
２０１９年度 社会福祉法人 幸仁会本部 事業計画 

 

 

＜事業内容＞ 

 

２０１９年３月 1日に東京都足立区に「介護老人福祉施設ケアホーム花畑」を開設し、２０１９

年度、当法人が運営する施設の所在地は、兵庫県に２ヶ所、東京都に１ヶ所、そして神奈川県が１

ヶ所となり、合計４ヶ所となりました。事業所の種類としましては、介護老人福祉施設３施設、地

域密着型介護老人福祉施設１施設。その他、訪問ステーションや短期入所・通所介護等の在宅サー

ビスを行います。 

 

＜事業方針＞ 

 

「こころあたたかな介護の実現」良質な介護サービスを心がけ、利用者様・ご家族様・地域の皆

様に満足していただける施設を目指します。 

 

＜事業目標＞ 

 

 複数の都道府県にわたる事業運営となります。それぞれの地域性やニーズ把握を前提に下記目標

を掲げます。 

１. 地域福祉の拠点 

 これまで以上に近隣の介護保険事業所及び地域の方々との連携を図りながら、地域福祉の拠点

となれるよう努めます。 

２. 地域貢献 

  地域における公益的な取り組みと適切な介護保険サービス利用支援により、社会福祉施設の有

効利用を図れるよう致します。 

３. 医療との連携 

  利用者様の健康と安全の為、協力病院・地域の診療所との連携に努めます。 

４. 人材確保・育成 ・定着 

  福祉人材の確保と育成の継続。処遇面の改善はもちろん、スキルアップ等積極的に支援し、働

きがいのある職場となるよう取り組みます。また子育て支援等、女性が活躍できる職場として

の整備にも努めます。 

５. 法令遵守 

  昨年の介護・診療報酬改定はもちろん社会福祉法等を遵守し、その為の職員研修等も積極的に

取組み適正な施設・法人運営を行っていきたく思います。 

 



２０１９年度 介護老人福祉施設かおりの丘 事業計画 

 

 

＜事業内容＞ 

  

介護老人福祉施設かおりの丘は、介護保険法第４８条に定める施設サービスを提供する介護保険

施設で、６５歳以上の寝たきりや認知症などの為に常時介護を必要とする方(第１号被保険者)、４

０歳以上６４歳未満で特定疾病等の理由により居宅において適切な介護を受けることが困難な方

(第２号被保険者)に対し、日常生活上の援助と健康管理を行います。 

 

＜事業方針＞ 

 

介護老人福祉施設かおりの丘は、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を確保できる

よう、また可能な限りの居宅における生活への復帰を念頭においた施設サービス計画の作成に努め、

介護、相談及び援助、機能訓練、その他の日常生活上の世話などを行います。また、利用者の意思

及び人格を尊重し、利用者の立場に立ってサービスを提供するよう努めます。そして明るく家庭的

な雰囲気を有し、地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、市町村、居宅介護支援事業者、

居宅サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉施設サービスを提供す

る者との密接な連携に努めます。 

 

＜事業目標＞ 

 

本年度の事業目標として、より一層サービスの質の向上を目指します。具体的に下記のものを挙

げます。 

１. 自立した日常生活の支援 

利用者の意見を考慮した食事・入浴の実施、レクリエーションを実施します。個人の能力や生

活習慣、プライバシーを考慮して、満足感のある生活が出来るよう努めます。 

２. 地域貢献と社会交流の促進 

   地域の皆様との交流の為、施設周囲の桜開花時にライトアップをし、好評を昨年も頂きました。

2019年度も引き続き、地域の皆さんが花見を楽しんでいただけるようにします。また、地域ボ

ランティア・家族様を積極的に招待し、季節を感じることが出来る行事を行います。社会性を

維持するため、入所者様に地域のイベント参加や外出していただくなどし、地域の皆様と交流

を深められる機会を作ります。 

３. 職員の介護技術・知識を向上 

   職員の介護知識・技術の習得と向上を目指し、施設内での研修会も定期的に行います。また、

外部研修や資格取得への推奨も積極的に行います。外国人介護士の定着支援を行います。 

４. 家族との信頼関係を強化 

  定期的な家族への連絡を行い、「家族会」の実施を継続的に支援出来るようにします。相談員、

介護支援専門員が中心となり報告や情報交換の機会を設けます。  



＜利用目標＞ 

 

（定員数 ６０名） 

２０１８年度延べ利用人数は、２０１８年１月末時点で約 20,323人です。（１０１．６％） 

２０１９年度も、稼働率１００％以上を継続します。 

 

＜行事計画＞ 

 

４月 お花見        10月 ボランティア 

５月 外出         11月 外出 

 ６月 近隣の公園等に外出  12 月  クリスマス・餅つき大会 

７月 七夕会         1 月 初詣 

 ８月 納涼祭                2月 節分 

 ９月 敬老祝賀会             3月 ひな祭り 

 

＜研修計画＞ 

 

認知症について         非常災害時の対応について 

リスクマネジメントについて   感染症・食中毒について 

事故防止・緊急時について    接遇、マナー向上について 

法令遵守について         虐待防止について 

身体拘束防止について       ストレマネジメントについて 

褥瘡予防について        プライバシー保護について 

 



２０１９年度 老人短期入所事業かおりの丘 事業計画 

 

 

＜事業内容＞ 

 

 老人短期入所事業かおりの丘は、在宅生活されている要介護者・要支援者を対象とし、一時的・

短期的に自宅で介護することが困難になったときに、介護老人福祉施設に短期間入所していただき、

介護や機能訓練などのサービスを提供する居宅サービスです。 

 

＜事業方針＞ 

 

利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じた自立した日常生活を営めるよう

介護、その他日常生活上の世話、機能訓練を行います。その提供するサービスにより、利用者の心

身機能の維持並びに利用者家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ります。 

 

＜事業目標＞ 

 

１. いつでも、何度でも利用したい施設を目指し、明るい挨拶・対応を心がけ、よりよいサービス

の提供をできるように努めます。 

２.「短期入所生活介護は短期間の利用の後に自宅に戻る」ということを念頭に入れ、出来る限り

家庭での生活の仕方、方法を変えないように援助します。入所前後のアセスメントを十分に行

うよう努めます。 

３. 日々のレクリエーション、年間行事を充実し、利用者が施設生活を満喫できるよう配慮します。 

４. 利用者の心身の状態と希望に沿った短期入所生活介護計画をつくります。その介護計画に基づ

き、利用者の方々の自立した在宅生活を支援します｡ 

５. 環境の変化による事故の発生を事前に防ぎ、安全が保たれるよう、職員間の連携を密に行い介

護の統一を図ります｡             

６. 介護者・家族との関係を密接にし、介護者・家族の在宅介護をサポートします。 

７. 職員の介護技術と知識の向上のため、定期的な施設内での研修の実施と、外部研修や資格取得

への推奨も積極的に行います。 

８．各事業所のケアマネージャー、地域包括支援センター、民生委員との連携を密に行い、利用者

に良いサービスを提供できるよう地域連携の強化に努めます。空床情報の提供等、2019年度は、

より多くの利用者に利用して頂けるようにします。 

 

＜利用目標＞ 

 

（定員数 １０名） 

２０１８年度述べ利用人数は、２０１８年１月末時点で 1,669 人。その他、長期の緊急枠として常

に１床使用、延べ 306人。稼働率 64％。 



２０１９年度は、稼働率 80％を目指します。 

 

＜行事計画＞ 

 

４月 お花見        10月 カラオケボランティア 

５月 外出         11月 外出 

 ６月 近隣の公園等に外出  12 月  クリスマス・餅つき大会 

７月 七夕会         1 月 初詣 

 ８月 納涼祭                2月 節分 

 ９月 敬老祝賀会             3月 ひな祭り 

 

＜研修計画＞ 

 

認知症について         非常災害時の対応について 

リスクマネジメントについて   感染症・食中毒について 

事故防止・緊急時について    接遇、マナー向上について 

法令遵守について         虐待防止について 

身体拘束防止について       ストレマネジメントについて 

褥瘡予防について        プライバシー保護について 

 



２０１９年度 かおりの丘デイサービスセンター 事業計画 

 

 

＜事業内容＞ 

  

かおりの丘デイサービスセンターでは、主に地域に居住されている６５歳以上の方で、日常生活

において援助が必要な方、機能訓練が必要な方に対し、健全で安定した在宅生活の助長、社会的孤

独感の解消、心身機能の維持・向上を図るとともに、その家族の身体的・精神的負担の軽減を図る

ことを目的としています。 

 

＜事業方針＞ 

  

地域及び行政機関等との連携を密にして、家庭との結びつきを重視していきます。 

 

＜事業目標＞ 

 

本年度の事業目標として、より一層サービスの質の向上を目指します。具体的に下記のものを挙

げます。 

１． 通所介護事業の広報 

  在宅で生活しているお年寄りの方、その家族に対し、在宅での介護を援助する手段として、 

デイサービスセンターを身近に感じていただけるようにパンフレット・デイだより・ホームペ

ージ等でアピールし、利用者様の在宅生活、家族の在宅介護をサポートします。 

２． サービスの充実 

淡路島一宮温泉水を使用し、入浴を行なうことにより、リフレッシュ効果・血行促進・リウマ

チなど、さまざまな疾病への効能が期待されます。機能訓練では、錘・マシーンを使った筋力

訓練、歩行訓練等を実施します。週２回、マッサージ師によるマッサージの実施。その他、提

供サービスを振り返り、必要に応じて改善を行なう。 

３． レクリエーションの充実 

  脳トレーニング、手芸、ゲーム、おやつバイキングなどの施設内でのレクリエーションに工夫

を持たせるとともに、遠足などの施設外レクリエーションも活発に行なうことで、「かおりの

丘に来て良かった」と印象に残るようなサービスを企画していきます。 

４． 地域に福祉サービスを提供する拠点として 

要介護・要支援の方だけでなく、地域に居住されている７０歳以上の方々に有意義な日常生活

を送っていただくため、すこやかデイサービス事業をかおりの丘独自の事業とし活性化してい

き、デイサービスを身近に感じていただけるようにＰＲしていきます。 

５． 職員の介護知識・技術の向上 

職員の介護知識・技術の向上を目指し、施設内での研修会も定期的に行います。在宅神経難病

患者の受け入れ依頼あり、必要な知識を身につけ、受け入れる態勢を整える。外部研修や資格

取得への推奨も積極的に行います。 



６． 介護予防・日常生活支援総合事業 

要支援者の方に関しては、淡路市・洲本市・南あわじ市による介護予防・日常生活支援事業で

は、利用者様にご理解をいただきながら、より多くの方に引き続きサービスを利用していただ

けるように取り組んで参ります。 

 

＜利用目標＞ 

 

（定員数 ３５名） 

２０１８年度利用状況は、２０１８年１月末現在で、延べ５，８８１人です。（７８％） 

２０１９年度は、稼働率８５％を目指し、職員一丸となり努力していきます。 

 

＜行事計画＞ 

 

４月 お花見         １０月 運動会 

５月 端午の節句       １１月 文化祭／外出 

 ６月 外出          １２月 クリスマス会／忘年会 

７月 七夕会           １月 新年祝賀会 

 ８月 納涼祭                  ２月 節分 

 ９月 敬老祝賀会               ３月 桃の節句   

 

＜研修計画＞ 

 

認知症について         非常災害時の対応について 

リスクマネジメントについて   感染症・食中毒について 

事故防止・緊急時について    接遇、マナー向上について 

法令遵守について         虐待防止について 

身体拘束防止について       ストレマネジメントについて 

褥瘡予防について        プライバシー保護について 



２０１９年度 かおりの丘在宅介護支援センター 事業計画 

 

＜事業内容・方針＞ 

 かおりの丘在宅介護支援センターは淡路市の委託を受けて事業を行っています。 

一つは、淡路市域内に在宅する要援護高齢者等が要介護、要支援状態になる前から地域

高齢者の状況に応じた介護予防のための支援を行います。又、高齢者が住みなれた地域

で快適に安心して暮らせるよう、個々に対応した各種の地域サービスの事業を実施させ

て頂きます。そして、行政機関、サービス提供機関等との積極的な連携・調整を行い、

地域高齢者支援を提供いたします。その他、介護予防教室の実施をはじめ、福祉用具の

展示及び使用方法の指導、紹介等を実施させて頂きます。 

＜事業目標＞ 

１．２４時間体制での在宅介護の周知 

  平日は午前 8 時 30 分から午後５時まで対応します。それ以外の時間は介護老人福

祉施設かおりの丘に問い合わせ頂き、２４時間体制で要援護高齢者をサポートさせ

て頂きます。その他、公機関や在宅介護支援センターの連絡先等を分かりやすく明

記したパンフレットを配布し、緊急時に対応できるようにします。 

２．介護者へのアプローチ 

  在宅介護の最大の問題点となる「介護疲れ」に焦点を置き、平成２３年度よりスタ

ートさせた認知症を支える家族のつどいの継続実施や施設見学会、介護保険制度や

サービスについての説明会などを開催させて頂きます。また、直接お宅に訪問し、

ご家族の状況を把握しニーズに合った支援を致します。 

３．地域に潜在する介護ニーズの掘り起こし 

  要支援・要介護の対象とならない高齢者、独居高齢者・高齢者夫婦宅を重点的に訪

問し、介護の問題やニーズを掘り起こします。近況の確認や介護保険制度の説明、

サービスの利用方法の説明を行わせて頂きます。民生委員等、地域の方々との連携

を密にし、淡路市内の高齢者の実態を常に把握し、潜在ニーズを掘り起こし支援さ

せて頂きます。 

４．連絡協議会・研修の出席 

  毎月行われる民生委員協議会や地域連絡会の出席など公との情報交換を積極的に

行い、かおりの丘在宅介護支援センターの周知に努めていきます。また、知識向上

の研鑽の為、関連研修会に積極的に参加し、潜在する問題の解決に繋げられるよう

に努めます。また、淡路市での介護保険制度以外の事業のサービス検討会に参加し、

地域の実情や他職種の専門家との情報交換を積極的に行います。 

５．普及啓発事業の実施 

  以前より、介護予防教室と称し、介護保険制度や介護方法だけでなく、医療・健康・

生活等の幅広い分野での健康教室を行っています。 

  平成１８年度より、淡路市の委託事業となり、普及啓発事業として、淡路市内の地

域での老人会やいきいきサロン、いきいき 100 歳体操の場へ出向き、より幅広い

介護予防を目的とした教室の実施を行います。 



２０１９年度 地域密着型介護老人福祉施設ヴィラ一宮 事業計画 

 

 

＜事業内容＞ 

  

地域密着型介護老人福祉施設ヴィラ一宮は、介護保険法に定める地域密着型施設サービスを提供

する介護保険施設であり、淡路市在住の６５歳以上で寝たきりや認知症のため、常時介護を必要と

する方(第１号被保険者)、４０歳以上６４歳未満で特定疾病等の理由により居宅において適切な介

護を受けることが困難な方(第２号被保険者)に対し、日常生活上の援助と健康管理を行います。  

 

＜事業方針＞ 

  

 地域密着型介護老人福祉施設ヴィラ一宮は、施設サービス計画に基づき、可能な限り、居宅にお

ける生活への復帰を念頭において、入浴、排泄、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜

の供与、その他の日常生活上の世話、身体機能向上への援助、及び療養上の世話を行うことにより、

入所者がその有する能力に応じた自立した日常生活を営めるよう援助します。また利用者の意思及

び人格を尊重し、利用者の立場に立ってサービスを提供するよう努めます。そして明るく家庭的な

雰囲気を有し、地域との密な関わりや家庭との結びつきを重視した運営を行い、市町村、居宅介護

支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉施設サー

ビスを提供する者との密接な連携に努めます。 

 

＜事業目標＞ 

 

本年度の事業目標として、より一層サービスの質の向上を目指します。具体的に下記のものを挙

げます 

１. 利用者への援助は「安全」「安楽」「自立」の考えを基本に、個人の能力や生活習慣、プライバ

シーに考慮して、質が高く満足感のある生活ができるように努めます。 

２. 地域ボランティアの積極的な受け入れを行い、季節感のある催事や心から楽しめる行事を行い

ます。また、社会性を維持するために、地元の催事に参加するなど地域の方と交流する機会を

作ります。交流し、懐古することにより自分は大切な存在であることを再認識していただき、

孤立感のない満足できる生活ができるように援助します。気候の良い時期には花見や街への買

物、散歩等の外出も計画します。 

３. 看護・介護の知識と技術の向上を目指して、施設内での研修会も定期的に行います。外部研修

や資格取得への推進も積極的に行います。外国人職員の職場定着、環境適応も支援します。 

４. 定期的に福祉機関、民生委員や地域住民、家族が集まる機会を作り、相談員が中心となり地域

に開かれた施設として、気軽に福祉や介護に関する相談ができる体制や施設からの情報交換の

機会を設けます。 

５. 空床が生じた場合には、速やかに必要とされる方に利用して頂けるよう、ショートステイ利用

等も含め調整を行っていきます。 



＜利用目標＞ 

 

（定員数 20 名） 

２０１８年度 1月末現在の利用延べ人数は、年間約 7,172人です。（98.3％） 

２０１９年度は、稼働率１００％を目指します。 

 

＜行事計画＞ 

 

４月 お花見(外出)          10月 運動会 

５月 端午の節句           11月 おやつ作り 

 ６月 外出(お買物)          12月  クリスマス会 

７月 七夕会              1月 初詣 

 ８月 納涼祭                    2月 節分 

 ９月 敬老祝賀会                  3月 ひな祭り 

 

＜研修計画＞ 

 

認知症について         非常災害時の対応について 

リスクマネジメントについて   感染症・食中毒について 

事故防止・緊急時について    接遇、マナー向上について 

法令遵守について         虐待防止について 

身体拘束防止について       ストレマネジメントについて 

褥瘡予防について        プライバシー保護について 

 



２０１９年度 介護老人福祉施設ヴィラ泉 事業計画 

 

 

＜事業内容＞ 

  

 介護老人福祉施設ヴィラ泉は、介護保険法第 48 条に定める施設サービスを提供する介護保険施

設で、65歳以上の寝たきりや認知症などの為に常時介護を必要とする方（第 1号被保険者）、40歳 

以上 64 歳未満で特定疾病等の理由により居宅において適切な介護を受けることが困難な方（第 2

号被保険者）に対し、日常生活上の援助と健康管理を行います。 

 

＜事業方針＞ 

  

介護老人福祉施設ヴィラ泉は、施設サービス計画に基づき、可能な限り、在宅における生活への 

復帰を念頭において、入浴、排泄、食事の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常

生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の介護を行うことにより、各ユニットにおいて入居者が

相互に社会的関係を築き、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすること

また、入居者の意思及び人格を尊重し、常に入居者の立場に立ってサービスの提供に努めます。 

施設内は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、市町村保険

者（以下保険者という。）、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設その他保健医

療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。 

 

＜事業目標＞ 

 

本年度の事業目標として、前年度に計画した事業計画を継続的な目的とし、より一層サービスの

質の向上を目指します。具体的に下記のものを挙げます。 

1. 看取りの出来る施設 

昨年と同様に引き続き勉強会を行っています。介護職員の入れ替わりが多くありました。命の重み

を知り、利用者様の充実した生活の共通理解を深める為、実施していきます。 

2.医療行為のある方の受け入れが出来る施設 「いつでも安心できる施設」 

前年度に目標である夜間看護師の確保は継続して行きます。昨年度に看護師資格で、特定行為研修

修了者を 1名、更にもう 1 名受講し資格を持たせ安定・安心の施設を目指します。また、喀痰吸引

等対応が出来る職員を育成出来る様に努めて参ります。 

3.施設利用者様が重度化する中で豊かに過ごして頂ける施設 

昨年度の目標を継続して行きます。新たなボランティアやクラブ活動内容の充実と提供の種類を 

増加出来る様に努めて参ります。 

4. 地域との関係性の強い施設 

昨年は地域の看護学生・横浜市の職員研修の受け入れを行いました。また、新たに地域（泉区）の

避難施設になりました。今後も積極的に地域貢献に協力出来る様に努めます。 

 



＜利用目標＞ 

 

（定員数 110名） 

2018 年度延べ利用人数は、31年 1月現在で 3,311 人です。（98.4％） 

2019 年度は、稼働率 100％を目指し、職員一丸となり努力していきます。 

 

＜行事計画＞ 

 

4 月  お花見 喫茶          10月  御神輿 

5 月  お買物サロン 喫茶       11月  お買物サロン 喫茶 演歌講演 

6 月  保育園児との交流会       12月  クリスマス会 

7 月  子供人形劇            1月  初詣 獅子舞 

8 月  花火               2月  豆まき 

9 月  秋祭り 敬老会 子供神輿     3月  お花見 喫茶 

 

不定期開催 

ハワイアン音楽会（2団体） カラオケ 三味線 お茶会 出前寿司 

 

＜研修計画＞ 

 

看取りについて            食中毒について 

事故発生時、緊急時の対応について   清拭について 

褥瘡について             インフルエンザについて 

身体拘束防止について         口腔ケアについて 



２０１９年度 介護老人福祉施設ヴィラ泉 短期入所 事業計画 

 

 

＜事業内容＞ 

  

 介護老人福祉施設ヴィラ泉は、介護保険法第 48 条に定める施設サービスを提供する介護保険施

設で、65歳以上の寝たきりや認知症などの為に常時介護を必要とする方（第 1号被保険者）、40歳 

以上 64 歳未満で特定疾病等の理由により居宅において適切な介護を受けることが困難な方（第 2

号被保険者）に対し、日常生活上の援助と健康管理を行います。 

 

＜事業方針＞ 

  

介護老人福祉施設ヴィラ泉は、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常 

生活を営むことができるよう、各ユニットにおいて、入浴、排泄、食事等の介護その他日常生活の世話

及び機能訓練を行うことにより、利用者様の心身機能の維持並びに利用者様の家族の身体及び精神的負

担の軽減に努めます。常に利用者様の立場に立ってサービスの提供に努めます。 

 

＜事業目標＞ 

 

本年度の事業目標として、前年度に計画した事業計画を継続的な目的とし、より一層サービスの

質の向上を目指します。具体的に下記のものを挙げます。 

1. 空所利用が出来る施設 

常にたくさんの利用者様にご利用頂けるよう介護職員を多く配置し、滞在中の充実した生活を送れ

るよう、実施していきます。 

2.安心して楽しく滞在できる施設  

月のレクリエーションの充実を図り、滞在中の充実した時間を体験できるよう努めて参ります。 

3.利用者様が交流でき顔なじみになれる施設 

リピーターがたくさんいて、ご利用期間中にたくさんの世間話が出来る環境を提供できるよう、 

努めて参ります。 

 

＜利用目標＞ 

 

（定員数 10 名） 

2018 年度利用状況は、31年 1月現在で 276 人です。（90.3％） 

2019 年度は、稼働率 100％を目指し、職員一丸となり努力していきます。 

 

 

 

 



＜行事計画＞ 

 

4 月  お花見 喫茶          10月  御神輿 

5 月  お買物サロン 喫茶       11月  お買物サロン 喫茶 演歌講演 

6 月  保育園児との交流会       12月  クリスマス会 

7 月  子供人形劇            1月  初詣 獅子舞 

8 月  花火               2月  豆まき 

9 月  秋祭り 敬老会 子供神輿     3月  お花見 喫茶 

 

不定期開催 

ハワイアン音楽会（2団体） カラオケ 三味線 お茶会 出前寿司 

 

＜研修計画＞ 

 

看取りについて            食中毒について 

事故発生時、緊急時の対応について   清拭について 

褥瘡について             インフルエンザについて 

身体拘束防止について         口腔ケアについて 



２０１９年度 平成デイサービスセンター泉 事業計画 

 

 

＜事業内容＞ 

  

平成デイサービスセンター泉は、要支援状態又は要介護状態にある高齢者に対し、行う指定（介護 

予防）通所介護を提供することによって、利用者様の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに 

家族様の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目的として、利用者様の援助と健康管理を行い 

ます。 

 

＜事業方針＞ 

  

平成デイサービスセンター泉は、要介護者及び要支援者の心身の特性を踏まえてその有する能力に 

応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護等日常生活上必要な世話及び

機能訓練を行う。事業を運営する際、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者様又はその家族様に対し、

サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うとともに、介護技術の進歩に対応し、

適切な介護技術を持ってサービスの提供を行う。常に利用者様の心身の状況を把握しつつ、その希望に

添ったものとし、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスと綿密な連携をはかり、総合的なサー

ビスの提供に努めます。 

 

＜事業目標＞ 

 

本年度の事業目標として、より一層サービスの質の向上を目指します。具体的に下記のものを挙

げます。 

1. 自立した日常生活を営むことができるように支援する。 

利用者様の能力に応じ、自立を考慮した食事・入浴の実施、レクリエーションを実施します。個人

の能力や生活習慣、プライバシーを考慮して、満足感のある生活が出来るよう努めます。 

2.レクリエーションの充実を図る。  

現在行っているレクリエーションの見直しを行い、利用者様が積極的に楽しく参加できる内容に 

出来るよう努めます。 

3. 職員の介護技術・知識を向上 

   職員の介護知識・技術の習得と向上を目指し、施設内での研修会に参加します。また、外部研修や

資格取得への推奨も積極的に行います。 

4. 家族との信頼関係を強化 

定期的な家族への連絡を行い、「家族会」の実施継続的に支援出来るようにします。相談員が中心と

なり報告や情報交換の機会を設けます。  

 

 

 



＜利用目標＞ 

 

（定員数 20 名） 

2018 年度延べ利用人数は、31年 1月現在で 3,029 人です。（58.4％） 

2019 年度は、稼働率 80％を目指します。 

 

＜行事計画＞ 

 

各月でレクリエーション予定表を作成しています。 

お花見やお祭り、クリスマス会など季節に合った行事を盛り込んでいきます。 

また、利用者様の声を反映しリクエストに応じて行える事を目指します。 

 

＜研修計画＞ 

 

看取りについて            食中毒について 

事故発生時、緊急時の対応について   清拭について 

褥瘡について             インフルエンザについて 

身体拘束防止について         口腔ケアについて 



２０１９年度 訪問ステーションてとてと洲本 

訪問看護 事業計画 

 

 

＜事業内容＞ 

 

 療養上の世話又は必要な診療の補助を行うことにより、利用者が可能な限りその居宅において、

その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、療養生活を支援し、心身の機能

の維持回復を図ることを目的とする。。 

 

＜事業方針＞ 

 

１．事業所が実施する居宅サービスの従事者は、通院が困難な要介護者等に対して、居宅を訪問し

て、要介護者等の心身の特性・能力、環境等を把握して、その有する能力に応じた自立した日

常生活を営むことができるように、療養上の管理及び指導を行うことにより、住み慣れた地域

社会や家庭で「心身機能」「活動」「参加」などの生活機能の維持向上を図るものとする。 

２．事業による居宅サービスの実施にあたっては、居宅介護支援事業者、その他保険医療サービス

又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に強めるとともに、関係市町村、地域の医療と

も綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 

 

＜事業目標＞ 

 

本年度の事業目標として、より一層サービスの質の向上を目指し、サービスを安全に提供できる

土台を確立しつつ、新規獲得していく。職員の看護知識・技術の習得と向上を目指し、施設内での

研修会も定期的に行う。また、外部研修や資格取得への推奨も積極的に行う。看護的な部分も含め、

人間的な部分でも向上を目指す。職員の看護技術・知識を向上も含め、下記に取り組む。 

１．「訪問看護とは」の基本部分から再認識を行い、知識・技術の底上げを行っていく。 

２．関連機関等との連携方法や対応について事業所内カンファレンスを用いて検討行う。 

３．適したコミュニケーション方法や接遇について見直しを図り、利用者・家族との信頼関係を強

化できるように取り組む。 

 

＜利用目標＞ 

 

（一月あたりの利用件数） 

２０１８年度１月末現在の延べ利用件数は、一月あたり２６４件です。 

２０１９度は、一月あたり３００件を目指し、職員一丸となり努力してまいります。 

 

 



 

＜研修計画＞ 

 

１．事業所内研修予定 

認知症について          防災について 

リスクマネジメントについて    感染症・食中毒について 

事故発生・緊急時について     接遇、マナー向上について 

個人情報保護について        虐待・身体拘束について 

ストレスマネジメントについて 

 

２．通年：サービス担当者会議や退院前カンファレンスの積極的参加 

 

その他． 

地域ケア会議の参加 

淡路地域訪問看護ステーション連絡協議会の運営・研修会の参加 

通年：サービス担当者会議や退院前カンファレンスの積極的参加 

 

 



２０１９年度 訪問ステーションてとてと洲本 

訪問介護 事業計画 

 

 

＜事業内容＞ 

 

１．訪問介護員が可能な限りその居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営む事が

できるよう入浴・排泄・食事の介護、その他の生活全般にわたる援助を行うことを目的とする。 

２．要支援状態等にある利用者の心身の特性を踏まえ、可能な限りその居宅においてその有する能

力に応じ自立した日常生活を営む事ができるよう入浴・排泄・食事の介護、その他の生活全般

の援助のため、第１号訪問事業（訪問介護相当サービス）を提供することを目的とする。 

 

＜事業方針＞ 

 

１．地域及び行政機関等との連携を密にして、家庭との結びつきを重視した運営を行なう。利用者

の要介護状態等の軽減や悪化の防止のため、適切なサービスの提供に努める。 

２．関係する市町村や事業者、地域の保健・医療・福祉サービス等との連携を密にし、家庭との結

びつきを重視した運営を行う。利用者の要支援状態等の軽減や悪化の防止、もしくは要介護状

態となることの予防のため、適切なサービスの提供に努める。 

 

＜事業目標＞ 

 

本年度の事業目標として、より一層サービスの質の向上を目指し、サービスを安全に提供できる

土台を確立しつつ、新規獲得していく。職員の介護知識・技術の習得と向上を目指し、施設内での

研修会も定期的に行う。また、外部研修や資格取得への推奨も積極的に行う。介護的な部分も含め、

人間的な部分でも改善を図っていく。職員の介護技術・知識を向上も合わせて行う。 

１．「訪問介護とは」の基本部分から再認識を行い、知識・技術の底上げを行っていく。 

２．関連機関等との連携方法や対応について事業所内カンファレンスを用いて検討行う。 

３．適したコミュニケーション方法や接遇について見直しを図り、利用者・家族との信頼関係を強

化できるように学んでいく。 

 

＜利用目標＞ 

 

（一月あたりの利用件数） 

２０１８年度１月末現在の利用状況は、一月あたり約６３７件です。 

２０１９年度は、一月あたり約６５０件を目指し、職員一丸となり努力していきます。 

 

 



 

＜研修計画＞ 

 

１．事業所内研修予定 

認知症について          防災について 

リスクマネジメントについて    感染症・食中毒について 

事故発生・緊急時について     接遇、マナー向上について 

個人情報保護について        虐待・身体拘束について 

ストレスマネジメントについて 

 

２．通年：サービス担当者会議や退院前カンファレンスの積極的参加 

 



２０１９年度 訪問ステーションてとてと洲本 

居宅介護支援 事業計画 

 

 

＜事業内容＞ 

 

介護保険法に規定される｢居宅介護支援事業｣を下記の業務を通じて適切に実施する。 

１．要介護者等からの居宅サービス計画作成依頼に基づく相談内容への対応 

２．居宅サービス計画の原案作成と支給限度額の確認・利用者負担の計算 

３．サービス担当者会議の実施 

４．居宅サービス計画の利用者・家族等への説明、同意の確認 

５．サービス提供票の作成・交付、居宅サービス計画書のサービス提供者への説明 

６．居宅サービス計画に基づくサービスの実施 

７．サービス実施状況の継続的な把握・評価（モニタリング）、再課題分析 

８．給付管理業務 

９．報酬請求事務 

10．利用者等からの苦情相談処理に関する業務 

11．事業統計の作成 

12．介護支援専門員の研修参加（国、都道府県、市町村、社会福祉協議会等、民間研修団体の実施 

   る研修会へ積極的に参加） 

13．法定研修等における実習受入、人材育成への協力体制の整備 

 

＜事業方針＞ 

 

１．利用者様が要介護者となった場合でも、可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立

した日常生活を営むことができるよう配慮します。 

２．利用者様の心身の状況やその置かれている環境等に応じて、利用者様の選択に基づき、適切な

保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう

配慮します。 

３．利用者様の意思及び人格を尊重し、常に利用者様の立場に立って、利用者様に提供される指定

居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することがないよう

公正中立に介護支援サービスの提供を行います。 

４．淡路島内の医療機関や老人介護支援センター、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援

事業者、介護保険施設等との連携に努めます。 

 

＜事業目標＞ 

 

淡路島内の医療機関、福祉機関等と密接に連携をし、医療サービス・福祉サービスを充実させる



ことで、利用者様が少しでも在宅生活を送ることができるように支援をしていきます。また近年で

は独居の方、処遇困難ケース対象者の受入件数が増加傾向であり、当該地区の地域包括支援センタ

ー、社会福祉協議会、在宅介護支援センター等とも連携を密にし、ネットワーク作りを意識しなが

ら居宅介護支援を行っていきます。また、介護予防の観点からも、住み慣れた在宅で自立した生活

を援助していけるよう、適切なケアマネマネジメントを行っていきます。また、兵庫県介護支援専

門員実務研修実習受入協力事業所としての責務も果たすべく業務を行っていきます。 

 

＜利用目標＞ 

 

（ケアマネ一人あたりの担当プラン件数） 

２０１８年度１月末現在、月平均一人あたり約 32件です。 

２０１９年度は、月平均一人あたり約 35件を目標と致します。 

 

＜研修計画＞ 

 

１．事業所内研修予定 

認知症について          防災について 

リスクマネジメントについて    感染症・食中毒について 

事故発生・緊急時について     接遇、マナー向上について 

個人情報保護について        虐待・身体拘束について 

ストレスマネジメントについて 

 

２．(淡路市・洲本市・南あわじ市)介護支援専門員連絡会・研修会 

 

 

 



2019 年度 介護老人福祉施設ケアホーム花畑事業計画 
 

     ケアホーム花畑は平成 31 年 3 月に開設致しました。108 名の介護老人福祉施設

サービス（ユニット型 72 名・従来型 36 名）、12 名の短期入所生活介護サービス

（ユニット型のみ）、合計 120名定員の介護老人福祉施設です。開設年度に掲げた

安心・安全な施設サービス提供の継続と、利用者様にとって施設での生活が、より

充実したものとなるようレクリエーションの企画や地域との関わりを深められるよ

う努めていきたいと思います。また、開設からのサービス内容を見直し、より質の

高いサービスの実施を目指します。その為に必要な職員の質の向上への取り組みを継

続して行います。また、地域の利用対象となる方や、地域福祉のニーズの把握に努

め、適切なサービスを提供できるよう努めます。 

 

１ 所在地 東京都足立区花畑八丁目 7 番 6  

 

２ 利用定員 ユニット型指定介護老人福祉施設  72名 

       ユニット型指定短期入所者生活介護 12名 

       従来型指定介護老人福祉施設    36名 

 

３ 事業開始年月日（予定）平成 31年 3月 1日 

 

４ 事業運営基本計画 

利用者様の自立した生活を支援し、身体機能の回復、生きがいづくりのお手伝いを行いま

す。 また、利用者様やご家族様、そして地域の皆様と実り豊かな関係を築き、 人と人と

のつながりを大切に、笑顔に満ちた誠実であたたかな施設づくりを目指しています。 

①基本理念 

「こころあたたかな介護の実現」 

良質な介護サービスを心がけ、利用者様、ご家族様、地域の皆様方に満足していただける

介護施設を目指します。 

②基本方針 

・満足と信頼が得られる施設 

・充分な説明と納得（インフォームドコンセント）に基づく介護の実践 

・常に安全を配慮した介護環境の実現 

・医療・福祉全般にわたる継続的サービスの実施 

・利用者様の権利・尊厳の尊重 

 

５ 利用者様の処遇 

（１）生活指導 

利用者様の自立した生活を支援し、身体機能の回復、生きがいづくりができるように、他

職種が連携した指導を行う。 

（２）給 食 

管理栄養士、医師の指示に基づき、栄養並びに利用者様の身体の状況及び嗜好を考慮して、

適温に配慮し、適切な時間に提供する。 

（３）健康管理 

医療機関・福祉関係機関との連携を密に取り、異常の早期発見・早期受診により利用者様

の健康を管理する。定期健康診断の実施の他、事故防止の為安全に配慮した環境整備、認

知症等の精神症状に対する理解を深め、心身両面の健康管理を行う。 

（４）地域との関わり 



利用者様が施設入所中も地域の皆様と実り豊かな関係性を保てるよう、開放的な雰囲

気作りに努め、地域のボランティア等の受け入れ、小中高校の生徒の職場体験、福祉

を目指す学生の実習の場、など積極的に地域一体となる、施設作りを心がける。 

６ 災害対策 

防災計画の策定、非常災害に備えて避難、救出、夜間想定を含め、その他必要な訓練を年

2 回以上実施する。 

 

７ 職員処遇・研修 

職員健康診、直接処遇職員腰痛検査実施の他インフルエンザ予防接種実施。 

採用時研修の他、施設内での研修を実施。また、施設外研修として、市町村、社会福祉協

議会等が主催する研修会に参加。 

 


