護・看護のサービスについては、やすらぎ

の家の事業計画に準じたサービスを提供する。 

ショートステイ利用中の本人の状態については、御家族にショートステイ退

所時にケース記録のコピーをご家族にお渡しすると共にこまめに報告を行い、

連携を図る。又、居宅の担当ケアマネにも必要な情報を提供する。 

ショートステイのサービスを定期的に利用されている利用者については、居

宅の担当ケアマネ・居宅のサービス提供事業所と連携を図り、状態の変化に

機敏に対応できるようにする。 

ショートステイのサービスを定期的に利用されている利用者については、定

期的にアセスメントを行い、サービス担当者会議を開催して短期入所生活介

護計画の見直しを行なう。作成したアセスメント表については、居宅の担当

ケアマネにも情報提供する。 

 

年間計画 

 全体行事 医務室 研修(内部) その他 

４月 お花見 利用者定期健康

診断 

(２号館) 

職員腰痛予防検

診 

感染予防総会 

褥瘡委員総会 

内部研修 

「事業計画」 

 

家族会 

５月 遠足 利用者定期健康

診断 

(１号館) 

内部研修 

「AED」 

 

６月 紫陽花見学 

防災訓練 

開園記念日 

 

 

 

内部研修 

「食中毒」 

「感染症」 

家族会清掃 

７月 七夕行事 感染予防総会   

８月 納涼祭 

よさこい慰問 

 

職員健康診断 

内部研修 

「身体拘束」 

 

９月 敬老会  震災訓練  

１０月 遠足 職員腰痛検診 

感染予防総会 

褥瘡委員総会 

内部研修 

「緊急時対応」 

「感染症」 

家族会 

１１月 菊花展見学 

法人美術展 

インフルエンザ

予防接種 

内部研修 

「交通安全」 

家族会清掃 



１２月 もちつき 

クリスマス会 

防災訓練 

 

 

 

 

 

 

 

１月 お正月 初笑新年会 感染予防総会   

２月 節分    

３月 ひな祭り  新規採用研修  

 

３ グループホーム ほのぼのの家 

(理念) 

ア 家庭的な雰囲気の中で、居心地よい生活が出来る様に支援する。 

イ 一人ひとりが自分らしく過ごせるような環境を作る。 

ウ 地域に開かれたホーム作りを目指し、地域の一員としての役割を担っていく。 

エ ご家族との信頼関係を大切にし、気楽に相談出来る雰囲気を作っていく。 

(サービス目標) 

ア 朝倉病院訪問看護との医療連携体制の充実を目指し、ご利用者の健康管理に努める。 

イ 家庭的な生活を送る事を目標に、ご利用者が落ち着いて過ごせる環境作り、個々の

能力に合わせた家事動作に参加し、充実した日々を過ごせるよう支援する。 

ウ ご家族との連携を密にし、日常生活をはじめ問題が起こった時には、迅速な対応・

状況の説明を行い、ご家族との信頼関係を築いていく。 

エ 年間行事（新年会、敬老会、誕生会、遠足）等にご家族が参加しやすい環境を目指

す。 

オ サービス担当者会にはご家族に参加して頂き、ご利用者・ご家族の希望をより多く

取り入れたサービス計画の作成を目指す。 

カ 地域との交流の機会を持てるよう行事等にも積極的に参加する。 

キ 管理栄養士の献立に基づいた栄養管理に努め、家庭的な雰囲気の中で四季折々の食

材を使用した料理を提供し食の面でも季節を感じて頂く。 

ク 感染症対策として季節型感染症に対する予防策及び環境整備、ご利用者・職員の健

康管理に努める。 

ケ 南海トラフ等の大規模災害への対策として、グループホーム、地域住民等の災害対

策の充実とＢＣＰ（事業継続計画）を確立する。 

コ 職員の資質向上の為、外部研修にも積極的に参加する。 

 

年間行事 

ほのぼのの家   平成２８年度 行事計画       

4 月  お花見 

5 月 春の遠足、ドライブ 



6 月 防災訓練、紫陽花見学、蓮見学、誕生会 

7 月 七夕、わかくさ納涼祭、誕生会、AED 研修 

8 月 さわやか里の夕べ、宮の奥祭り、よさこい（あかねの里） 

9 月 春陽荘納涼祭、敬老会、オールドパワー展 

10 月 コスモス見物、朝倉地区区民運動会 

11 月 秋の遠足、菊花展見学、防災訓練 

12 月 法人美術展、木の丸保育園児との交流、クリスマス会、誕生会 

1 月 初詣、初笑い新年会、誕生会 

2 月 節分、誕生会 

3 月 ひな祭り、誕生会、防災訓練、AED 研修 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



［２］うららか春陽荘関連事業 

1 特別養護老人ホームうららか春陽荘 

〈理念〉 

一 ご利用者が主体的に生活できる場所を提供する。 

二 ご家族や地域の方にも楽しみの持てる場所とする。 

三 ご利用者も職員も一つの家族として思いやりのある家を築く。 

四 ご利用者と職員にとって居心地の良い安全で安心して過ごせる施設を目指す。 

 

〈基本方針〉 

一 ユニットケアだからこそ出来る個別ケアの充実 

ご利用者の個別性を大切にし、ご利用者本位のケアを提供する。 

二 介護事故の予防 

日常の気付きを大切にし、報告・連絡・相談を徹底し事故予防に努める。 

三 職員の資質向上の取り組み 

職員一人ひとりが自身の立場と役割を理解し、専門職としての知識・技術、社会人

としての接遇やマナーの向上を目的とした各種研修を実施する。 

四 地域貢献への積極的な取り組み 

地域との連携を図り、施設としての役割を明確にするため、地域福祉の拠点として

積極的な活動を行い、社会福祉法人としての役割を担う。 

五 南海地震対策 

これまでに作成した災害対策マニュアルや BCP の継続的な見直しを行うとともに、

全職員を対象に周知と訓練を行い災害へ備える。 

 

（1）介護部門 

ご利用者の生活は誰が見ても「個別」なものとなるよう、日常的な声掛けや生活環境の

工夫を行うと同時に、ご利用者ご家族の心に残るようなイベント等の実施を行う。 

また、ご利用者の生活が「安全・安心・快適」なものとなるよう、以下の項目について

重点的に取り組む。 

ア 肺炎の主な原因となる誤嚥予防の為、嚥下機能の低下しているご利用者を「しあ

わせ・やさしさ」グループで生活して頂き、口腔ケア等の感染症予防をこれまで

以上に積極的に取り組む。 

イ 介護事故について、それぞれの要因分析と対応策の検討と関係者に対しての周知

を速やかに行い、同様の事故を起こさないように取り組む。また、服薬について

はマニュアルの遵守を徹底し誤薬ゼロを目指す。 

 

なごみ・ひかりグループ 



ご利用者の生活が個別のものとなるよう、情報収集・情報共有・サービス提供を実施す

る。 

ぬくもり・よろこびグループ 

ご利用者の思いやご意向に沿った援助がグループ内で統一して行えるよう、24H シー

トの活用を継続する。 

たのしみ・ほほえみグループ 

ご利用者１人ひとりの思いを大切に、ご意向に沿った援助を心がけ、穏やかに生活して

頂けるよう努める。その手法の一つとして前年度検討した 24H シートの作成、実施を

行う。 

しあわせ・やさしさグループ 

ご利用者の個別性を大事にするとともに、肺炎等の感染症予防を目的としたケアの充実

を図る。感染症予防に対する専門性を向上させるため、多職種との連携を図りより一層

チームケアを意識する。 

 

（2）介護支援専門員 

ご利用者とご家族の思いに寄り添い、ご利用者それぞれの個別性を重視した計画を作成

する。また、計画作成の窓口として常に笑顔で丁寧、迅速な対応を心がける。 

ア ご利用者がその人らしい生活が出来るように、個別性の高い計画作成を行う。そ

のために、生活に対する意向等を具体的に聞き取り、計画作成に反映させる。 

イ 肺炎等の感染症予防を目的としたケアが実施できるよう、計画書に反映させる。 

 

（3）生活相談員 

ご利用者の生活がより豊かなものとなり、ご家族が安心して生活が出来るようご利用者、

ご家族とユニットとをつなぐ役割を担う。 

ア ご利用者の生活がより「個別」なものとなるよう、ご利用者の生活に対する意向

等の情報収集を積極的に行い、多職種で情報を共有し実施に向けて支援を行う。 

イ 肺炎や尿路感染症等の予防のため、具体的な当該疾病に関する情報や具体的な介

護技術等を、多職種で検討しスムーズに実践できるよう支援を行う。 

 

（4）健康管理部門 

ご利用者の健康で安全な生活を目指し、健康管理部門が中心となり多職種との連携を密

にし、疾病の予防と早期発見、早期対応を行う。 

ア 看護師のユニット担当制を継続し、特に肺炎や尿路感染症の予防を目的としたケ

アを積極的に行う。また、当部門のみでは達成できないことがらのため、他部門

と連携を図りながら共同で取り組む。 

イ 感染症対策マニュアルの修正等を行い、全職員が活用できるものにする。 

ウ 「褥瘡・感染症」「緊急時の対応」の他職種向けの研修を開催し、意識・技術の

向上を図る。 



 

（5）栄養部門 

ア ご利用者の嗜好調査を年二回（6月、12 月）実施し、個別性を重視した献立の作

成の根拠とする。 

イ 朝食について主食がご飯とパンの二種類をご意向により提供しているが、副菜に

ついてはどちらも同じものの提供となっているため、主食に合わせた副菜の提供

を検討する。 

ウ 嚥下機能が低下しているご利用者に対して、適切な食形態が提供できるよう、多

職種との連携を密に図る。 

 

（6）事務部門 

ア 多くの方が利用する施設の窓口として、常に笑顔と謙虚さを忘れず親切、丁寧な

応対をする。 

イ マイナンバー制度の導入に伴い、これまで以上に個人情報の管理を徹底する 

ウ 昨年に引き続き経費削減に取り組み、無駄のない施設運営を目指す 

 

春陽荘 行事計画 

月 内     容 

4 月 お花見 

５月 紫陽花鑑賞 家族会 

6 月 七夕短冊作り 

７月 蓮観賞 土用の丑の日 

8 月 花火大会観賞 バーベキュー 

9 月 敬老会 オールドパワー展 家族会 

10 月 うららか春陽祭（秋祭り） コスモス観賞 

11 月 美術展（文化祭） 家族会 芋掘り 菊花展観賞 

12 月 餅つき クリスマス会 焼き芋 忘年会 

1 月 初詣 フォトコンテスト 

2 月 節分（豆まき） 梅鑑賞 

３月 ひな祭り 

 

居宅サービス事業部門 

〈基本方針〉 

1 ご利用者の個性・生活歴を十分に理解し、日々のケアに活用する。 

2 ご利用者にとって、楽しみの場所になるよう努める。 

3 ご利用者のために、ご家族や各関係機関と積極的に連携を図る。 



4 ご家族や関係機関との信頼関係を構築する。 

5 事故予防に努める。 

 

２ 短期入所生活介護 うららか春陽荘（ショートステイ） 

ア ご利用者の過ごし方が個別的なものとなるよう、ご利用者・ご家族のご意向を尊

重する。 

イ ご利用者の個別性を理解するため、アセスメントを継続的に行い状況に応じた介

護を提供する。 

 

ショートステイ 行事計画 

月 内容 

4 月 お花見・桜見学ドライブ 

5 月 あじさい見学 

6 月 蓮見学 

7 月 土用の丑の日 

8 月 よさこい見学 

9 月 敬老会 

10 月 うららか春陽祭（秋祭り） コスモス見学 

11 月 菊見学 

12 月 餅つき 

1 月 初詣 

2 月 節分 

3 月 雪割桜見学 

 

３ デイサービスセンターはるかぜ 

ア ご利用者自身が「通いたい」と思えるデイサービスづくりを行う。 

イ ご利用者の能力が最大限に発揮できるよう、専用の部屋にて専門職（PT、OT、

マッサージ師）を中心に、機能訓練や生活動作訓練を行う。 

ウ ご利用者の望む活動はそれぞれ違っていることを再認識し、ホール一体での活動

を見直し、個別の部屋でそれぞれの活動が行える環境を作る。 

 

４ デイサービスセンターそよかぜ 

ア ご利用者心地よく過ごせる環境の提供を行う。 

イ ご利用者に気持ち良く利用して頂くため、職員の関わり方を見直し「ケア」の前



後に十分にコミュニケーションの時間をとる。 

ウ ご利用者の望む活動はそれぞれ違っていることを再認識し、ホール一体での活動

を見直し、個別の場所でそれぞれの活動が行える環境を作る。 

 

＊ デイサービス事業は個別での活動を重視するため、事業所全体での行事計画は

作成せず、季節を感じて頂く行事などは個別で実施する。 

 

居宅サービス事業部門 勉強会計画（1/2M 開催予定） 

月 内容 

5 月 介護保険制度 

7 月 身体拘束・高齢者虐待防止 

9 月 認知症 

11 月 感染症 

1 月 リスクマネジメント 

3 月 接遇 

 

５ 居宅介護支援事業所はるの 

住み慣れた自宅での生活が継続できるよう、ご利用者とご家族の気持ちに寄り

添った支援を行い、地域に信頼される事業所を目指す。 

ア ご利用者、ご家族それぞれの思いを大切に個別性の高いケアプランを作成

する 

イ ご利用者の自立とご家族の負担軽減が実現できるケアプランを作成する。 

ウ 作成したケアプランが効果的に実施できるよう各種関係機関との連携を

密にする。 

エ 介護保険サービスのみではなく、民間サービスや地域資源も積極的に活用

する。 

オ 地域に向けて介護保険事業及び介護予防についての情報提供を行う。 

 

６ 高齢者住宅等安心確保事業（横浜ニュータウン） 

ア 入居されている高齢者が安心して生活が送れるように、一日一回の自宅訪問を実

施し、相談の受付や安否の確認を行う。 

イ 入居されている高齢者が生きがいを持って自立した生活が送れるよう、いきいき

百歳体操やミニデイサービス等の活動を行う。また、必要時には速やかに支援が

行えるよう、春陽荘各事業、特に居宅介護支援事業所はるのとの連携を図る。 

 



７ うららかキッズガーデン（事業所内保育事業） 

ア 家庭的で温かい雰囲気の中で、一人ひとりに寄り添い、個々に持っている能力を

のびのびと育て、健やかな心身の発達を図る。 

イ ご家庭と園と一体的に保育が行えるよう、ご家族とのコミュニケーションを密に

図る。 

ウ 福祉施設内保育園であることを最大限に生かし、多世代間交流を通じて優しさや

思いやりの心を育む。 

 

キッズガーデン 行事計画 

４月 内科検診 避難訓練 身体測定 

５月 こいのぼり会 避難訓練 身体測定 

６月 歯科検診 避難訓練 身体測定  

７月 七夕会 プール開き 避難訓練 身体測定 

８月 避難訓練 身体測定  

９月 避難訓練 身体測定 

１０月 うららか春陽祭（秋祭り） 内科検診 避難訓練 身体測定 

１１月 歯科検診 避難訓練 身体測定 

１２月 クリスマス会 もちつき 避難訓練 身体測定  

１月 避難訓練 身体測定 

２月 豆まき 発表会 避難訓練 身体測定 

３月 ひなまつり会 避難訓練 身体測定 

 

８ 各種委員会活動 

（1） 事故防衛パトロール隊 

施設内での事故に関して委員が積極的に検討会に参加し、各事故の要因の分析

や対応策の検討を行う。また、各種マニュアルの通り業務をしていれば防げた

事故もあることから、マニュアル遵守についての意識向上を図る。 

（2） ケア向上委員会 

ご利用者により良い環境で生活してもらうために、「自分たちの役割は何か？」

を再確認し、身体拘束、高齢者虐待防止に向けての取り組みを行う。 

（3） 感染予防対策委員会 

感染症予防マニュアルの適正な見直しと周知を徹底し、感染予防に努める。ま

た、感染症が発生した場合には臨時の委員会を開催し、感染拡大を最小限に抑

える取り組みを行う。 

（4） 褥瘡バスターズ委員会 



褥瘡発生者数の減少を目的とし、OH スケールの活用によるリスク管理と知識・

技術向上のための研修会を行う。 

（5） 安全衛生委員会 

ストレスチェックの制度化に伴い、委員会の活動がより一層重要になってくる。

今年度は腰痛予防を中心とした、職場の不要なストレスを軽減させるための活

動を行う。 

（6） 美化委員会 

誰が見ても「清潔な施設」であるよう、施設内巡回等による美化への意識付け

や、簡単に出来る清掃の方法等の情報提供を行う。 

（7） 研修委員会 

（1）～（4）の各委員会が効果的に研修会を開催できるよう、企画管理を行う。 

（8） 災害対策委員会 

（9） 前年度までに作成したマニュアル等をもとに訓練を行い、現実に則したマニュ

アルとなるよう修正等を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[３] 在宅介護センターわかくさ 関連事業 

＜基本方針＞ 

1 住み慣れた地域での生活 

2 心の尊厳を保った生活 

3 明るく楽しく充実した生活 

 ご利用者やご家族に、上に掲げた三つの生活を提供することを目標とし、その実現の

ために、ご利用者の人格を尊び、受容と傾聴の気持ちを持って対応する。 

 ご利用者、ご家族のプライバシーを守り事業所、職種にこだわらず、ご利用者の立場

にたった最善のサービスを提供する努力をする。そのために地域、関連機関との連携を

密にし、地域住民に開かれた施設となることを目指す。 

 

＜重点目標＞ 

  

○ 各事業のご利用者、ご家族に選んで頂けるサービスを目指す。 

○ 安定したサービス提供を行うため一層の財務体質の健全化、業務の効率化を

図る。 

○ 風通しの良い職場にするため体制の整備、各事業の連携、報連相の徹底を促

し情報の共有化を図る。 

○ ストレスチェックを行い職員が働きやすい明るい職場作りを目指す。 

○ 事故・トラブル、虐待を防げるよう危機管理の徹底を強化する。 

○ 法人、外部研修等により、職員の資質向上を目指す。 

○ 南海地震、火災に備え地域と連携の上定期的に防災訓練の実施。 

 

１  デイサービスセンター くつろぎの家 

  在宅での生活をより豊かに充実して過ごしてもらえるよう、『自立支援に向け

て』ご本人、ご家族のニーズを把握しながら関係機関との連携も図り、質の高い

サービスを提供する事を目指す。 

 ご利用者一人一人に、『やりたい事』が見つかるように、そして活動への参加

意欲、利用に繋がるような取り組みを行う。 

 

自立支援に向けて、ご利用者のニーズに合わせた活動に取り組み、意欲向上、

身体機能の維持、向上・サービスのケア向上に努める。 

 

ア ご利用者の出来る事が維持、継続出来るよう見守り、どのようにすれば出来るよう

になるかをチームで考え身体機能向上に努める。 



イ 日常生活の中で生活リハビリに取り組めるようにハード面等にも工夫をもたらし、

在宅生活が継続出来るよう支援する。 

ウ 介護度や目的の違う利用者、それぞれが満足していただける様、個別ケアの充実を

図り多種多様な趣味にも対応していく。 

エ 食べる機能の向上を踏まえ、かみかみ百歳体操等も取り入れながら、口腔機能向上

に向けて口腔ケアの充実を図る。 

オ ご利用者の目的等に合わせ、行事等の取り組みや、地域との交流を積極的に行い、

社会性の維持向上に努める。 

カ ご利用者の健康状態を的確に把握し、健康管理を充実させ家族との情報提供・交換

に努める。 

キ 個々のニーズに応じた送迎方法・送迎時間を考慮し、また安全で安心できる送迎を

行う。 

ク 積極的に外部の研修に参加し、職員の知識・技術を向上させ、質の高いケアを提供

すると共に職員勉強会等も行い、スキルアップを目指し職員の満足度の向上を図る。 

ケ 生活機能の維持・向上を図っていくために、運動機能も取り入れ、専門スタッフ（理

学療法士・作業療法士等）と連携をとりながら、個々のニーズに合った援助を行う。 

コ 個人の生活・人生を尊重し、できる限り自立した生活を送れるように支援していく。 

サ 各事業所訪問の継続と、定期的な広報誌等の配布を行い提供しているサービス内容

等を見て頂く。また空き状況を把握し新規ご利用者の受け入れ等がスムーズに行える

よう努めると共に、昔から利用して頂いているご利用者の認知症状等の進行状態も把

握し、隣接しているわかくさの家での認知症ケアも提案できるよう各事業所のケアマ

ネージャーとの連携も密に図る。 

 

くつろぎの家サービス提供方針 

 

参加した一日が楽しく、お互いが思いやり、助け合いの生活が出来るよう

にご利用者の和を大切にする。 

１ 人格を尊重しましょう。 

２ 受容と傾聴のこころで接しましょう。 

３ プライバシーを守りましょう 

４ 他の関連機関との連携をとりながらご家族を含めたチームケアを進めましょ

う。 

５ 心身の状態の変化に敏速、柔軟に対応しましょう。 

６ ご利用者のその人らしい生活が維持できるよう、日常生活能力の維持向上を

はかりましょう。 

７ 楽しみや意欲を持てるよう援助しましょう。 

 

 



 

             ２８年度 行事及びレク計画 

４月 

 誕生日会、毛筆、創作、生け花、カラオケ、

硬筆、将棋、花札、塗り絵、学習プリント、

木工、園芸、昼食バイキング、おやつバイキ

ング、パン作り、おやつクッキング 

５月 母の日 

誕生日会、毛筆、創作、生け花、カラオケ、

硬筆、将棋、花札、塗り絵、学習プリント、

木工、園芸、昼食バイキング、おやつバイキ

ング、パン作り、おやつクッキング 

６月 父の日 

誕生日会、毛筆、創作、生け花、カラオケ、

硬筆、将棋、花札、塗り絵、学習プリント、

木工、園芸、昼食バイキング、おやつバイキ

ング、パン作り、おやつクッキング 

７月 納涼祭 

誕生日会、毛筆、創作、生け花、カラオケ、

硬筆、将棋、花札、塗り絵、学習プリント、

木工、園芸、昼食バイキング、おやつバイキ

ング、パン作り、おやつクッキング 

８月 

 誕生日会、毛筆、創作、生け花、カラオケ、

硬筆、将棋、花札、塗り絵、学習プリント、

木工、園芸、昼食バイキング、おやつバイキ

ング、パン作り、おやつクッキング 

９月 

敬老会、オールドパ

ワー展出展、朝倉第

二小交流 

誕生日会、毛筆、創作、生け花、カラオケ、

硬筆、将棋、花札、塗り絵、学習プリント、

木工、園芸、昼食バイキング、おやつバイキ

ング、パン作り、おやつクッキング 

１０月 

 誕生日会、毛筆、創作、生け花、カラオケ、

硬筆、将棋、花札、塗り絵、学習プリント、

木工、園芸、昼食バイキング、おやつバイキ

ング、パン作り、おやつクッキング 

１１月 朝倉第二小音楽会 

誕生日会、毛筆、創作、生け花、カラオケ、

硬筆、将棋、花札、塗り絵、学習プリント、

木工、園芸、昼食バイキング、おやつバイキ

ング、パン作り、おやつクッキング 

１２月 年忘れ会 

誕生日会、毛筆、創作、生け花、カラオケ、

硬筆、将棋、花札、塗り絵、学習プリント、

木工、園芸、昼食バイキング、おやつバイキ



ング、パン作り、おやつクッキング 

１月 お茶会 

誕生日会、毛筆、創作、生け花、カラオケ、

硬筆、将棋、花札、塗り絵、学習プリント、

木工、園芸、昼食バイキング、おやつバイキ

ング、パン作り、おやつクッキング 

２月 バレンタイン 

誕生日会、毛筆、創作、生け花、カラオケ、

硬筆、将棋、花札、塗り絵、学習プリント、

木工、園芸、昼食バイキング、おやつバイキ

ング、パン作り、おやつクッキング 

３月 花見 

誕生日会、毛筆、創作、生け花、カラオケ、

硬筆、将棋、花札、塗り絵、学習プリント、

木工、園芸、昼食バイキング、おやつバイキ

ング、パン作り、おやつクッキング 

 

２  デイサービスセンターわかくさの家 

住み慣れた場所で少しでも長く、ご本人らしい生活が続けられるよう、ご利用者・

ご家族に寄り添い理解し、一人ひとりにベストな環境づくりのお手伝いをさせて頂く。 

職員が関わり馴染みの関係を作り、ご利用者・ご家族に安心感・和み・楽しみを持

って頂き、「笑顔」の場となるように努める。 

周辺症状の軽減を基に認知症ケアの充実を図る。 

ア 認知症という病気にとらわれず、認知症を抱えた一人の「人」として支援する。 

イ ご家族、ご利用者の心情を聴き理解した上で、ご利用者が自分らしく穏やか

に過ごせる環境を、職員のみでなくケアマネージャー、ご家族と連携しチーム

で考え提供する。 

ウ ご利用者の訴える事の出来ない不安感の原因を追究し、寄り添い共感すると

共に、少しでも不安軽減出来るケアを考え提供する。 

エ ご利用者が心身共に穏やかに過ごせるよう、職員と共に家事的動作に取り組

み、和み・楽しみ・笑いのある家庭的な雰囲気作りに努める。 

オ ご利用者の目標や目的、また、ご家族の目的を理解した上で行事等の取り組

みや地域住民との交流を積極的に行い社会性の維持向上に努める。 

カ 職員全員が「やりがい」を持ってケアに当たれるよう、職員一人ひとりの考

えをよく聴き、皆で話し合える機会を設け、サービスに活かせるよう確実に形

にしていく。その為に必要な研修への参加、また、本人が希望する研修に参加

する事でスキルアップし、個々の自信に繋げ職員の満足度の向上を図る。 

キ 定期的にホームページの更新を行い、ケアマネージャー、ご家族に発信しデ

イサービスの雰囲気を知ってもらうと共に、新規利用者さんの依頼に努める。



体験利用時には、１日のみでなく違う曜日にも体験して頂き利用者さんに合っ

た曜日が利用できるよう配慮する。 

デイサービスセンターわかくさの家サービス提供方針 

１．ご利用者の「心」に寄り添い理解し、「心」の支援・ケアをしていきます。 

２．ご利用者の「出来る事」を大切にし継続を行い、より良い生活を支援して行きま

す。 

３．ご利用者だけではなくご家族の「心」も理解し、「心」の支援も行えるチームケ

アを目指します。 

４．地域との関わり・出会いを大切にし、「心」を大切にして行きます。 

 

２８年度行事計画 

４月 誕生会・バイキング・クッキング 

５月 誕生会・バイキング・クッキング・生け花 

６月 誕生会・バイキング・クッキング・生け花 

７月 誕生会・バイキング・クッキング・納涼祭 

８月 誕生会・バイキング・クッキング・流しソーメン 

９月 誕生会・クッキング・敬老会・朝倉第二小学校交流 

１０月 誕生会・バイキング・クッキング 

１１月 誕生会・バイキング・クッキング・朝倉第二小学校音楽会 

１２月 誕生会・バイキング・クッキング・年忘れ会・餅つき 

１月 誕生会・バイキング・クッキング・新年会 

２月 誕生会・バイキング・クッキング・豆まき 

３月 誕生会・バイキング・クッキング 

 

３ 小規模多機能型居宅介護 わかくさ 

小規模多機能型の原点「ライフサポート=地域での暮らしの支援」にこだわり、介

護サービスの枠に囚われず、ご家族・地域の方と一緒にご利用者が元気になれる事業

所を目指します。 

 

（1）利用者処遇面 

ア ご利用者本人がどのように暮らしたいのかをしっかり把握し、本人の持てる

力を活かし、これまでの暮らしの継続を支援していきます。そしてご利用者

が元気になれるように、従来の介護サービスの枠に囚われず、ご家族・地域

の方と協力しながら支援していきます 

 

（2）事業運営面 



ア 安定した経営を目標に、利用継続を意識しつつ、登録の待機者や相談のあ

ったご利用者については、関係機関やご利用者・ご家族と密に連絡を取り、

スムーズに登録が可能となるようにします。 

イ 利用者処遇にこだわり、そのこだわりをホームページや広報等で継続的に

発信し、各病院の地域連携室や、居宅介護支援事業所などのサービス調整す

る立場の方たちにも選ばれる事業所を目指します。 

ウ 近隣に小学校がある特徴を活かし、単発的な交流でなく継続出来る関わり

を目標に認知症サポーター研修を取り入れ、事業所から発信し地域と一緒に

高齢者をサポートしていく体制が取れるよう行っていきます。 

 

 

  （3）職員処遇面 

・ 全職員で小規模多機能の原点「ライフサポートプラン」を見つめ直し、ご利用

者一人ひとりの生活をしっかり把握し、ご利用者・ご家族が元気になれる支

援に努めます。そのためにも、多様な研修に積極的に参加しながら広い視野

で色んな考えが出来る職員作りを実施します。 

また、他施設・他職種との研修にも積極的に参加し、横の繋がりが出来るよう

に努力します。 

 

 

４ 高知市在宅介護支援センターあさくら（居宅介護支援事業所） 

（1） ケアマネジメント面 

   ご利用者が住み慣れた地域で出来る限り自立した生活が継続できるようケアプ

ランを作成する。同時に介護者（世帯）へも目を向け、不安や負担を軽減し長期の

在宅生活が可能となるように関わっていく。 

ア ご利用者の自立支援を念頭に置いたケアプランを作成する。 

イ ご家族（介護者）の介護に対する負担を軽減できるケアプランを作成する。 

ウ パッケージプランではなく、ご利用者それぞれの心身の状態や介護環境等を適切に

把握し、個別性の高いケアプランを作成する。 

小規模多機能居宅介護 わかくさ基本理念 

１．ご利用者一人ひとりを大切に。一日を大切に。 

２．人との出会い、地域とのふれ合いを介護に反映させよう。 

３．機能の特徴を生かし「家で暮らす」ことにこだわり、出来る事を継続する

支援をしよう。 

４．ご利用者は「楽しい生活」を。 

  ご家族は「安心した生活」を。 

  職員は「楽しい介護」を目指そう。 



エ 主治医やサービス事業所との連携を十分に図り、適切なサービス利用の計画・必要

時はケアプランを見直し計画変更を実施する。 

オ 事業所内にて毎日のミーティングと週１回定例会を開催し、複数の介護支援専門員

による意見交換と必要時は事例検討を行うことで、マネジメントの方向性を確認す

る。 

カ 法人内研修や外部研修へ積極的に参加し、ケアマネジメントのみならず、広い視野

を持ってケアマネジメントできるよう支援の質を向上する。 

キ 介護保険外のサービスの活用を積極的に行い、ご利用者の生活をより豊かなものに

する。 

ク ご利用者、ご家族の意向に沿ったサービスを提案できるよう、各サービス事業所の

特徴や最近の状況等を常に把握する。 

 

（2） 運営面 

  安定した事業の運営を行うために、給付管理数の増加を目指す。 

ア 関係機関（医療機関や高知市の機関等）や地域への情報提供と連携を密に行い、サ

ービス導入が必要なケースを十分に把握し、支援が必要なケースについては出来る

だけ迅速に対応する。 

イ 法人やセンター開催行事等に共催し、地域住民の方との繋がりを持つとともに、居

宅介護支援事業所としての介護保険事業の情報発信や介護相談等の支援を行う。 

ウ 併設事業の「高齢者支援センターあさくら出張所」と日々連携を図り、制度等の相

談を積極的に受け付け、必要な場合は計画作成などの支援をする。 

エ 法人内のサービス事業所、特にセンター内の事業所と常に連携をとり、必要なサー

ビスや計画変更等が迅速に行えるようにする。 

オ 事業所内での申し送りを十分に行い、緊急時など 24 時間体制の支援を提供する。 

カ 外部の研修に積極的に参加をし、介護保険制度を取り巻く状況の最新の情報収集や、

ケアマネジメントが行えるようにする。 

 

５ 高知市西部地域高齢者支援センター あさくら出張所 

 朝倉地域在住の高齢者を中心に、介護や日常的な生活に関する相談に応じ、地域の中

でいきいきと生活が送れるように支援する。その人らしさを大切にしながら、在宅生活

がより安全に充実したものとなるように介入し、必要に応じて地域住民や行政、医療機

関、居宅介護支援事業所等と連携を図る。 

 27 年度より出張所の相談員が 2 名体制となった。これまで以上に相談支援や実態把

握・見守り訪問等を強化する。 

 地域活動への積極的な参加や様々な団体への訪問等により、事業所の存在や業務内容

を広く理解してもらい、地域の方や関係機関が気軽に相談できる身近な「相談窓口」と



して活動を行う。また、地域住人や関係機関とともに介護予防活動、住人の居場所づく

りの支援を行っていく。 

 

（1）地域活動 

      ア  ミニデイや老人クラブ、いきいき・かみかみ・しゃきしゃき百歳体操、昼食会

等の地域の集まりへの参加、また、出張所が主催している「お茶屋」（月 1 回 

在宅介護センターわかくさにて開催しているサロン）を継続、地域の方との情

報交換の場所として活用し、地域の高齢者等の状況の把握、健康や介護に対し

ての啓発活動等を行う。「認知症サポーター養成講座」や「支え合いマップ作

り」「認知症カフェ」等の活動を通じて、住みなれた地域で安心して生活がで

きる環境づくりを地域の皆さまや関係機関と一緒に行う。 

       イ  情報提供：相談には即座に対応できるよう、社会資源の情報収集を常に行う。

フォーマル（各種制度や公的機関、サービス事業所等）、インフォーマル（近隣

住民やボランティアの協力、老人クラブ等の集いの場等）資源の情報収集を行い、

その情報を広く提供して、地域の皆さまの生活がより充実したものとなるように

支援する。また、地域の環境にも注目し、施設や病院、商業施設等の情報も収集

して必要に応じて情報提供を行う。 

    センターや地域で行われる活動については、掲載の承諾を得られたもののみ、 

法人のホームページを利用して案内・報告を行う。 

 

（2）総合相談・支援 

 ア   朝倉地域に在住の高齢者等に関する相談を随時受け付け、介護や医療、その他

在宅生活を継続する上で必要な事柄について、各種申請や情報提供、関係機関へ

の引き継ぎ等を行う。 

イ   認知症や虐待が疑われる等、出張所のみでは支援が困難なケースについては、

管轄高齢者支援センターや居宅介護支援事業所、医療機関や民生委員等と連携を

図り適切な対応を心掛ける。 

 

（3）研修等 

出張所連絡会やブロック会等の定期会、外部の研修に積極的に参加し、情報収集・事

例検討等を通じて相談員としての知識・技術の向上を図る。 

 

６ くつろぎの家訪問入浴サービス 

利用者個々の心身の状態に応じた介護を提供し、質の高い在宅生活を送れるよう 

支援していく事を最大の目標とする。 

  また、利用者の状態を把握する為に居宅介護支援事業所を中心とした他関係機関 

との連携に努めていく。 



当事業所としては安心・安全で満足のいくサービスを提供できるよう、研修にも 

積極的に参加し、更なるスキルアップに努めて行く。 

訪問入浴を通して心身の清潔の保持のみならず、利用者・家族の精神的・身体的な 

負担の軽減に繋げられるような癒しの時間にできるよう、コミュニケーションを密に取り、 

満足度の高い援助の提供や独自・個別の対応も行っていく。 

 

利用者とのかかわる際の心構え 

� 羞恥心に配慮し、プライバシーを尊重します。 

� 利用者、家族とのコミュニケーションを図り、満足感の高いサービスを提供します。 

� 入浴介助者としての自覚を持ち技術の向上の為に積極的に研修に参加します。 

� マナーの向上に努めます。0. 

� 苦情に誠実、迅速に対応します。 

� 入浴時のリラクゼーションに努めます。 

� 自立を促します。  

 

７ 高齢者住宅等安心確保事業（若草町） 

 高知市若草南町にある市営住宅内「シルバーハウジング」のご入居者が安心して住

みなれた地域で生活が出来るよう支援する。そのために、日々ご入居者とのコミュニケ

ーションを図り、気軽に相談をしてもらえるような関係を構築する。また、介護や医療、

各種制度に関する知識を身に付け、相談時には的確な対応を心がけ、必要に応じて行政

や在宅介護センターわかくさと連携を図り在宅生活を支援する。 

 ご入居者のみではなく、地域の方とのコミュニケーションを密にし、地域活動などに

も積極的に参加をしながら、地域に開かれた相談窓口を目指す。 

 

８ 在宅介護センターわかくさ 総務部門 

  平成２７年度より介護報酬が改定され、非常に厳しい経営状況ではあるが、セン

ター全体として、より一層の経営改善と経費削減に取り組む必要がある。総務部門と

して、各事業所の経費等を改めて見直し、利用者サービスの充実と確保に努めつつ、

業務効率と運営状況等の把握を行い、経営安定化へと結びつける。 

  防災として、地震想定の訓練を継続し、自然災害等に対する危機意識を持ち、利用

者及び職員の防災意識の向上を目指し、「南海地震」等に対する備えを強化する。ま

た、福祉避難所としての機能を充実させ、物資等の補充を積極的に行い、災害時の拠

点として機能するよう努め、職員教育等の充実も併せて行う。 

地域活動として、センターの有志により行われている、朝倉第二小学校の児童登校

時の交通安全運動や毎月最終金曜日の居酒屋等を継続し、地域との絆づくりに努める。 



Ⅱ 児童福祉事業 

［１］うららか保育園関連 

１ うららか保育園 

基本方針 

  ・子どもの人権を尊重する保育園 

     職員一人ひとりが子どもの命を守り育み、一人の人間として認め、毎日の保育を実践す

る。 

    ・子どもの最善の利益を考える保育園 

     子どもの未来を見通し、広い視野で発達の過程を見守り、思いや感動を共有して保育す

る。 

    ・子どもと親と保育者が共に育ちあう保育園 

     育児は「育自」子育ての良きパートナーとして伸びよう。 

（１）保育目標 

   自然に親しみ豊かな心をそだてる 

   おもいやりのあるやさしい心を育てる 

   健康で丈夫な身体を育てる 

（２）運営目標（保育への心がまえ） 

  ア 家庭や地域と連携し、子どもが健康で情緒の安定した生活が出来る環境を用意する。 

  イ 遊びや体験を通じ、将来社会人として自立する土台がしっかり出来るよう、年齢に 

応じた目標をもち、豊かな人間性を持った子どもを育てる。 

ウ 一人一人の子どもを正しく理解し、心身の発達の良き援助者になれるよう資質の向上  

に努める。 

  エ 保護者や地域の人の理解や協力を得ながらスムーズな園活動が進められるよう。 

地域貢献を実践する。 

（３）実践具体策 

  ア 運営委員会を適時に持ち、目標にそった運営を進める。 

  イ 職員会議・園内研修 公開保育などの保育実践を通して資質向上に努める。 

  ウ 各種研修等に積極的に参加し、日々の保育に生かしていく。 

エ 老人ホーム等を含む世代間交流や南ヶ丘を中心とした地域交流を持つ、その中で子ど

もたちも敬老の気持ちやボランティア活動、地域の事を理解していくように援助する。 

  オ 苦情解決第三者委員には、毎月 1 回の来園で、保護者交流や相談を受けて施設運営に

生かしていく。 

  カ 法人内の施設（うららか春陽荘・朝倉病院）への訪問、交流を定期的に持つ。 

  キ 園だより・クラス便り・園行事・保護者会等を通して、保護者や地域の方に園の方針

や内容を理解・共有してもらい信頼関係や協力関係を築く。 



  

平成 28 年度 行事計画 

月 内     容 

４月 始園式 入園式 ☆親子遠足  

５月 ☆こいのぼり参観 蟯虫検査 検尿検査 内科検診 

６月 ☆あじさい参観日 プール開き 歯科検診 総合防災訓練 

７月 七夕集会 ☆夕涼み会 年長野外活動 同法人施設訪問（通年） 

８月 ☆自由参観週間(プール見学) 

９月 ☆なかよし参観日 防災の日集会 地域敬老会参加 

１０月 

 

☆運動会 蟯虫検査 歯科検診 秋の遠足 

春野町文化祭参加 内科検診 

１１月 南ヶ丘文化祭参加 就学前検診（年長） 

１２月 おもちつき クリスマス会 ☆保護者会バザー 

１月 マラソン集会 一日入学 交通安全教室 

２月 節分集会 ☆発表会 

３月 ひな祭り お別れ遠足 お別れ会 修了式 ☆卒園式 

 

＊毎月 誕生会 避難訓練 身体測定 

＊月～金（9：30～15：00）子育て支援「なかよし広場」開設 

＊幼児組を対象に「英語であそぼう」4歳児・5歳児「わくわくタイム(学研教室)」 

＊年長組は毎月 1回茶道の講師によるお点前を行う 

 

 

２ 放課後児童クラブ 

  基本方針  

   東小、西小、南ヶ丘第 1、第 2の４放課後児童クラブは、月 1回の定例会を持ち、   

情報の共有と相互理解に努める。 

  （放課後児童指導員の役割） 

ア 子どもの人権と尊重と子どもの個人差への配慮(障害児指導) 

イ 体罰、子どもに身体的・精神的苦痛を与える行為の禁止 

ウ 保護者への対応・信頼関係の構築 

エ 個人情報の慎重な取り扱いとプライバシーの保護 

オ 放課後児童クラブ指導員としての資質の向上 

カ 事業の公共性の維持 

（1） 運営目標（業務） 

ア 放課後受入児童の健康管理、情緒の安定の確保 



イ 出欠確認をはじめとする放課後児童の安全確認,活動中及び帰会・帰宅時 

の安全指導 

ウ 遊びを通しての自主性、社会性、創造性を培うこと 

エ 連絡帳等を通じた家庭との日常的な連携、情報交換の実施     

オ その他放課後児童の健全育成上必要な活動 

                    以上に留意して預かり運営する。 

（２）実践具体例 

   クラブの 1日は、下校時から１８時まで(夏休み・代休日などは８時３０分から 

      18 時）である。 

    ア 学校から帰ってきたら宿題等をする自主的な習慣づけをする 

    イ 安全に留意しながら屋外遊びを中心に、のびのび遊べる環境を設定する 

     自由遊び、集団遊びには職員も関わりながら一人ひとりが安心して過ごせる 

時間を創っていく 

ウ おやつは、安全で健康な体を作るものを提供する。 

エ 家庭との連携については、基本的には連絡帳で行う。緊急を要する場合は

電話を利用する 

オ 児童の変化や異常に気を配り、「おかしい？」と感じたら小学校や関係機

関に知らせて指導や指示をあおぐ。 

カ クラブ便りを出し、子どもたちの様子を知らせると共に家庭の共通理解や

情報交換で連携を密にする。 

キ クラブ利用学年が 6 年生までになり、指導員の資質向上を図る研修への参

加に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅲ 公益事業 

１ 平成福祉専門学校 

（１）本校の取り組み 

ア 教育の目標 

     専門的知識、技術の習得ならびに地域活動への参入により創造性を養う。 

イ 学校運営目標 

 ・学生募集活動の推進 

・教職員の資質・指導力の向上ならびに教育内容・教育方法の充実 

     ・学生の個別の学力に対するフォロー体制の強化 

     ・福祉教育の推進 

ウ 学生指導実践具体策 

    福祉の「こころづくり」に努める 

・多様な背景を持つ学生の個性の尊重と意欲の醸成 

     ・けじめをつける・時間厳守 

     ・挨拶、マナーの徹底 

     ・校内・地域の環境美化活動 

     ・報告、連絡、相談の徹底 

    クラス担任制において、朝夕のクラスミーティングを実施し意識付けする。ま

た、学生自治会が主体的に発信する。 

エ 指導方法 

・時間講師も含めた教員間の意思疎通を図り、指導指針を共有化して組織的

に取り組むと共に、学生の教員評価も取り入れ教育内容や指導方法に生か

していく 

     ・多様な学生のモチベーションを高める指導方法を研究するため、教員研修

を積極的に行う 

     ・学生の学びに対する自主性を高める授業展開を工夫し、施設とのコラボレ

ーションプログラムを組み立て教育効果を高める 

     ・地域活動への参加や地域交流を積極的に行い、介護福祉士に求められてい

る地域福祉のニーズの把握体験をする 

     ・他校との情報交換を積極的に行う 

  オ 質の向上 

     ・接客マナー・電話対応の徹底 

     ・福祉教育の授業内容のレベルアップ 

     ・説明会の内容のレベルアップ（職員全員が同じ内容でできるよう周知） 

     ・学生の「自分で考える力」を伸ばす授業展開 

     ・学生一人ひとりの感性を養い尊重する指導 



     ・地域福祉活動に積極的に参加し、社会の動向を直に学ぶ機会をつくる 

     ・常に教員間の教科進度のすり合わせを行うと共に、国家試験受験を視野に

入れてカリキュラムのスリム化をはかる 

     ・公開授業、授業評価等の実施により授業内容のレベルアップをはかる 

 

（２）各課の取り組み  

  ア 教務課 

     実践目標 

・２年間で単位を取得し、「資格取得時の到達目標」の到達をめざす 

・国家試験受験対策の実施 

     取り組み 

     ①領域「人間と社会」 

     ・専門職として求められるリテラシー力を習得する科目の時間数を増やす 

          ②領域「介護」 

     ・介護福祉実習を視野に、円滑なコミュニケーション力、観察力を養うため

の現場体験授業の検討 

     ・介護過程の展開により個別ケアの実践力を身につける。さらにケースレポ

ート発表会でのプレゼンテーション力を養う。 

③領域「こころとからだのしくみ」 

     ・卒業時共通試験において学生の苦手分野である。共通試験合格をめざし、

試験対策を取り入れる。 

 イ 学生課 

     実践目標 

①学生の自主性を育てる 

②自分の行動に責任がもてる力を育てる 

③周りに気づくことのできる力を育てる。 

     取り組み 

     ①学生生活指導 

      ・時間厳守 

      ・挨拶、マナーの徹底 

      ・好感のもてる身だしなみ、言葉遣いの指導 

      ・交通ルール遵守の指導 

     ②自治会活動 

      ・学生の感性、創造性を尊重し、主体的に行事等を計画、実行する 

③ボランティア活動 

      ・ボランティアの目的や意義の意識づけにより、自主的に参加する体制の

構築 

      ・施設と情報交換を行い、実施後の指導や施設評価を学生に伝えることに



より、課題を持ってボランティア活動に取り組む意欲を醸成する 

     ④校内・地域の環境美化活動 

      ・日々の校内清掃を学生が主体的に取り組むクラス運営づくり 

      ・地域の環境美化活動を定期的に実施 

ウ 業務推進課 

 実践目標 

① 学生募集の成功（対策の強化） 

② 説明力や奨学金情報の取得など職員のレベル向上 

③ きめ細かいフォローと迅速な対応 

取組み 

・意味のある高校訪問と訪問数の増加 

・福祉の仕事の意味、やりがいを伝えられる説明方法の工夫 

・体験入学や授業、説明会後の各高校生へのフォロー 

エ 総 務 

実践目標 

① 的確で迅速な予算管理 

② 経費削減の徹底 

③ 職員間の連携をしっかり取り、窓口では笑顔で丁寧な対応を行う 

取組み  

・役割分担の変更に対応し、課内の全業務を把握する 

・毎月の光熱費の比較はもちろん、呼びかけと実行 

・無駄な手間は省き、誰が見ても理解のできる書類整理 

オ 食堂チェリー 

実践目標 

①徹底した衛生面の管理と、業務の効率化 

取組み  

・食品管理や調理過程での衛生面の徹底 

・昼の混雑解消の為の弁当販売等への取り組み開始 

 

（３）新規事業 

      ①介護福祉士介護実務者研修 

         法改正に伴い、平成28年度国家試験から受験資格について、これま

での３年間の実務経験に加えて、「介護実務者研修（４５０時間）」

の受講が義務付けられる。本校は介護福祉士養成校として、高知県の

人材育成について長年の実績を活かして更なる福祉現場の意欲向上

となる為に平成28年度より通信課程にて実施する。 

 

②介護初任者研修 



          高知県内の高校生の職業選択やＵターンの際に有利となる介護

職員初任者研修の資格取得を支援する県の取り組みを受託し、事業

を行う。 


