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　　　　　・介護、看護の知識・技術・接遇・危機管理の教育実践。

　　　（２）有効性の確認

　　　　　・研修報告書、スキルチャートで目標の達成を確認する。

　　　職員は、事故を未然に防ぐために、下記の事項を行い徹底する。

　　　（１）スキルアップ研修に参加し個人の技術を高める。

　　　（２）事故防止委員会で、提出されたヒヤリハット発生通知書の予防策を周

　　　　　知徹底する。

3. 職員は、利用者の満足向上の為の要望を把握し実行する。

　　　（１）ケアマネジャーは利用者及び家族からの要望を聞き、利用者顧客

　　　　　満足度調査を行い、集計分析し改善する。

　　　（２）苦情解決責任者は、苦情受付担当者が受けた苦情、要望を、

　　　　　厳正に受けとめ原因究明と是正処置を行い、苦情申し出人及び

5. 利用者への禁止事項

　　　職員は、利用者が安らかな生活が送れるように次の事項を禁止する。

　　　（１）身体的、性的な暴力、心理的外傷を与えるなどの虐待を禁止する。

　　　（２）利用者の生命または身体を保護するため「緊急やむを得ない場合」

　　　　　を除き、身体拘束、利用者の行動を制限する行為を禁止する。

田野井　晴美 半田　昇 半田　昇

平成26年度事業計画

作成日 確認日 承認日

作成者 所属長 承認者

　　　（２）既存の仕事内容に捉われず、変更やりくりで等で無駄を省く。

　　　　　自分が利用したい施設を創る。

　

(施設長目標） 　　　職員は、利用者及び地域社会の複雑多岐にわたる福祉ニーズに

　　　的確に対応し、各種研修会への積極的参加、職場内研修、自主学習の

項　　　　目 内　　　　　　　　　　　　　　　容

重点管理方針 1. 職員の資質向上

　　　（３）施設内外での人的事故や災害事故・感染症の発生の予防に努める。

4. 少数精鋭

　　　（１）最小の職員で最大の事業効果と職員への最大の報酬配分。

　　　　　施設内に情報を提供するように指示する。

　　　（３）これだけはどこにも負けないという特色のある施設を創る。

2. ヒヤリハット（危機管理の徹底）と予防措置の教育

　

部　　署 特別養護老人ホームさつき荘

　　　奨励を行い、知識・技術の習得に努め自己研鑽する。

　　　（１）教育プログラムを作成し職員教育の徹底を図る。

　　　出来ることは職種、事業所に関わらず全員参加でやる。
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　　開催し対応を検討する。

○　入居者様が喜ばれるように、おやつの時中庭で屋台を行う

○　入居者様の希望献立を、秋から冬にかけて取り入れ提供していく。

○　お楽しみクラブの継続。

○　給食委員会で試食をしおやつに提供できる食品を増やす。

○　ショートステイ利用者のレクの充実を図る。

　

機能訓練

給食委員会

　

食養課

　

身体拘束廃止委員会

　

事故防止委員会 ○　事故発生のリスクの軽減に取り組み、骨折等の入院をなくす。

　　（７月夏祭り風に実施）。

○　日清委託クレームゼロにする。

○　「緊急止むを得ない」場合が発生したら、速やかに臨時委員会を

○　「身体拘束をしない・虐待をしない」を当然の事であると職員に

　　周知・徹底させる。

口腔ケア委員会及び看護課

　 　

褥そう対策委員会及び看護課 ○　新たな褥瘡を発生させない。

○　口腔ケアを徹底し、感染症・誤嚥性肺炎の発症を無くす。

　

○　円滑な業務の推進。

項　　　　目 内　　　　　　　　　　　　　　　容

部　　署

総務部長

平成26年度目標

特別養護老人ホームさつき荘

　

総務部 ○　経費節減。

施設部長 ○　２４時間シートの導入と活用。

○　２４時間シートを全利用者について作成し、利用者の意向や特性に

　

感染症対策委員会及び看護課

　

　　ついて把握し、利用者満足向上・事故削減に取り組む。

○　施設内において感染症を出さない。

防災委員会 ○　スタッフ全員が通報・消火・非難誘導等を正確に出来るようにする。

　

○　経費節減。

○　円滑な業務の推進。

　

介護看護課・和田の家
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　施設長 1 名

  事務 5 名

　介護支援専門員 1 名

　生活相談員 1 名

　介護士 43 名

　パートタイム介護士 4 名

　看護師　 5 名

　作業療法士 1 名

　管理栄養士　 1 名

　栄養士 1 名 （委託会社　日清医療）

　調理師 7 名 （委託会社　日清医療）

生活相談員 ○　２４時間シートの作成時等、要望を聞き取りにくいご家族に対しての

○　入所待機者の状況を把握し、円滑な入所を行う。

　　連絡調整を行う。

○　２４時間シートの活用（アセスメントやモニタリングとの連携の方法を

定員

　　確立する）により利用者個々の生活を把握する。

　介護福祉施設　　　　　　　　　　　　　５０床

部　　署 特別養護老人ホームさつき荘

項　　　　目 内　　　　　　　　　　　　　　　容

介護支援専門員

職員配置

○　利用者及び家族から要望を聞き、利用者満足度の向上に努める。

　（短期入所生活介護　　14床）

　ユニット型介護福祉施設　　　　　　　30床

　　年間行事予定及び実施予定額

　　平成25年度介護度別利用表

別添資料
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CMとの連携を強化することで家族や本人様に対するレスポンプを向上する

行っていきます。将来デイサービスを利用される可能性もある為、おもてなし

とともに質の高いサービス提供を図ることができる。困難な事例・医療依存度

が高い方への安心のある介護サービスの構築に努める。新規CMより新規利

顧客満足度につながっていく。また、マンネリ化防止になる。

項　　　　目 内　　　　　　　　　　　　　　　容

運営方針・目的 本福祉施設の行う福祉施設事業の方針は、老人福祉法に基づき博愛の精神

と人間尊重を基本として行うものである。

デイサービス事業については介護保険の目的を踏まえ、在宅において要介護

外部の研修に参加する機会を多く触れていくことにより職員の意識の向上と

知識の幅を持たせることにより、よりよい介護方法や提案を増やすことにより、

の充実化と新規ボランティアの招致に努める。

4.職員の質の向上のための研修の充実化（人財育成）

2.顧客満足度向上の取り組み

地元に開かれた事業所としてさまざまなイベント活動へ参加し地域との交流を

デイサービスのみの活動だけではなく地域住民との交流を積極的に行い

ビスの差をつける為に定期的に職員間との話し合いの場を設ける。

3.ボランティアや地域住民の受け入れ数の向上

用者を構築することにより冬場に対しての収益減少を少しでも減らしていく。

顧客のニーズを読み取り可能な限りお客様の目的に沿うサービスを提供でき

るよう職員同士の話し合い等積極的に行っていく。他社デイサービスとのサー

また、さつきデイサービスの知名度と信頼性を築くことができる。

26年度重点目標 1.CMとの連携の強化と新規CMの開拓

　　　・送迎サービス ・配食サービス

　　　・給食サービス ・介護予防給付サービス

を助長・社会的孤独感の解消・認知症の進行防止・身心の機能維持向上を図

　　　・健康チェック ・生活支援型デイサービス

　　　・日常機能訓練サービス ・延長サービス

市川　貴則

作成者 所属長 承認者

事業内容

状態にある高齢者、及び要支援状態にある高齢者、介護認定により自立と

認定された高齢者に対し必要なサービスを提供し、当該高齢者の自立的生活

部　　署 さつき荘デイサービスセンター

るものである。更に地域との交流を深め福祉に対する理解と啓発を行うととも

に、研修会等にも積極的に参加し職員の資質・意識の向上を図る。

平成26年度事業計画
市川　貴則

作成日 確認日 承認日

半田　昇
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③感染症予防の徹底

　外部の研修に参加することにより、人財育成に力を入れていきたい。結果、

様の活躍の場の提供をすることが出来る。家族の利用に繋がる可能性あり。

　さつき新聞の掲載欄に冬季は感染症予防方法を記載することにより施設

側だけの感染症対策だけでなく、家族側も感染症予防に対して意識をして

もらうことにより入院や風邪予防に努める。施設側は自宅での感染症予防

④既存のボランティアと新規ボランティアの招致

　利用者様に対して楽しみの一環を提供することが出来ることとボランティア

の情報の提供の必要性がある。

自分たちの求めている一人三役の育成と若手職員の育成や顧客満足度向

上に還元してくれる。

②職員の質の向上

今後の対策

①新規の利用者様の獲得と新規CMとの関わりを継続していく。

　付き合いのあるCMの数が増えれば増えるほど新規利用者様の紹介の確率

も多くなってくるので毎月１回は他社CMの訪問とアピールを継続実施していく。

足度向上を図る話し合いをし今年度に向けて改善を図っていくことになった。

また、職員個人の資格取得に対する職員も出てきており向上心が出てきて

います。

まだ対策を講じる必要性がある。職員間の質の向上の面においては顧客満

参をしていたこともあり、新規の他社CMの数も少しずつ増えてきている。ま

た、他社CMからのTELも少しずつ増えてきている。今年度の冬場に対して

の対策をしていたが入所・風邪・他界・家族がインフル等影響が大きくまだ

考察 今年度はさつき新聞にて利用者様の家族や利用者様に対してさつき荘での

様子を伝える事が出来たことと他社のCMに対してさつき新聞を活用しながら新規

利用者様の招致に努める事が出来た。毎月他社CMに対して空き情報の持

　　　　　看護師　　　　　　2名以上

　　　　　機能訓練指導員　　2名（看護師兼務）

部　　署 さつき荘デイサービスセンター

項　　　　目 内　　　　　　　　　　　　　　　容

定　　員 　　　　　３５名　　（1日）

　　　　　介護士　　　　　　10名以上

職員配置 　　　　　生活相談員　　　　2名
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　　個々の資質の向上の為、各種研修会には積極的に参加いたします。

　　今年度も介護支援専門員毎に「個人目標」を設定し、個々の学習目標に向けて自己研鑽を

　積み、積極的に内外研修に参加することでスキルアップを図ります。特に事業所内研修として

　個々のケアプランの振り返りに資するための事例研究、或いはグループスーパービジョンの技

　法を取り入れた『気づき』の事例検討会を通して、ケアマネジメント力の向上を図ります。

②危機管理の徹底と予防措置の教育

　　事故を未然に防止する為、リスクマネジメントの技法、視点をケアマネジメントに取り入れ、危

　機管理の技術を高めます。又、車両を多く利用する為、交通事故に注意するよう徹底します。

③利用者の満足向上の為、要望を把握し実践につなげていきます。

　　介護支援専門員は、公正中立的立場で、利用者及び家族からの要望を聞きケアプラン

　を作成します。又、モニタリングにおいて状況の確認、顧客満足度を把握します。

丸山　達也 半田　昇

平成２６年度事業計画
丸山　達也

確認日 承認日

作成者 所属長 承認者

作成日

又、事業の実施にあたっては、関係市町、各地域包括支援センター、地域の保健・医療

４）介護予防や生活上の心配事、悩みの相談に応じます。

営む事が出来るよう配慮して、居宅介護サービス計画を作成し、その計画に基づく介護

サービスが適性かつ円滑に提供されるようその進行を管理していきます。　

福祉サービスとの連携を図り、要介護者等が良質なサービスを総合的に受けられるよう

項　　　　目 内　　　　　　　　　　　　　　　容

運営方針・目的 要支援者及び要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じた日常生活を

２）市の公的保健福祉サービス、介護保険制度等の円滑な適用に資するため、要援護（介護）

支援いたします。

更にセンター職員は、各種研修会等に積極的に参加し、資質の向上・研鑚に努めます。

事業内容 １）本人若しくはそのご家族又は、地域包括支援センターより依頼のあった地域の要援護者

　　（要介護者）高齢者の心身の状況等の実態を把握するアセスメント、サービス担当者会議、

５）公的福祉サービスを紹介し、利用申請の代行をいたします。

６）特定事業所として、事業所内のチーム力ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ力の向上を図ることのみならず、地域

３）在宅介護に関するいろいろな心配ごとに電話相談・面接相談で応じます。

２６年度重点目標 ①職員の資質の向上

包括支援センターや医療機関等関係機関との連携協働を密に行います。

部　　署 居宅介護支援　　さつき荘在宅介護支援センター

    支援・サービス計画の内容及び実施状況、サービス利用意向、今後の課題等を

　　サービス計画書作成、モニタリング、関係機関との調整等、ケアマネジメントを行います。　

    高齢者等及びその家族（原則として担当地域内のものに限る）に関する基本的事項・

    記載した台帳（サービス基本台帳）の整備を行います。

1



　今年度の重点目標は、昨年度目標を更に推し進めることとし、法人全体の安定運営に寄与で

きるよう努力いたします。

サービス、ショートステイ）の質の向上と安定に貢献するべく、活動する必要があるとも考えてい

ます。

資質向上や研鑽に努め、「さつき荘」全体のイメージアップ、特に在宅サービス（ヘルパー、デイ

取り組んできた成果であると考えます。しかし、そのステップアップはまだ道半ばと考え、更なる

相談される困難事例にも積極的に取り組み、担当利用者数を減らすことなく、むしろ増加・増収

所　見 　昨年度は、特定事業所加算Ⅱを算定する事業所として2年目で、県の指導監査をクリアし、そ

の要件を満たすに値する事業展開を行い、地域包括支援センター、医療機関等関係機関から

の見込みとなっております。

　この結果は、「選ばれる居宅介護支援事業所」から「地域から頼られる事業所」へステップアッ

プするために、個々の職員のスキルアップと共に、事業所一丸となってチーム力を発揮するべく

職員構成 介護支援専門員　　　　　　　7名

部　　署 居宅介護支援　　さつき荘在宅介護支援センター

　　経費の削減と、費用対効果を常に頭に置き、業務に当たります。

④費用効果分析の徹底

の積極的な連携と協働を通じて、「地域から頼られる事業所」を目指します。

地域包括支援センターとの連携や困難事例への取り組み、医療機関をはじめとする関係機関と

⑤特定事業所として、事業所内の更なるスキルアップやチーム力の向上を図ることのみならず、

項　　　　目 内　　　　　　　　　　　　　　　容
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日常的な連絡調整を図る。

より総合的に応じる。

宅介護支援事業所）の介護支援専門員と地域福祉関係者との情報交換

８）利用対象者の心身の状況を踏まえた福祉用具の紹介。並びに福祉

する相談・助言を行う。

項　　　　目 内　　　　　　　　　　　　　　　容

運営方針・目的 在宅介護支援センターは今年度も各地域包括支援センターのブランチ機能で、

継続される。身近な地域の窓口として地域住民及び、在宅で生活されている

４）在宅介護等に関する各種の相談に対応し、電話相談、面接相談等に

に関する、情報の提供及び積極的な利用についての啓発を行う。

特定高齢者、要援護（介護）高齢者並びにその家族に対し、ニーズに対応した

及び相互の親睦を図る為の懇話会の開催、並びに地域福祉関係者との

用具の選定若しくは具体的な使用方法又は、高齢者向け住宅改修に関

５）要援護高齢者等の家族からの相談や、地域の民生委員等地域福祉に

６）地域の要援護高齢者等又は、その家族等の保健福祉サービス利用

申請の手続き受付、代行申請等の便宜を図るなど、利用者の立場にた

って保健福祉サービスの適用の調整を行う。

２）市の公的保健福祉サービス、介護保険制度等の円滑な適用に資する

為、要援護高齢者等及びその家族（原則として担当地域内のものに限る）

資する関係者（以下「地域福祉関係者」）から連絡を受けた場合、訪問等に

より在宅介護の方法・手段等についての指導・助言を行う。

利用意向、今後の課題等を記載した台帳（サービス基本台帳）の整備。

に関する基本的事項、支援・サービス計画の内容及び実施状況、サービス

７）必要に応じて地域福祉関係者に対する研修会及び、支援センター（居

３）各種の保健福祉サービス及び介護保険サービスの紹介、利用方法等

公的保健・福祉サービスを総合的に提供する為の、相談、調整を行う。

ニーズも多様化しており、関係機関との連携を深め、円滑な運営に努める。

実態を把握するとともに介護ニーズの等の評価を行う。

部　　署 さつき荘在宅介護支援センター

と共に、地域に積極的に出向き事業の充実を図る事を目的とする。

１）地域の要援護（介護）高齢者の心身の状況及びその家族の状況等の

更に、センター職員は研修会等に積極的に参加し、資質の向上・研鑚に努める

事　業　内　容

丸山達也 丸山達也 半田　昇

平成２６年度事業計画

作成日 確認日 承認日

作成者 所属長 承認者

1



職　員　配　置 介護支援専門員　　　　　　７名（居宅介護支援事業兼務）

安心して生活が出来るように、支援センターが在宅の顔となる様、又、相談窓口

が身近にある安心感を与えるよう地域に足を運び、PRも兼ねて、福祉・医療・保健

それぞれの相談業務、更に市からの委託事業の充実を図る。各地域包括支援セ

質を高めるべく各種研修会にも積極的に参加し、自己研鑽に努めていく。

ンターとの連携協働にて業務に当たる。又、センター職員個々が専門職としての

『相談は地域包括支援センターへ』と変わってきている。

鹿沼市においては今年度もブランチ的機能での委託契約されるため、地域住民が

２６年度重点目標 地域包括支援センターが鹿沼市５箇所の生活圏に設置されており、住民の意識も

部　　署 さつき荘在宅介護支援センター

項　　　　目 内　　　　　　　　　　　　　　　容

９）市家族介護者元気回復事業の開催

12)転倒予防教室の開催支援

11)認知症予防教室の開催支援

10）介護者教室の開催支援

2
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訪問介護員は、笑顔で懇切丁寧に行うことを主旨とし、ご利用者一人一人の

個性を尊重し、その人がもつべき能力に応じ自立した日常生活を送ることが

出来るよう入浴、排泄、食事等の介護、その他生活全般にわたる援助を適切

に行う為に、ケアマネージャーとの打ち合わせを重視しチームワークをもって

サービスを提供すると共に心のサポートも出来るよう努めます。

能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう、入浴、排泄、食事等

身体的及び精神的負担の軽減を図るものとする。

運営方針

平成２６年度事業計画書

要介護者の心身の状況・特性を踏まえて、その居宅において、その有する

作成日 確認日 承認日

半田　昇

部　　署 さつき荘ヘルパーセンター

利用者が行う事を基本としたサービス提供に努める。

１）　身体介護

解消及び心身の機能の維持、自立に向けての援助並びに利用者の家族の

楠崎　麻美

作成者

丸山　達也

所属長

介護予防支援においては、自立支援の観点から、利用者の出来る事は、

の介護、その他必要な日常生活上の世話を行うことにより、社会的孤立感の

承認者

項　　　　目 内　　　　　　　　　　　　　　　容

２）　生活援助

　　　　入浴、排泄、食事、体位交換、通院介助等の介助を行います。

事業内容

２４年度重点目標 < 職員の質の向上 >

３)　介護予防訪問介護

複雑多岐にわたるニーズに的確に対応するため積極的に各種研修会への

　　　　いっしょに行ないます。

　　　　身体介護、生活援助に関する自立に向けた支援。

４）　生活支援型派遣

        利用者が主体的に行う調理、洗濯等の支援を自立に向かうよう

　　　　調理、洗濯、掃除、買い物等、日常生活上の援助を行います。

参加及び職場内研修、自主学習を行い知識、技術の習得に努めます。

1



<危機管理の徹底>

職員の事故に対する総合的な意識改革により、事故を未然に防ぎます。

理解、介護技術の勉強、関係機関との連携などを密にし、あらゆる変化を

素早く察知し事故が未然に防げるよう努めます。

利用者を守り、自分自身も守る為にも情報をチェックし、感染症の予防に

<費用効果分析>

訪問介護員は経済観念においては、優れています。

あらゆる身近な物から「もったいない」を基に節約を図ります。

毎月の事業の推移にも気を配ります。

職種にとらわれず一人三役を念頭に出来る事、与えられた事に全力で

< 満足向上 >

訪問介護員は、ご利用者の心身の状況や事情、意向を把握し、希望に

優しい笑顔と利用者を思いやる気持ちは何処にも負けません。

自分も利用したい訪問介護員を目指します。

部　　署

ヒヤリハット通知書の提出により原因の追跡を行い、高齢者の行動と心理の

内　　　　　　　　　　　　　　　容項　　　　目

自立支援の観点から共に行う事を基本とし利用者から選ばれる事業所を

目指します。

添って適切なサービス提供により、満足いただけるよう努めます。

配置職員

努めます。

あたります。

登録ヘルパー　　　８名

常勤ヘルパー　　　３名

2
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事業内容 ～認知症高齢者の共同生活介護～

　認知症状のあるお年寄りが、少人数で職員と共に家庭的な生活を送り、あり

　また、日常の外出（買い物や散歩等）の機会を増やす。

項　　　　目 内　　　　　　　　　　　　　　　容

運営方針 １．本事業所において提供する指定認知症対応型共同生活介護は、介護保険法

⑤一人三役を実践する。

④経費節減出来るものを決め、実践してゆく。

　　並びに厚生省令、告示の趣旨及び内容に沿ったものとする。

２．指定認知症対応型共同生活介護は、利用者の認知症の症状の進行を緩和

③利用者や家族の希望に沿った個別の外出を行い、個々のニーズに対応する。

②介護における重大事故を起こさない。

平成26年度重点目標 ①２４時間シートを作成し、利用者の意向や特性について把握する。

ートナーとして支援する。

い、そして笑顔を取り戻していただくことのできる、生活リハビリの場であり、さら

には心のリハビリの場である。馴染みの職員が、馴染みの環境の中で、生活パ

生活歴に合わせて家事にも参加していただく事ができる。

指定認知症対応型共同生活介護は、お年寄りが失いかけていた自信と生きが

　また、２４時間シートを活用することで、利用者の満足向上や事故削減に

７．常に、提供したサービスの質の管理、評価を行う。

のままに、自由に時間を過していただく中でお互いの交流も生まれ、その方の

６．適切な介護技術を持ってサービスを提供する。

　　切なサービスを提供する。

５．利用者及びその家族に対し、サービスの内容及び提供方法についてわかり

　　易く説明する。

　　るとともに、個別の介護計画を作成することにより、利用者が必要とする適

　　し、安心して日常生活を送る事ができるよう、利用者の心身の状況を踏まえ

　　妥当適切に行うものとする。

３．指定認知症対応型共同生活介護は、利用者がそれぞれの役割を持って、

部　　署 グループホーム　和田の家　

平成26年度事業計画
半田　昇

作成日 確認日 承認日

半田　昇福田 能之

作成者

　取り組んでいく。

所属長 承認者

　　家庭的な環境のもとで、日常生活を送ることができるよう配慮して行うものと

　　する。

４．利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努め

1



介護職員　　　　　　　　　　 7   名　

項　　　　目 内　　　　　　　　　　　　　　　容

部　　署 グループホーム　和田の家　

職員配置 管理者　　　　　　　　　　　  １　名

定員 定員　９　名

計画作成担当者　　　　　　１　名

2
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４　園外・園内活動の充実を図る。

５　職員一人ひとりが目的意識を持ち、処遇に取り組む。

運営方針 　当事業所は利用者一人ひとりの意思および個人を尊重し、特定(予防）施設

サービス計画書に基づき、利用者がその有する能力に応じて

項　　　　目 内　　　　　　　　　　　　　　　容

食　養　課

・医療機関との連携強化　・健康管理の徹底　・異常時の早期発見

・顧客満足　・献立のメニュー化

看　護　課

重点目標

管　理　者 ・一人三役　・重度化に備え業務改善　・危機管理の徹底

介　護　課 ・閉じこもり防止　・介護サービスおける資質の向上。

2　状態に応じた支援を行い、心身・健康維持に努める。

３　保育園児との交流を増やし生きがい支援の向上を図る。

平成26年度

自立した生活を営むことができるよう　入浴、排泄、食事、外出等

その他の日常生活上の援助、療養上のお世話を行う事により、

ＱＯＬの向上を目指すこととする。

事業内容 １　安心して生活して頂けるよう適切な介護サービスと施設整備行う。

吉野仁志

作成者

部　　署 ケアハウスさつき野

所属長 承認者平成26年度事業計画
半田裕文

作成日 確認日 承認日

半田裕文

1



　　　介護支援専門員　　　１名

　　　ケアハウス職員　　　　1名

　　　介護士　　　　　　　　　8名

　　　機能訓練指導員　　　兼　　　　　　　　　　　　　　

　　　看護師　　　　　　　　　1名

職員配置 　　　施設長(管理者）　　　1名

　　　生活相談員　　　　　　1名

３床

ゲストルーム

部　　署 ケアハウスさつき野

項　　　　目 内　　　　　　　　　　　　　　　容

特定施設入居者生活介護サービス

入居定員 介護予防特定施設入居者生活介護サービス

40名

2
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　当事業所は、個々の利用者の心身の状況及び能力を踏まえ、可能な限り

　自立した日常生活を営むことが出来るよう日常生活上のケアを行うもの

　である。それによる利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持、

　ならびに自立に向けた援助及び家族の身体的、精神的な負担の軽減を図

　るものである。

　　だが通所介護事業所では導入が少ないため、ニーズのある方が西茂呂を

　　選択してくれている）。

　管理者兼生活相談員　１名 調理士　　　　３名

　生活相談員　　１名 介助員　　　　１名

　看護師　　　　２名 配食サービス員 １名

　介護士　　　　９名

　 　　現利用者の満足度向上を図る。

　・近隣事業所の動向・サービス内容を把握し、他にない「西茂呂の強み」

　　ビス」提供のための改善を行う。

平成26年度重点目標

職員配置

　年間行事予定及び実施予算額

項　　　　目 内　　　　　　　　　　　　　　　容

運営方針

　・配食事業　一人暮らし及び高齢者世帯に対し、バランスのとれた食事

添付資料

　・利用者のニーズ・目標を明確に把握し適切なサービスを提供することで

　　　　　　　オリジナルの手作りメニュー。

　　　　　　　を提供。安否確認を合わせて行う。

　・設備及び車両の老朽化を受け、必要経費等を考慮しながら「安全なサー

　平成26年度　介護度別利用予定表（予算）

定　　員 　４０名

事業内容

　・食事　　　各利用者の状況に応じた形態の食事を提供。調理士による

　・娯楽　　　個々のニーズに合わせた選択式クラブ活動

　・機能訓練　機能訓練士による心身の状況に応じた、機能回復及び維持　　

　　　　　　　訓練（平行棒訓練他）

　・排泄　　　利用者の状況に合わせた排泄の介助及び見守り

承認日

作成者

　以下に掲げるサービスを主体とする通所介護事業

小林和宏吉田高士

　・入浴　　　機械浴槽及びリハビリ浴槽での入浴介助及び見守り

部　　署 さつき荘西茂呂デイサービスセンター

所属長

　　を前面に打ち出しＰＲしていく（平行棒訓練は通所リハビリでは一般的

承認者平成26年度事業計画
吉田高士

作成日 確認日

1
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１．介護の質の向上

　 ・利用者の状態を理解し、それぞれに適した対応をしていく。特に認知症への

理解を深め、職員が適切に同様の対応が出来るよう話し合い徹底し、職員の

26年度重点目標

できるよう職員同士の話し合い等積極的に行っていく。

４．ボランティア・地域住民との交流

項　　　　目 内　　　　　　　　　　　　　　　容

　踏まえ、可能な限り自立した日常生活を営むことが出来るよう日常生活上

活動に参加し地域との交流を図る。

運営方針・目的 　小規模で家庭的な雰囲気のもと、個々の利用者の心身の状況及び能力を

・地域住民との交流を積極的に行い、開かれた事業所として　地域のイベント

・顧客のニーズを読み取り、可能な限りお客様の意向に沿うサービスを提供

２．リスクマネジメントの徹底

・事故を起こさない仕組み作りに努め、安心して利用が出来るよう努める。

３．顧客満足

　　　　　　　を踏まえ提供

　・食事　　　管理栄養士の立てる献立をもとに、利用者の状況及び嗜好

　・送迎　　　専用送迎車による事業所、家庭間の送迎

　・レクリエーション　心身の状況に応じた、機能回復及び　維持訓練を考えた活動　　

　　　　　　　た運動や、野外活動も含む、娯楽を提供。

　・入浴　　　一般浴槽での入浴介助及び見守り

　のケアをおこなう。それによる利用者の社会的孤立感の解消及び心身の

　機能の維持、ならびに自立に向けた援助及び家族の身体的、精神的な負

　以下に掲げるサービスを主体とする通所介護事業

　・排泄　　　利用者の状況に合わせた排泄の介助及び見守り

　担の軽減を図るものである。

事業内容

半田　昇大和　順子

作成者

部　　署 さつき荘せんどの里デイサービスセンター

介護力・サービス等、質の向上に努める。

所属長 承認者平成26年度事業計画
半田　昇

作成日 確認日 承認日

1



さつき荘せんどの里デイサービスセンター

添付資料 　年間行事予定及び実施予算額

　平成26年度　介護度別利用予定表（予算）

　調理員　　　　１名

項　　　　目 内　　　　　　　　　　　　　　　容

部　　署

職員配置 　生活相談員　　１名

定　　員 　１０名　(１日）

　介護士　　　　１名以上

2
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小林　和宏 小林　和宏 半田　昇

平成26年度事業計画

承認日確認日作成日

作成者 所属長 承認者

平成２6 年度 鹿沼東地域包括支援センター事業計画書 

 

１ 事業の目的 

 「地域住民の心身の健康の保持及び生活安定のために必要な援助を行うことにより、

その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援すること。」を基本目的にし、高齢

者に対する支援を行う。 

  

２ 運営に当たっての基本的考え方 

 

１）運営における基本的な視点 

鹿沼東地域包括支援センターは、次の３つの視点に立脚した運営を行います。 

 

（１） 公共性の視点 

介護・福祉行政の一翼を担い「公益的な機関」として、公正で中立性の高い事

業運営を行います。 

 

（２） 地域性の視点 

   地域の意見を汲み上げ、それらをセンターの日々の活動に反映させるとともに、

地域の特性や実情を踏まえ地域が抱える問題の解決に取り組みます。 

 

（３） 共同性の視点 

   地域の中に積極的に入り問題の発見に努めるとともに、地域の保健・福祉・医

療の専門職やボランティア、民生委員等地域福祉を支える様々な関係者と密接な

連携を図ります。 

   センター内においては、保健師等（看護師）・社会福祉士・主任介護支援専門員

の３職種のチームアプローチで業務を進めるともに、地域の社会資源との連携を

図ります 

 

２）地域包括支援センター職員としての基本的な視点 

 鹿沼東地域包括支援センター職員は、次の 6 つの視点を認識しながら業務に従事し

ます。 

① 高齢者が自分らしい生活を継続するための支援であること 

② 「権利擁護」の視点に基づくものであること 

③ 相談者のプライバシーを尊重すること 

④ 地域や家族の特性に応じて「包括的かつ継続的」に支援すること 

1



⑤ チームアプローチであることを充分に理解すること 

⑥ 専門性の向上を図ること 

 

３ 業務 

地域包括支援センター業務実施にあたっては、国が定める「地域包括支援センター

業務マニュアル」に基づき市と連携を図りながら各種の業務を実施する。 

 

１）特定高齢者把握業務 

 特定高齢者を把握するために、市と連携し、基本チェックリストの確認や生活機能

評価を行う。 

（１）特定高齢者に冠する情報の収集 対象者の把握 

 ① 生活機能評価担当者との連携による把握 

 ② 訪問活動を実施している保健部門担当者との連携による把握 

 ③ 医療機関からの情報提供による把握 

 ④ 民生委員等らの情報提供による把握 

 ⑤ 在宅介護支援センターとの連携による把握 

 ⑥ 本人・家族等からの相談による把握 

 ⑦ その他市が適当と認める方法による把握 

 

（２）特定高齢者の候補者の選定 

 （１）により把握された高齢者について、生活機能評価担当者との連携により、基

本チェックリストを用いて判定を行い、特定高齢者の候補者を選定する。 

 

（３）生活機能評価の受診 

  特定高齢者の候補者に選定された方に対し、生活機能評価の受診を勧奨する。 

 

（４）特定高齢者の決定選定された 

 （２）により特定高齢者の候補者の中から、（３）生活機能評価の結果等を踏まえ、

生活機能評価担当者と連携により特定高齢者を決定する。 

 

２）包括的支援事業 

（１）介護予防ケアマネジメント業務 

自立保持のための身体的・精神的・社会的機能の維持向上を目標としている介護

予防事業に関するケアマネジメントは、特定高齢者把握事業と一体的に実施する。 

市と連携し、介護予防事業への参加希望のある高齢者を把握し、特定高齢者に対

する介護予防ケアプランを作成する。 

 

＜介護予防ケアプランを作成の流れ＞ 

① 対象者の把握 

市と連携し、特定高齢者の把握を行う（基本チェックリストの確認）。 
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② 一次アセスメント 

  基本チェックリストの結果等により、生活機能、心身機能等を把握し、生活機

能の低下を予防できない現状や要因の特定及び課題分析を行う。 

③ 介護予防ケアプランの作成 

 一次アセスメントの結果を基に、高齢者との面接により、その心身機能を把握 

しつつ、介護予防ケアプランの目標、利用する事業などを決定し、必要に応じて 

サービス担当者会議を開催する。 

④ 事業の実施 

介護予防プランに基づき行われる介護予防事業の実施状況を適宜モニタリング 

する。また、事業実施者に対し、事業の実施前後に対象者の目標達成度や状態の 

改善評価を行なわせ、適宜、その結果の報告を受ける。 

⑤ 評価 

 一定期間経過後、事業実施者からの報告を参考にしつつ、各高齢者の状態を再 

度アセスメントし必要に応じ予防プランを変更する。 

 

（２）総合相談・支援 

① 地域におけるネットワーク構築 

  支援を必要とする高齢者を見出し、保健・医療・福祉サービスをはじめとする

適切な支援につなぎ、継続的な見守りを行い、更なる問題の発生を防止するため、

地域における様々な関係者のネットワーク構築を図ります。 

② 実態把握 

   相談支援業務適切に行うために、ネットワークの活用と、市や関係機関・様々

な社会資源と連携し、高齢者の個別訪問、家族や近隣住民からの情報収集等によ

り実態把握を行う。 

   実態把握調査を行うにあたっては市が提供する情報を基に市の意向を踏まえた

選定を行い調査します。 

③ 総合相談支援 

  総合相談業務として、次の業務を行います。 

 ＜初期段階での相談対応＞ 

・訪問・面接等により相談を受け、状況把握を行い、専門的又は緊急の対応が必

要かどうかを判断します。 

・適切な情報提供を行えば相談者自身により解決が可能と判断した場合には、適

切な情報提供や関係機関への紹介等を行います。 

＜専門的・継続的な相談支援＞ 

  ・専門的・継続的な関与又は緊急の対応が必要と判断した場合には、課題を明確

にし、個別の支援計画を策定します。 

  ・支援計画に基づき、適切なサービスや制度につなぐとともに、当事者や当該関

係機関から、定期的に情報収集を行い、期待された効果の有無を確認します。 

・業務を行うにあたり、相談・支援台帳や記録票を整備します。 

3



（３）権利擁護 

① 成年後見人制度の利用促進 

② 虐待への対応 

高齢者の虐待を把握した場合には、「高齢者虐待の防止、高齢者の擁護者に対す

る支援等に関する法律」、「鹿沼市高齢者虐待対応マニュアル（在宅高齢者対象）」

等に基づき速やかに当該高齢者を訪問して状況を確認し、事例に即した適切な

対応をとります。 

③  困難事例への対応 

   高齢者やその家族に重層的に課題がある場合、高齢者自身が支援を拒否した場

合等の困難事例を把握した場合には、地域包括支援センターの専門職が相互に連

携を図り、地域包括支援センター全体で対応を検討し、必要な支援を行います。 

④ 消費者被害の防止 

   消費者被害を未然に防止するため、関係機関や民生委員、介護支援専門員、訪

問介護員等との情報交換や必要な情報提供を行います。 

    

（４）包括的・継続的マネジメント支援業務 

   高齢者が安心して住みなれた地域で暮らすことができるよう、主治医、介護支

援専門員、地域の関係機関との連携など、多職種相互の協働等により連携し、個々

の高齢者の状況や変化に応じて、包括的・継続的なマネジメントが行えるよう、

地域における連携・協働の体制づくりや個々の介護支援専門員に対する支援等を

行います。 

   本業務は、主任ケアマネージャーが中心となって実施するが、地域包括支援セ

ンターの他の職種はもちろん、地域の関係機関との連携にも留意して業務を行い

ます。 

① 包括的・継続的ケア体制の構築 

施設・在宅を通じた地域における包括的・継続的なケアを実施するため、医療 

機関を含めた関係機関との連携体制を構築し、地域の介護支援専門員と関係機関

の間の連携を支援します。 

 介護保険サービス以外の地域における様々な社会資源を活用できるよう、地域

の連携・協力体制を整備します。 

② 介護支援専門員のネットワーク構築・活用 

  地域の介護支援専門員の日常的な業務の円滑な実施を支援するために、介護支

援専門員相互の情報交換を行う場の活用を図ります。 

③ 日常的個別支援・相談 

   地域の介護支援専門員に対する相談窓口を設置し、ケアプラン作成技術・サー

ビス担当者会議開催支援等を行う。 

 ④ 支援困難事例等への支援・助言 

  地域の介護支援専門員が抱える支援困難事例等について、適宜、包括支援セン

ターの他の職種や関係者、関係機関との連携の下で、具体的な支援方針を検討し

支援・助言を行います。 
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⑤ 質の向上のための研修 

  担当地域の介護支援専門員が、能力や経験に応じた研修を受け、介護支援専門

員としての能力を伸ばしていくことができるよう各事業所や市、研修機関に働き

かけ共同して研修会を実施します。 

   地域のケアマネージャーの資質の向上を図るために、包括支援センターの他の

職種や関係機関とも連携し、スーパービジョンや事例検討会の開催又、各種制度

や施策等に関する情報提供を行います。 

 

３）その他の事業 

① 地域ケア会議の開催 

② 周知・啓発活動 

保健福祉サービス及び介護保険サービスの存在や利用方法等に関する情報の提

供やサービス利用の促進を啓発する。 

③ 代行申請及び利用調整 

保健福祉サービスの利用に係る申請手続きの受付や申請の代行を行う。 

利用者の立場に立った保健福祉サービス等の利用調整を図る。 

④ 安否確認業務 

状況に応じて、福祉電話設置者や緊急通報装置設置者、その他必要に応じた安

否確認や調査業務を行う。 

⑤ 市との連携を図り、その他必要な事業を行う 

 

４）予防給付ケアマネジメント業務（介護予防支援事業所業務） 

 要支援１．２の認定を受けた利用申し込み者に対し、本人の状況により介護予防サ

ービス計画を作成し、一定期間毎に評価を行い要介護状態になることをできるだけ防

ぎ自立した生活が送れるよう支援する。 

（１） 利用申込みの受付 

（２）利用申込者との契約の締結 

（３）利用者の意向と課題分析（アセスメント） 

（４）介護予防サービス計画作成（ケアプラン） 

（５）サービス担当者介護の開催 

（６）介護予防サービス計画書の交付 

（７）サービスの提供 

（８）モニタリングの実施 

（９）評価（３～６か月に回） 

（１０）給付管理と介護報酬の請求 

＊予防給付ケアマネジメント業務（介護予防支援事業所業務）実施上の留意点 

① 予防給付ケアマネジメント業務は地域包括支援業務に支障のない範囲で実施し、

利用者の要望や状態により、地域の介護予防支援事業所への委託を行う。 

② 地域包括支援センターは、上記事務の実施を居宅介護支援事業者に委託する事

ができる。この場合、介護予防サービス計画原案が作成された段階で、地域包括
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支援センターではその内容が適切であるかを確認する。業務委託をする場合も、

当該業務の最終的な責任は、地域包括支援センターが負うことになる。 

なお、委託に当たっては、運営協議会の承認を得なければならない。 

 

５）センター独自の活動 

 『地域から身近な相談窓口とされる、誰もが知っている地域包括支援センターとな

るために』をスローガンとして、地域へのアピール活動と支え合い地域ネットワーク

の啓発活動を行うことで、多くの市民に認知されることを目標とする。  

具体的には、 

① 総合相談窓口としてのセンターを紹介する独自のパンフレットを作製する。 

② 「認知症サポーター養成講座」「介護予防各種講座」「消費生活問題等講座」「権

利擁護関連講座」等、自治会活動レベルで提案し、啓発活動をしていく。 

③ 担当地区内の社会資源マップを作製する。 

④ 高齢者が集えるサロン活動の提案と仕掛けを支援する。 

 

６）職員配置 

  地域包括支援センター業務を行うために下記の専門職員を常勤で配置する。 

（１）管理者        １名 

（２）保健師        １名 

   保健師に準ずる者として、地域ケア、地域保健等に関する経験のある看護師。 

（３）社会福祉士      １名 

（４）主任介護支援専門員  １名 

 

 

 

 

 

＜参  考＞ 

 当該地域包括支援センターの、介護予防サービス計画作成件数が６０件を超えたと

きには、介護予防支援業務を円滑に実施できるよう、指定介護予防支援事業所職員と

して、下記の用件を満たすものであって、都道府県が実施する介護予防支援に関する

研修を受講する等必要な知識及び能力を有するものを充てる必要がある。 

（１）保健師（地域包括支援センター業務との兼務可） 

（２）社会福祉士（地域包括支援センター業務との兼務可） 

（３）主任介護支援専門員（地域包括支援センター業務との兼務可） 

  指定介護予防支援事業所の職員（介護予防サービス計画作成者） 

（４）経験ある看護師 

（５）高齢者保健福祉に関する相談業務等に３年以上従事した社会福祉主事その他必

要な人員については、指定介護予防支援基準の規定による。 
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26 3 12 26 3 13 26 3 17

４）計画した内容をご家族様に解り易く説明し、協力をお願いしていきます。

管理者　　　　　　　１名（兼務）

【３】地域とのつながり

１）地域交流を促進し、地域に密着した運営を行います。

部　　署 グループホーム　西茂呂の家

つつじユニット　　　９名

よう努めます。

生活を入居者がその有する能力に応じ、可能な限り自立して営む事が

の他の社会資源との連携を図り、より良いまち創りの為の発信基地となる

２：認知症によって自立した生活が困難になった入居者に対し、家庭的な

環境のもとで、食事・入浴・排泄等の日常生活の世話、安心と尊厳のある

出来るよう支援します。

３：地域福祉に必要な資源として、このサービスが地域に根付くよう、地域

３）いつもの仲間がいつもそばに居る安心できる生活を守ります。

２）何気ない毎日を何気なく過ごすゆったりとした暮らしを支援します。

平成２６年度重点目標 【１】西茂呂の家での暮らし

　　　　　　　及び事業内容 １）お一人お一人のペースを大切にしたその人らしい暮らしを継続します。

【２】ケア・プラン

３）その人の「今」を家族の方と共にサポートします。

１）２４時間現実見当識訓練をケアプランに組み入れ実施し、日常生活の

指示・誘導を行い、安心出来る生活場面を確保します。

２）ご本人、ご家族の思いを大切にした援助計画を作成します。

２）地元自治会との交流を密にし、地域行事への参加や協力をします。

３）防災等緊急時対応の協力を仰ぎ、訓練等に参加していただきます。

３）外部評価を受ける事で、サービスの見直しを行います。

【５】スタッフのスキルアップ

１）各種研修に参加し、常に向上心を図り自己研鑚に努めます。

さつきユニット　　　９名

向上に活かしていきます。

【４】サービスの質の向上

１）２ヵ月に１回、運営推進会議を開催し、委員の意見をサービスの質の

２）デイサービススタッフと協同し、研修機会を設け交流を図ります。

可能な限り住み慣れた地域で、２４時間、３６５日、自分の家と同じように

２）自己評価を年１回実施する事で、サービスの見直しを行います。

介護士　　　　　　 １0名以上　　　　　　　　　　　　　　　　　

３）働きやすい、働きがいのある職場づくりを目指します。

定員

所属長 承認者

介護支援専門員 　１名（兼務）

職員配置

計画作成担当者　 １名（兼務）

項　　　　目 内　　　　　　　　　　　　　　　容

運営方針 １：介護保険法に基づき、地域密着型サービスとして、認知症の方々が

網野　倫子 小林　和宏

安心して過ごせるよう支援します。

半田　昇

平成２６年度事業計画

作成日 確認日 承認日

作成者
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26 3 14 26 3 14 26 3 14

ひよこぐみ 名 うさぎぐみ 名

つばめぐみ 名 きりんぐみ 名

はとぐみ 名

りすぐみ 名 名

　施設長 1 名

　主任保育士 1 名

　保育士 19 名

　調理員　 2 名

　事務員　　　　　1 名

　栄養士 1 名

保育目標

保育方針

項　　　　目

児童数 15

30

　定員　１５０名　（最高１８０名）

25 合計

部　　署 津　田　保　育　園

　０歳児　

５歳児

内　　　　　　　　　　　　　　　容

　さつき荘・さつき野との併設という特色を踏まえ、児童憲章に基づく博愛の
精神児童福祉法の理念に対し、地域における児童の福祉向上と保護者の就労に
寄与し多様な福祉サービスを提供する。
　また、その利用者の意思を尊重し、総合的に提供されるよう創意工夫するこ
とにより利用者一人一人の尊厳を保持しつつ、心身ともに健やかに育成される
よう支援する事を目的として保育の展開を図る。

運営方針

 家庭的な雰囲気の中で生活し、生き生きと遊ぶ。
 自他の生命を尊重し、自ら安全に行動できる能力を身につける。
 友達を大切にし、お互いに協力して遊ぶことができる態度を養う。
 自然や身近な環境に好奇心をもち意欲的にかかわりをもちながら遊ぶ。
 生活の中で言葉に関心をもち喜んで話したり聞いたりする。
 豊かな表現活動をとおして創意と工夫する能力を養う。

 病気やケガをしないようにする。
 自分のことは、自分でする心を育てる。
 ともだちと仲良く遊び、いたわる心を養う。
 眠っている知能の芽を出させ、のびのびと育てる。
 基本的な生活習慣を身につける。

１歳児

職員配置

　【平成２6年度　園児予定数】

２歳児

15

３歳児

25

150

40

４歳児

倉澤　勝子 半田　兼子 半田　兼子

平成26年度事業計画

作成日 確認日 承認日

作成者 所属長 承認者
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