しあわせの里 あすなろ園
事 業 計 画 書

社会福祉法人 松園福祉会

【平成30年度事業方針】
団塊の世代が７５歳を迎える２０２５年（平成３７年）にむけて、医療・介護サービス環境のシフトチ
ェンジが、さらに加速しようとしている。また、平成30年度の医療、介護、障害の報酬同時改定によ
り、これらの改定内容の意図を読み取りながら、各種サービスの方向性をスピード感をもって打ち出
していかなければならない。こうした激変の中にありながらも、私たちは、法人の理念と基本姿勢が
ブレることなく、様々な場面において対応していく。
あすなろ園が、法人理念として掲げている「しあわせの里」づくりは、施設の利用者が安全・安心で、
自分らしくあるととともに、地域の方にとっても、何か困ったことがあったときに頼りにしていただける
ような存在であることを目指しており、子どもから高齢者まで、自らの尊厳を保持し、自立した生活
の実現を支援することで、「ここで暮らしてよかった」「しあわせだ」と感じていただける地域をつくる。
また、「あすなろ園のある地域で暮らしたい」と思っていただけるサービスを創造していくことが、私
たちの使命である。
私たちは、今一度、福祉の原点（※）を見つめ直し、「誰のために」、「何のために」、サービスをつ
くり提供し、「どのような姿に」なることを目指しているのかを自覚し、信念をもって仕事に取り組まな
ければなりません。
※

福祉が法律的にまだ整備されていなかった時代。そこには仏教やキリスト教といった信仰

に裏打ちされた「慈悲」
、
「愛」、
「謙遜」から、弱き者、小さき者へ正義感から身をていして「今」
救いを必要としている人々に手を差し延べずにはいられない情熱、精神から「福祉」は始まっ
ている。

現在、国、県、市において、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括
ケアシステムの構築が進められている。地域包括支援センター（高齢者支援センター）は、このシス
テムの構築の中核的な存在であり、センターの専門三職種が連携し、地域の実情を的確に把握し、
要支援者をはじめとする地域の方への支援を継続するとともに、住民の「自助」、「互助」の意識を
高め、介護予防を推進していく。
高齢者支援センターによる「いきいき体操」の普及活動、柏台地区による「あすなろCafe・認知症
予防塾」などの取り組みを継続し、その実現に向けて前進していく。
地域住民が要介護状態になっても、在宅で継続して生活ができるようにするために居宅介護支援
事業所が担う役割は大きい。要介護者の心身の状態と意向をできるだけ正確に把握し、本人にとっ
て、どのサービスを選択することが望ましいのか、サービスの環境やケアの内容などから導き出し
ていく。
なお、高齢者支援センターと居宅介護支援事業所は、今秋開設のサテライト型地域密着小規模
特別養護老人ホーム〔29床〕（以下、小規模特養）に併設の事務所へ移動する。また、これに合わせ
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本体施設側の事務所は、ユニバーサルデザイントイレやカフェスペース（予定）等として、利用者、
地域住民、職員が相互に利用できるよう再整備する。
通所介護事業は、厳しい介護報酬と供給過剰により、競争は激化しており、より効率的で独自性
のある経営が求められている。また、介護報酬改定によりリハビリ専門職との連携など、デイサービ
スでのリハビリによる介護予防や介護度の重度化抑制への期待がさらに高められている。また、共
生型サービスの創設などもあることから、あすなろ園の3つのデイサービスが、それぞれの役割を果
たすためにセンターの改修や設備の充実、集約化を進めるなど事業の在り方そのものを見直すこと
も視野に入れ、地域に向かっての存在意義を示すサービス構築を進める。
特別養護老人ホームは、今秋に小規模特養（29床）が開設する。本体施設のサテライト施設として
連携を図りながらも、全室個室ユニット型の特徴を十分に活かし、よりプライベートで、小単位による
落ち着きのある住まい空間を実現する。
本体施設については、設立から30年を間近に控え、老朽化対策を視野に入れる。多床室につい
ては、利用者負担の安価さから維持すべきと考えるが、入居者の皆さんの住まいとして落ち着ける
空間と、自分らしさや存在感の持てるケアとは何かを常に考え、環境改善を補助や融資の制度など
も活用しながら進めていく。
ショートステイは、小規模特養に併設して、全室個室ユニット型ショートステイ〔7床〕（以下、ユニッ
トショート）が開設されることで、本体施設のショートステイに加えて、性別や要介護状態などの配慮
を含め、利用者ニーズにより対応していくことが可能となる。
グループホームは、家庭的な雰囲気、ゆったりとした時間の流れ、一人ひとりの生活ペースに合っ
たケアといった、特に認知症ケアで必要な理念を理解し、日々のケアに取り組んでいるところであり、
こうしたケアの継続、充実を図る。その実現のために、地域のボランティアやアルバイトなどの人材
の活用、また、家族会との連携や外出活動などにも努めていく。

＊姉妹法人・八幡保育園との共同事業推進
八幡乳児保育園では、地域の子育て支援と従業員が子育てしながら仕事ができる一助としての
役割を果たしている。従業員の子どもの優先入園と、本園である八幡保育園と浅口はちまん認定こ
ども園において３歳以上になっても継続して入園できる体制により子育てを支援していきます。
あすなろSmileについても、地域の子育て支援事業として、子どもの発達に不安のある方の相談窓
口として、また、健全な発達を促す療育プログラムを日々研鑽し提供していきており、利用児童は、
ほぼ満員状況である。今後の地域ニーズや通所児童の年齢上昇により、受け入れ体制の拡充も検
討する。また、本年度からの報酬改定や職種配置の改定などにより、本事業のサービスの質の向
上が強く求められていることから作業療法士などの専門職の活用も積極的に進めていく。
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＊人材の確保・育成
地域における福祉環境の整備発展を推進していくことと、一方で福祉を支える環境整備にも力を
注ぐ必要がある。それは、福祉人材の確保・育成と持続的な施設運営である。昨年末には、EPAに
よる人材の登用を開始したところであり、この継続とともに、外国人技能実習生の受け入れについ
ても協同組合 医療福祉ネットワークを通じて準備を進めていく。また、介護留学生制度も視野に入
れ活動を進めていく。
固定観念にとらわれず様々な手法を用いながら福祉人材を確保していくことと、処遇と結びついた
キャリアアップ制度の構築と、国の進める働き方改革も意識しながら、介護機器やICTの活用を積
極的に検討、導入し業務の効率化を図るとともに、福利厚生を充実していくことでメリハリのある人
材登用と処遇を実現し、安定的、且つ、やりがいのある職場づくりに努めていく。
また、保険報酬（介護報酬、給付費、公定価格等）は、社会保障費の増大による制度の継続性の
観点から、今後も減算や改定など不安定要素が多く、収入にも大きく影響してくることが予想される
ことから、各事業所において稼働率向上と経費抑制に努め、より一層の経営の効率化を進めていく。
私たちは、厳しい状況下にあっても、これからも社会福祉法人として地域の福祉ニーズを適確に
把握し、社会情勢の変化に柔軟に対応しながら、創意工夫をもって地域の福祉環境の充実に取り
組んでいく。

理事長
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中塚周一

部署（フロア）名

平成 30 年度 部署別年間活動計画書
人材確保育成担当
報告者
年間活動指針（目標）及び活動計画

藤井 茂樹

年間活動指針（目標）
人材確保
専門的な知識、技術の基礎を学んだ人のみならず、磨けば光る人材の獲得と獲得した人材を育成できる仕組（プ
リセプターシップ制度、メンター制度）について取組みを進める。
福祉を学び・志す人材を確保するため、引き続き福祉の職場ならではの魅力を発信する活動を行う。
人材育成
法人理念である「しあわせの里づくり」を自身のものとして、意欲的に推し進めていくリーダーと次世代のリ
ーダーに成りうる人材を育成する。前年度同様、内部・外部研修を通じて専門的知識・技術の向上を図る機会を
提供すると共に、目標管理（MBO－S）制度の適正な運用に向け取り組みを行う。
目標管理においては、年度末に策定した個人目標の中間、年度末評価を各事業所・部署長が主体となって行う。
目標の達成感、自己成長の喜びを感じることができる仕組みへとつなげていく。
〔目標管理における評価者である各部署長の役割〕
メンバーの役割・立場・能力を適正に見極めた目標の設定・見直し・助言等目標達成に向けたメンバー支援を
行い個人目標と組織目標を結びつけた上で、組織として成果を上げる役割がある。達成につながる原動力「チ
ームとしての柱」の機能を発揮できるよう
最終的には、一人ひとりが「仕事を楽しむ」ことが出来るよう、機会の提供→気づきの場の設定→自己学習支
援→成長 へとつなげる OJT、Off－JT、SDS の活用を推進していく。
認知症ケア推進委員会
法人内各事業所・部署における認知症ケア対応力の更なる向上を目指す。
委員は、平成 30 年 2 月末時点における認知症実務(実践者)研修等修了者により構成し、特養、在宅等の垣根を
越えた研修の計画・実施、事例検討、情報交換等を行う。委員会開催は、調整役(人材確保育成担当）が随時招集
する。
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研究活動テーマ：
『 人材の育成・定着を図る取組み「しごとを楽しむ」仕掛けづくり 』
～しごとを楽しむ仕掛けにより ES（職員満足度）の向上、CS（顧客満足度）の向上へとつなげる～
目的：優れた人材の育成や定着は、施設の安定的な運営面、職員にとっての働きやすさや働き甲
斐、サービスを受ける利用者の満足度向上の面でも極めて重要である。
「しごとを楽しむ」仕掛けを皆で作ることにより、ES を高め人材の定着、CS の向上を目指す。
また、魅力的な人財を内部での活躍に留めず、外に向けて活躍の場を設けることで人材確保
PR へと結びつける。
理由（なぜならば）
2025 年に向け、介護人材は約 253 万人が必要と推計されている。厚生労働省の発表によると、岡山県内にお
ける介護人材需給推計（平成 29 年度と 37 年度比較）によると充足率 91.3％→85.6％と需給ギャップが更に拡
大する。現状において、人材が不足しているとする介護事業所は 59.3％（前年 2.8％増）にのぼり、今後より
一層人材の数・質共に確保が難しい状況となることは回避できない。
（平成 26 年度介護労働実態調査より引用）
当園においても、各種求人媒体による広報、外部講師を招いての研修開催・外部研修への派遣等、人材確保と
定着に時間と費用、労力を掛け獲得した人材の育成・定着に力を注いでいる。
活動テーマとして掲げている「しごとを楽しむ」仕掛けづくりの取組みを開始し 3 年目を向かえ、少しずつで
はあるが成果が表れている。その成果の一つとして、平成 28 年度全国老人福祉施設研究会議第 3 分科会にお
いて、最優秀賞を得ることができた。施設内部での取り組みに留まらず、他施設においても有効な活動として
評価を頂いた結果だと考える。取組みの継続・充実化を図ることで、人材の流出を抑え人材不足感を解消する
効果が期待できる。
「しごとを楽しむ人へのバックアップ・環境づくり」
楽しい仕事、楽しい職場環境の中で、誰もがしごとをしたいと思っている。その求める基準や環境は、人そ
れぞれで業務形態によっても違っているのは言うまでもない。職員 130 人を超えている当園は、130 通り以上
の仕事に対する思いやこだわりがあると言える。その思いやこだわり（法人の理念とずれていないことが絶対
条件になるが）を磨くことにより「魅力」へ魅力から「強み」へ変化する。魅力ある職場は、
「人が辞めない」
「向上心のある人材が集まる」と言われており、
「しごとを楽しむ」環境作りを推進することで、人材の定着
や確保に繋がると期待する。
多様な価値観を持つ職員が、柔軟で創造的な人材となるための仕組みづくりを進める。
現状では、主体的に活動できる人材とそうでない人材の 2 極化が進んでいる。
主体的な人材には、仕事・役割が集中し比例して負担が増える傾向にある。また、気が利くか否かといった
個人の特性や能力に頼る状況では、組織としての成長は期待できない。多様な職員が活躍する場を作る為、そ
のその第一段階として、
「ルーチン業務のアクティブ化」に向けた取り組みを行う。
具体的には、①やらされるのではなく楽に自分でチェックし作業できる環境の構築
②チェックリストやマニュアルの作成
③特養・ショートステイ各フロアへ導入したタブレット端末の活用
以上 3 項目について平成 30 年度は取り組む。
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年間活動計画

実施内容等
平成 30 年度学卒者向け PR 活動、見学会の設定
3 月 9 日 人財確保部会 第 1 回委員会
3 月中

各種学校へ求人票、パンフレット郵送
求人媒体での PR ・セミナーの告知開始

22 日、29 日 合同就職説明会 ブース出展
4月1日
4 月中

ハローワーク求人票公開
学校訪問

4 月 26 日 合同就職説明会 ブース出展
5 月～8 月中 人材確保研究会 職員派遣
6 月 1 日 大学等卒業予定者 （求人公開・選考活動開始）
6 月～平成 31 年 2 月 介護職場体験事業 体験希望者受入
7 月 1 日 高等学校卒業者 求人・学校訪問・郵送
（６月中旬 ハローワークへ提出）
7 月・ 8 月 合同就職セミナーブース出展
7 月下旬～9 月中 インターンシップ（夏）実施
人材確保

・介護職体験 ・相談職体験 ２コース
8 月中 インターンシップ（冬）の計画・募集開始
12 月～2 月

インターンシップ（冬）実施

将来的な人材確保に向けて
・福祉紹介キャンペーンへの参加、PR 活動 随時
中途採用
・ウェル福祉学習センター、シルバー人材センター
岡山県介護労働安定センター 等のセミナーへ参加
説明会・見学会後のフォロー
・ SNS 媒体等によるコンタクト、情報発信
・施設情報紙の配信（配送）
内定者フォロー
・内定後インターンシップ（有給）
・内定者懇談会 （2～3 ヶ月毎に開催）
・ SNS 媒体等によるコンタクト、情報発信
・施設情報紙の配信（配送）
・スーパーバイザーとしての機能強化活動（研修など随時実施）
主任職員人財育成研修

（スーパーバイジーとの連携、フォローアップ体制の強化）
・メンタリング制度の導入
・新採用職員指導マニュアルに沿ったメンター制度・プリセプターシップ

新人教育体制
人財育成

制度の実施とフォローアップ
・ 9 月 権利擁護、職業倫理に関する研修 実施

認知症ケア推進委員会 ・ 1 月 認知症ケアに関する研修 実施
その他、認知症ケアに関する勉強会、研修、事例検討、情報交換等実施
育成体制の見直し・検討

・役割・職務に関する検討
・事業所内段位に関する検討
・仕事を楽しむことを推進する活動

研究活動
「仕事を楽しむ」仕掛けづくり

あすなろイイネシステムの運用・毎月の評価
・ ES の実施、特養
8 CS アンケートの実施、集計（年２回）

平成３０年度 部署別年間活動計画書
特 養
報告者
年間活動指針（目標）及び活動計画

部署（フロア）名

守屋 裕江

年間活動指針（目標）
・生活の主体者である利用者が主体性をもって『その人らしい生活ができる』ように個別ケアを実施し自
立支援を行なう。
（コミュニケーションスキルの向上、変化に気付く観察力を身につける）
・利用者にとっての『暮らしやすさ』を考えた生活の場としての環境を整備していく。
（居室：ベッド周りの整理と生活しやすい空間作り。談話室：くつろいで過ごせる空間作り。
）
・感染予防、衛生管理、危機管理、拘束廃止など『心身ともに安心・安全・健康に生活する』ことを支え
ていく。
（感染予防マニュアル周知・統一実施、危険予知・事故原因分析力アップ、スピーチロック改善）
・職員の意欲向上や協働の喜びを得られる職場作りを目指した研修の計画、活動を活性化させ『介護の専
門性を理解し実践できる援助者』を育成する。
（倫理研修、精神（感情・情緒）的ケアの研修、モチベー
ションアップへの取り組み）
研究活動テーマ：
『利用者にとって落ち着ける家庭的な生活・環境作り』
目的：特養は入所者にとって、生活の場である。生活の主体者である入所者の生活をサポートする人的・
物的環境を整える。取り組む過程で、チームワークを高める。入所者とのコミュニケーション促進。
理由：まだまだ職員主体の部分が多いのが現状で、職員間や入所者とのコミュニケーションも不足してい
る。平成 28 年度後半から環境改善を開始したが、なぜ環境改善をするのかわからない・わかってい
るが、どうしたらいいのかわからない等、職員の中でさまざまな意見がある。
しかし、少しずつではあるが職員の意識が変化するとともに、
（物的）環境も変化しつつあり、中に
は率先して取り組んでいる職員がいる。
今回の環境改善のことだけでなく、何でもそうだが、意識して取り組む職員とそうでない職員との
差が大きい。利用者の生活を支える者として、みんなで取り組んでいく。そして、取り組む中で、
意見を活発に交わし協力しあうことで、チームワークを高めていきたい。

年間活動計画

実施内容等
・業務の見直し。
・利用者にとって過ごしやすい環境の検討。
（利用者も交えながら。ひいては、少しでも職員の動きやすい環境に

研究活動

繋がるように。
）
・正月・節分・ひな祭り・端午の節句等、四季が感じられるように季節
ごとに装う。
・環境改善後の振り返り、さらなる改善。

※平成３０年度 年間目標稼働率

1 日平均:106 人

利用率:96％
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平成30年度特養事業(行事）計画
月 行

事
予
春祭り・誕生会
家族会
外食・外出
花見
移動図書館
全体ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ
おやつ作り
理髪
誕生会
家族会
運動会
外食・外出
移動図書館
全体ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ
おやつ作り

誕生会
家族会
外出
移動図書館
全体ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ
おやつ作り
理髪

誕生会
家族会
七夕祭り
外出
移動図書館
全体ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ
おやつ作り

誕生会
夏祭り
外出
移動図書館
全体ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ
おやつ作り
理髪
誕生会
家族会
敬老祝賀会
外出
全体ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ
おやつ作り

定 事
業
計
画 月 行
事
予
ケアプラン検討会議
誕生会
ケアプランの承認
家族会
生活記録の説明承認
秋祭り
各委員会・部会会議開催
移動図書館
ボランティア受け入れ
外食・外出
全体ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ
おやつ作り
理髪
ケアプラン検討会議
文化祭、慰霊祭
ケアプランの承認
誕生会
生活記録の説明承認
家族会
各委員会・部会会議開催
外食・外出
園内研修
移動図書館
防災訓練
全体ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ
実習受け入れ
おやつ作り
ボランティア受け入れ
新職員歓迎会
ケアプラン検討会議
ケアプランの承認
生活記録の説明承認
各委員会・部会会議開催
園内研修
ADL調査
実習受け入れ
利用者健康診断
ボランティア受け入れ

誕生会
家族会総会
外出
餅つき
クリスマス忘年会
移動図書館
全体ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ
おやつ作り

定 事
業
計
画
ケアプラン検討会議
ケアプランの承認
生活記録の説明承認
各委員会・部会会議開催
園内研修
実習受け入れ
ボランティア受け入れ
ケアプラン検討会議
ケアプランの承認
生活記録の説明承認
各委員会・部会会議開催
園内研修
実習受け入れ
ボランティア受け入れ
長谷川式調査
防災訓練
ケアプラン検討会議
ケアプランの承認
生活記録の説明承認
各委員会・部会会議開催
園内研修
ADL調査
ボランティア受け入れ
正月帰省

理髪

CSアンケート（家族会）
ケアプラン検討会議
ケアプランの承認
生活記録の説明承認
各委員会・部会会議開催
園内研修
利用者健康診断
ボランティア受け入れ
防災訓練
ケアプラン検討会議
ケアプランの承認
生活記録の説明承認
各委員会・部会会議開催
園内研修
ボランティア受け入れ
盆帰省
利用者の意見を聴く会
ケアプラン検討会議
ケアプランの承認
生活記録の説明承認
各委員会・部会会議開催
園内研修
ボランティア受け入れ
防災訓練

新年祝賀会・誕生会
家族会
かくし芸大会
移動図書館
全体ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ
おやつ作り

誕生会
家族会
節分
移動図書館
全体ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ
おやつ作り
理髪
誕生会
家族会
ひな祭り
外出
全体ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ
おやつ作り

＊ 監査、介護サービス情報公開事業調査については随時受け入れ
＊ 年３回 あすなろだより発行
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ケアプラン検討会議
ケアプランの承認
生活記録の説明承認
各委員会・部会会議開催
園内研修
ボランティア受け入れ
防災訓練
正月帰省
職員新年会
CSアンケート（家族会）
ケアプラン検討会議
ケアプランの承認
生活記録の説明承認
各委員会・部会会議開催
園内研修
ボランティア受け入れ
利用者の意見を聴く会
ケアプラン検討会議
ケアプランの承認
生活記録の説明承認
各委員会・部会会議開催
園内研修
ボランティア受け入れ
防災訓練
新採用職員研修

平成３０年度 特養ボランティア・実習生受け入れ予定
月
ボランティア
実習学校・団体名
４月 春祭り・誕生会ゲスト
ふれあい喫茶（家族会ボラ）
徳田・唐井（毎週火曜）
桑名（隔週水曜）
５月 誕生会ゲスト
運動会ゲスト（八幡保育園）
ふれあい喫茶（家族会ボラ）
徳田・唐井（毎週火曜）
桑名（隔週水曜）
倉敷中央高等学校
６月 あじさい祭り・誕生会ゲスト
岡山県立大学
ふれあい喫茶（家族会ボラ）
徳田・唐井（毎週火曜）
桑名（隔週水曜）
７月 誕生会・ゲスト
ふれあい喫茶（家族会ボラ）
徳田・唐井（毎週火曜）
桑名（隔週水曜）
８月 誕生会ゲスト
ふれあい喫茶（家族会ボラ）
夏祭りゲスト、設営、会場、介助ボラ
徳田・唐井（毎週火曜）
桑名（隔週水曜）
岡山県立大学
９月 敬老祝賀会・誕生会ゲスト
ふれあい喫茶（家族会ボラ）
徳田・唐井（毎週火曜）
桑名（隔週水曜）
１０月 誕生会ゲスト
ふれあい喫茶（家族会ボラ）
徳田・唐井（毎週火曜）
倉敷中央高等学校
桑名（隔週水曜）
１１月 文化祭ゲスト、喫茶、誕生会ゲスト
ふれあい喫茶（家族会ボラ）
倉敷中央高等学校
徳田・唐井（毎週火曜）
桑名（隔週水曜）
１２月 誕生会ゲスト
ふれあい喫茶（家族会ボラ）
徳田・唐井（毎週火曜）
桑名（隔週水曜）
１月 新年祝賀会・誕生会ゲスト
ふれあい喫茶（家族会ボラ）
徳田・唐井（毎週火曜）
桑名（隔週水曜）
２月 誕生会ゲスト
ふれあい喫茶（家族会ボラ）
徳田・唐井（毎週火曜）
桑名（隔週水曜）
３月 誕生会ゲスト、ひな祭り琴演奏
ふれあい喫茶（家族会ボラ）
徳田・唐井（毎週火曜）
桑名（隔週水曜）
＊随時調整して受け入れ
教職員体験実習
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期間

人数

5/22～6/8
6/19～6/30

３学年 ２人
１人

8/28～9/15

１人

10/22～11/8

２学年 ２人

11/16～11/22

１学年 ２人

部署（フロア）名

平成 30 年度 部署別年間活動計画書
医務
報告者
年間活動指針（目標）及び活動計画

柳本 とも子

年間活動指針（目標）
あすなろ園の基本姿勢：和 顔 心を基本とし、心からの笑顔で接し、体調崩す事無く、また、体調を崩
しても、最小限で押さえ人生最期をこのあすなろ園で生活できて良かったと思っていただけるよう、施設
看護師としての役割を果たしていく。
1:生活を支える看護
利用者の生活を重視し病気や障害に合わせて、安楽に生活出来るよう援助を行う。
2 予防を意識した看護
高齢者個々の健康状態を把握し病気の予防と早期発見に努める。感染症流行期は施設内に持ち込まない
よう、また、感染症が出た場合は、最小限に抑えるよう努力する。
3 生活の延長上にある自然な看取り
病のある時は嘱託医の指示の元、病院等の受診、通院入院治療をおこなう。生活上の延長にあるターミ
ナルケアについても、日頃からご家族様に病状説明行い、終末期には嘱託医と相談し十分な配慮を行なっ
ていく。
４部署内（医務）仲良く力をあわせて、仕事に取り組む。

研究活動テーマ：
『』 当園にてターミナルケアにて永眠されたご家族へのアンケートを実施し、今後のケ
アに行かせていきたい。
目的：ターミナルケアの質の向上の為
理由（なぜならば）
・
ご家族様の思いを知る。
・感謝の気持ちなどあれば、介護に携わった介護職員の励みであったり、やる気につながる。
・もっと出来る事があるのではないか みなで検討し,今後のケアの質の向上に努める
実施内容等
4 月：利用者健康診断の準備
5 月：利用者健康診断の準備 食中毒予防
6 月：利用者健康診断開始
7 月：利用者健康診断
8 月：利用者健康診断
9 月：利用者健康診断結果の把握
10 月：利用者ご家族様へのインフルエンザ案内の送付
11 月：インフルエンザワクチン接種
12 月：インフルエンザ、ノロウイルスの地域発生状況の把握
1 月：インフルエンザ、ノロウイルスの地域発生状況の把握
2 月：引き続き発生状況の把握、入居者発熱の慎重な対応
3 月:総合的評価
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平成 30 年度 部署別年間活動計画書
1階
報告者
年間活動指針（目標）及び活動計画

部署（フロア）名

大島 秀和

年間活動指針（目標）
●理念：個々の今までの暮らしが継続できるように、親しみのある環境作りと想いに沿ったケアをする。
●活動指針（理念に対して具体的活動内容です）
①入居者の何気ない言葉や仕草も大切な情報として汲み取り、ご家族・他部署・職員がチームとなってそ
の人らしい暮らしが継続できるように支援する。
②プライバシーに配慮し、入居者・ご家族・友人・職員がゆっくりと寛げる空間作りをする。
研究活動テーマ：
『個別ケア（その人らしい暮らしの継続）に向け、２４H シートを基に統一したケアを実
施する。 』
目的：２４H シートを基に、あすなろ園でも自宅での生活スタイルに近い暮らしが、継続できるようにし
ていき、最終的には、理念にもあるようにここで生活できて良かったと思って頂きたい。
理由（なぜならば）
：入居者の生活スタイルが、現状は職員本位であり、本来の入居者本位の生活をおくっ
てもらいたいと思っていたが、実施する為の方法が解らなかった。２４H シートを作成することで、より
深くその人を知り、その人に合った支援方法が見え、チームで統一したケアを実施できるようになる。ま
た、不要だった介助が抽出でき、業務改善または、プラスの支援にも繋がる可能性が見えてくる。
２４H シートと生活記録を併用することで、園での暮らしを家族へ文書で説明するより、より理解できや
すく情報交換ができ、家族との関係作りにも繋がる。
年間活動計画

実施内容等
・ フロアスッタフへ、２４H シートの意味、活用について説明する。
（4 月）
・ ２４H シート作成者をピックアップする。
（最初は要望確認がとりや
すく少人数から実施。可能であれば、最終的にフロア全入居者を対象
とする。
）
（4 月）
・ フェイスシート、入居者本人・家族・他部署から情報収集し、２４H

研究活動

シートへ記入する。
（5 月～6 月）
・ ２４Ｈシートを基に、統一したケアを実施する。
（6 月～8 月）
・ ケア実施後の入居者の状況・状態・感想等を踏まえ、ケアの検討、２
４Ｈシートの修正を繰り返す。
（8 月・ 9 月）
＊ （8 月 9 月の振り返りと修正する際に、他の入居者の２４Ｈシート作
成を検討）
＊ 9 月以降も引き続き２４H シートへの情報収集や修正、ケアの実施を
繰り返し実施する。
・ ４月から１１月の期間で、他フロアと合同外出を計画し、外出の機会
を確実なものとする。計画は担当者（１名）が利用者の希望を確認し、
季節を感じる場所を計画する。

外出について

・ 近場でも、懐かしさを感じてもらえる場所を計画する。
・ 体力的に遠出の外出が困難な入居者には園内の散歩や談話室にて
過ごす時間を設ける。また、園庭に出て外気浴も実施する。
・ 家族やボランティアにも依頼をし、外出可能人数増加や行き先等
の幅を広げる。
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・ ４月～１１月の期間中で担当者１名が、利用者の意見（食べたい物）
を反映させ、季節感や懐かしさが思い出すようなお菓子作りする。
・ マニュアルに沿って感染によるノロウイルスや食中毒の原因にならな
いように注意し、栄養士にも相談しながら安全で楽しいお菓子作りを
する。
・ 制限のある方（ミキサー食、塩分）でも提供できるものを考慮する。
お菓子作りについて

・ 栄養士に１００ｋｃａｌ以内のお菓子作りのレシピを相談・提供して
もらい、お菓子作りの幅を広げる。
・ 利用者に製作過程も目で見て楽しんでもらい、作業が出来る方は、役
割を持っていただくことで積極的な参加を促すようにする。
・ フロア費で寒天の粉やホットケーキミックスをフロアへスットクし
ておき、随時で時間がとれる場合には、看護師等に相談しながらお菓
子作りを実施する。
（起案書は実施後作成する）
・ 担当者（１名）が主に、利用者と共に計画し栽培する。
・ 園庭や裏庭を活用して、季節にあった花や野菜をメインで栽培する。
・ 苗の購入（利用者と一緒に買い物に行き、選んでもらう）
、多くは栽
培せずに、管理ができる範囲で植え付け、水遣りをする。

＊菜園について

・ 水やりは暑い季節は朝・晩で、それ以外の季節は朝のみ行うにする。
・ 花の栽培は、利用者と一緒に行い開花や実りの喜びを味わってもらえ
るようにする。
・ 園庭で栽培した花が開花したら、居室の棚やセミプライベートルーム
やフロア玄関に置いて観賞できるようにする。
・ 栽培後の処理・片付け・清掃を速やかに行い次回に備える。
・ 季節に合った行事（桜・ハロウィン・クリスマスの飾り付け）を利用
者と一緒に実施する。
・ 毎月の担当者がフロア費を活用し、可能な限り入居者と一緒に季節や
行事にあった装飾をする。
・ 同じレクリエーションばかりにならないように、昔ながらの遊びを取
り入れたレクリエーションのバリエーションを増やし実施する。
・ 昔懐かしい民謡等を聴いたり歌うことができるように、CD やカラオ

＊リハビリ・余暇について

ケの機械（デイサービスが使用しない日曜日）を準備する
・ 気候の良い時には、園庭等に出て、外気浴、お茶会等を行い、季節の
風を感じてもらう。
・ 個別リハビリ（足踏みや車椅子自走等）も無理なく実施する。
・ 朝のラジオ体操から始まり、あすなろ体操、リハビリ体操、口腔、嚥
下体操も継続して実施する。
・ フロアのデジカメ、iPad を活用し、レクリエーションや余暇の風景を
撮り家族に見てもらう。
・ 気付きノートは気付きを記入できやすく、見忘れ防止のため、連絡ノ
ートへ記載する。

・ 気付きの記入に対し意見を記入する。
＊ヒヤリ・ハット、事故予防につい
・ 同様な気づき 3 件と重大な気付きは、その日の出勤者で休憩の時間や
て
１５：３０～１６：００時で検討会議を実施する。
・ ヒヤリハット報告書は発見者だけが作成するのではなく、その日の出
勤者で対策を検討し、報告書に検討会議参加者の名前を記載して提出
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する。
（事故 について情報共有・関心を持つ・多くの視点から意見を
出す。同様の事故予防等につなげる為）
・ ヒヤリ・ハット報告書の評価を必ず行ない、同様の事故が発生しない
ようにする。
・ 車椅子・移動用バー・足マット点検表を用いて環境整備チェックを実
施する。
・ スピーチロック等での制限をかけずに、本来必要な対応方法を検討す
る。動きのある方をチームで対応できるように声を掛け合う。また、
寄り添いや散歩等で、利用者はもちろん職員の気分転換を図るように
する。
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部署（フロア）名

平成 30 年度 部署別年間活動計画書
特養 2 階
報告者
年間活動指針（目標）及び活動計画

猪木佑一

年間活動指針（目標）

「自分たちがここに住みたい。ここで生活したいと思える生活 環境・サービスを利用
者目線で考え、提供する」
行動目標
1

職員の言動
・和やかで親しみの持てる言動を心掛ける。
・慌ただしく動き回らない。利用者と一緒にゆったりと過ごす。
・職員同士しっかりとコミュニケーション・情報交換を図り、明るく前向きに行動する。
・職員同士の会話、伝達の際の声の大きさやトーンに配慮する。

2

職員が学ぶ場を増やし、質の向上に取り組む
・学ぶ姿勢を大切にする。フロア内で目指すべきケアの方向性や実践的な方法など学ぶ
機会を作る。
・職員ひとり一人のケアのレベルアップ、質の向上を図るため、主任やリーダー、そし
て中堅職員が中心となり、職員の育成に取り組む。
・介助後の確認をしっかり行い、自身のケアを振りかえる。特別なことを行うよりも、
まず全職員が基本のケアを確実に行えるようにする。
・業務やケアの見直しを適宜行う。

3

利用者が心地よく生活できる環境を整える
・職員の目線や今までやってきたからではなく、利用者にとっての生活の場に適した環
境づくりを行う。
・職員同士でしっかりと話し合い、全員で取り組む。
・必要な物と不要な物を考えた整理整頓、清掃を全員で実施する。
・「生活の場」の実現のため、必要な物品を検討した上で、購入を依頼する。そして備品
は有効活用し、大切に扱う。
・フロア費を有効活用し、利用者の生活がより豊かになるような季節感のある小物類等
をディスプレイする。

研究活動テーマ：
『生活環境の場としての環境づくりを継続して行う』
目的：

・現状のフロアの環境を見つめなおし、物的環境・人的環境双方から利用者が安心して穏や
かな生活が実現できる環境を創る。
・現状の職員の行動や業務を見直し、利用者と共に生活する者としての在り方を考える。
・環境面から利用者の生活を変えることで、その変化を職員が実感し、仕事のやりがいや達成感
に繋げる。
理由（なぜならば）

昨年度から、環境改善をテーマに生活の場としての環境を創るために取り組んできた。利用者と
職員が共に過ごせる場所を作り、時間や職員の都合を優先したケアを行うのではなく、利用者の
生活に合わせたケアを実施してきた。取り組みを行うことで、利用者の過ごし方に良い変化が出
たり、利用者と職員の距離が近くなり、ふれあいの時間が増えた。
職員に実施したアンケート調査からも、環境を改善することで利用者の生活に良い変化が出てい
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ることを実感し、やりがいを感じた職員がいた。
一方で、1 年間取り組みを行ってきたが、まだ十分でない点やさらなる改善が必要な箇所がある。
上記の理由から、今年度も継続して生活の場としての環境づくりをテーマに取り組んでいくこと
とした。
年間活動計画

実施内容等
4 月：フロアの環境や職員の行動、利用者の生活の様子について
職員の意識調査（アンケート）の実施
5 月：環境改善を要する点を検討。談話室、介護ステーション、廊下、
居室等の整理整頓、備品の配置換え、装飾。
6 月：環境改善を要する点を検討。談話室、介護ステーション、廊下、
居室等の整理整頓、備品の配置換え、装飾。
7 月：環境改善を要する点を検討。談話室、介護ステーション、廊下、
居室等の整理整頓、備品の配置換え、装飾。
8 月：環境改善を要する点を検討。談話室、介護ステーション、廊下、
居室等の整理整頓、備品の配置換え、装飾。
9 月：フロアの環境や職員の行動、利用者の生活の様子について
職員の意識調査（アンケート）の実施
活動の中間評価、実施方法の変更、改善等検証

研究活動
10 月：環境改善を要する点を検討。談話室、介護ステーション、廊下、
居室等の整理整頓、備品の配置換え、装飾。
11 月：環境改善を要する点を検討。談話室、介護ステーション、廊下、
居室等の整理整頓、備品の配置換え、装飾。
12 月：環境改善を要する点を検討。談話室、介護ステーション、廊下、
居室等の整理整頓、備品の配置換え、装飾。
1 月：環境改善を要する点を検討。談話室、介護ステーション、廊下、
居室等の整理整頓、備品の配置換え、装飾。
2 月：環境改善を要する点を検討。談話室、介護ステーション、廊下、
居室等の整理整頓、備品の配置換え、装飾。
3 月：フロアの環境や職員の行動、利用者の生活の様子について
職員の意識調査（アンケート）の実施
総括 活動の成果の検証
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外出
一年の中でも気候の良い４～６月や９～１１月を中心に企画・
実施する。行先は利用者の要望を聞いたり、地域のイベント（祭
りや土曜夜市等）への参加も検討する。企画・実施は担当者を
中心に行なう。
園内やフロア内でのイベント
外出がない月を中心に、利用者の楽しみに繋がるようなイベン
トやレクリエーション等をフロア内で行う。
例）季節に応じたレクリエーション
（ヨーヨー釣り、お月見会、クリスマス会、節分、豆まき等）
、
個別リハビリ・散歩・外気浴等。

利用者の楽しみの機会

企画・実施は担当者を中心に行なう。
日常の生活
特別なイベントだけでなく、日々の生活を大切にする。利用者
と職員が共にゆったりと過ごす場を作る。
例）利用者と職員が一緒にテーブルを囲み、一緒にお茶の時間
を過ごす。
※各活動の日程調整がしやすいよう、勤務表作成時にあらかじめ
出勤者の多い日を可能な限り設定する。
フロア費を活用し、利用者の生活がより豊かになるような、季節
感のある小物類等をディスプレイする。
季節のディスプレイ

行事や外出、フロア内のイベント、そして日常生活の良い表情な
ど、カメラやタブレットを有効活用し、写真に収める。写真は定
期的に現像し、居室内に飾ったり、アルバムに収める。
実施は担当者を中心に行なう。
以前からの課題であった、事故やリスクマネジメントに関する意
識や責任感の低さの改善に向けて、主任、リーダーを中心に取り
組んだ。今年度も日頃からフロアスタッフと利用者の状態変化や
行動の変化について、
話し合い、
注意点について確認を密に行う。
どのようなケア、対応をしていくべきなのか話し合いの機会を設
けることで、利用者の想いに沿った対応ができるようにしてい

事故、リスクマネジメントについて

く。
そして、事故があった時、当日出勤していない職員や直接関わっ
ていない職員と温度差があった。まずは事故があったことを決し
て他人事に思うことなく、同じことがまた起こるかもしれない
と、全員で危機感を持ち取り組む。
職員ひとり一人が責任感を持って、事故の予防や対策が検討でき
るように年間通して指導・育成する。
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平成 30 年度 部署別年間活動計画書
南 館
報告者
年間活動指針（目標）及び活動計画

部署（フロア）名

青石 恵

年間活動指針（目標）

理念： 「優しさあふれる空間に」
活動方針
①喜怒哀楽の共有
②居心地の良い生活環境
③介護技術、コミュニケーション能力の向上
研究活動テーマ：
『

四季を感じて 』

目的：

利用者と一緒に季節ごとに飾りつけを行うことで、季節を感じながら手作業を楽しむ。
また、ゆっくり関わる時間を持ち、コミュニケーションを図りながらお互いを知る機会にする。
理由（なぜならば）

施設で過ごす利用者は、外出する機会も少なく、四季を感じる楽しみが行事でしかない。
介助者は、普段の生活介助を行うことに精いっぱいになっており、毎日慌ただしく思える。
一番大切なコミュニケーションが不足しているため、ゆっくり関わる時間を持ち、一緒に手作業
を行うことで、お互いを知る機会としたい。

年間活動計画

実施内容等
月ごとに担当者を決め、飾りつけを利用者と一緒に行う。また、写真を撮って思い出に残す。
飾りつけ、手作業をしながら、コミュニケーションを図り、お互いを知る機会とする。
＜４月＞
職員紹介ボードの作成、お花見
・コルクボードに職員紹介を載せる。
・お花見に行った写真を飾り、春らしい環境に飾る。
＜５月＞こいのぼり ＜６月＞緑、梅雨

研究活動

＜７月＞七夕、海 ＜８月＞花火、夏祭り
＜９月＞
・職員紹介ボードを新しいものに作り直す。
・上半期の反省、改善
＜１０月＞いちょう、紅葉 ＜１１月＞栗、落葉アート
＜１２月＞クリスマスツリー ＜１月＞正月、餅つき
＜２月＞節分 ＜３月＞ひな祭り
・３０年度の研究活動まとめ
・研究活動の評価・考察・まとめをする。

・季節に合った外出先を検討する、利用者の意見を取り入れ計画する。
外 出

・体調に考慮しながら、経管栄養の方の園庭散歩（外気浴）を実施する。
・他フロアと合同で外出ができるように協力する。
・食堂テラスを使用し、お茶をしたり、食事をする。
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・毎月、利用者に好みを尋ね、一緒に作れるよう環境を整える。
お菓子作り

・医務や栄養士にも相談し、連携を図る。
・スープや飲み物など簡単にできるものを提供する。
・制限のある方やミキサー食の方でも食べられるようなものを提供する。
・花や草木を見て、四季を感じられるようなものをテーブルに飾る。

園 芸

・テーブルの上で、花や球根を育て、その過程を楽しむ。

・紙芝居や歌、手作業など談話室で静のレクリエーションを提供する。
余暇・リハビリ ・経管栄養の方が音楽を聴けるように環境を整える。

・出勤時には連絡ノートに目を通し、回覧書類を早めに確認する。
・事故報告書は早期に作成し、その日の出勤者で対策を検討する。
事故・リスク

・臥床中、離床中の体勢を確認し、安楽な姿勢になるように気をつける。
・訪室時は、経管栄養の方に話しかけ、顔色や口腔内を確認する。
・「かもしれない」という意識を常に持ち、気付ける力を養う。
・出勤者同士で情報を共有し、口頭でも伝達していく。
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平成３０年度 部署別年間活動計画書
部署（フロア）名

特養 ＧⅭU１階

報告者

藤田 幸子

年間活動指針（目標）及び活動計画

年間活動指針（目標）
・利用者一人ひとりが生活意欲がわくようにする。
・家庭的な雰囲気で、利用者・職員が居心地の良いホッとするフロアにする。
研究活動テーマ：
『あなたの笑顔が見たいから』
目的：利用者を取り巻くすべての人（家族、職員、友人等）が連携しあい、フロアをより家庭的にゆった
りとした時間が流れる空間にすることで、利用者一人ひとりと丁寧に向き合い、支えあい、
“最期の時まで
その人らしく”過ごしてもらう。一人ひとりと丁寧に時間をかけて向き合うことで些細な変化に気づける目
を養い、時間に縛られず、利用者の笑顔の中で業務することでストレスの軽減を目指すことで介護のやりが
いを感じられるようにする。利用者の笑顔溢れる写真をフロア内にたくさん飾ることで温かい雰囲気をつく
っていき、またご家族にも日々の利用者の生活の様子を見ていただく。職員のみで利用者の生活を豊かにし
ていくのは限界があるが、家族と協力しあうことでケアの幅を広げ、家族との関係をより良好にしていく。
理由(なぜならば）
：
利用者・ご家族・職員が支えあい、一人ひとりを大切に思えるフロアにするため。笑顔が溢れ、家庭的な雰
囲気の中で穏やかに日々を送っていただき、
「しあわせだったなぁ」と感じてもらえるようにする。また、
ご家族に「あすなろ園でよかった」と安心していただく。利用者からの笑顔や「ありがとう」の言葉、おい
しそうに食事を摂る様子など日々の利用者との関わりから得る感動を共有することで、職員間のコミュニケ
ーションを円滑にし、利用者だけでなく職員にとっても G1 フロアをホッとできるフロアにする。

年間活動計画

実施内容等
1

家族と共に外出をする。家の近所など思い出の場所へドライブす
る。

2

利用者の過去を知り、職員間で共有しケアに繋げていく。

3

家族に協力を依頼し過去の写真や好きだったもの等を持って来て
もらい、居室に飾ったりアルバムに閉じることで「その人らしさ」

研究活動

を感じられる居室にする。
4

排泄はプライバシーを配慮する。

5

食事はフロアーで盛り付けを行う。
（汁など）

6

食事の盛り付けや作業を手伝ってもらい、
「役に立っている」と感
じてもらう事でやりがいを感じてもらう。

・担当表に基づき月別に実施する。担当者が責任持って実施していく。季節
が感じられるものや、昔懐かしいお菓子を利用者と共に作ることで生活動作
お菓子作り

の維持に繋げ、話題作りに活かす。
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・担当表に基づき月別に実施する。担当者が責任持って計画を立てていく。
少人数ずつでも個別に関わりを持ち、近場であっても外の空気や季節を肌で
外出

感じることで心身ともにリフレッシュできる機会とする。気候の良い時には
談話室外のベランダに出て外気浴を行なう。
季節にちなんだ花や野菜を植え、利用者と共に水やりを行なったり、花を観

菜園

て楽しむ。又、利用者と共に収穫する。

・気付きノートを活用し、職員への継続的な意識付けを徹底し、リスクの発
生を未然に防いでいく。職員間で情報共有し、同じリスクを繰り返さないよ
リスクマネジメント

うにする。事故の報告について、５Ｗ１Ｈを用いて簡潔明瞭に書く。
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部署（フロア）名

平成 30 年度 部署別年間活動計画書
ショートステイフロア
報告者
年間活動指針（目標）及び活動計画

竹内裕貴

年間活動指針（目標）

「ソフト・ハードを見直し、その人の暮らしを継続する為のサービスを提供する」
①利用する方にとって、居心地の良い空間、家庭的でぬくもりがあり安心できる環境(ハード)

が必要である。
大勢の人が一つの空間に集まる為、自分の居場所、落ち着ける場所がない為、居心地が悪く落ち
着いて過ごす事ができない。又、決まった時間になると帰りたいとの訴えが多くある為、デイサ
ービス等の通所施設と勘違いしているのではないかと考えた。
フロアのしつらえの見直し、空間の整備を実施し高齢者が安心して過ごす事ができる環境に向け
て環境改善に取り組む。
②利用する方にとって安心感があり、親しみを持ったコミュニケーションを図る必要がある。又、

職員間での連携を図る為、しっかりと情報を共有する必要がある(ソフト)。
働く職員が、慌ただしく、冷たい印象では、安心して過ごすことはできない。ここで働く職員が、
利用する方にとって最も大切な存在である必要がある。サービス提供者であるが、一歩外に出る
と消費者である。自分自身が、嬉しかった事、安心できた事、信頼できた事等を共有し、信頼で
きる職員を目指す。ご家族へのアプローチとして、記録や送迎時に利用時の様子や介助方法
等の伝達、介護についての助言を行い、在宅生活での介護軽減へ繋げる。前年度の反省として、
コミュニケーション不足の為、チームワーク図れていなかったとの事だった。交代勤務である為、
集まってのミーティングの機会を増やすことは、現実的に困難な為、連絡ノートの使用方法の見
直し(マーカーを活用する)、申し送り項目をピックアップする(日勤帯から夜間帯、夜間帯から
日勤帯)
③利用する方の生活歴や趣味、ライフスタイルから、その人の楽しみ、役割を見いだし、生きが

い、余暇の充実、機能維持を図る。
CS アンケートから、なにもすることがない、つまらないなどの反省点が上がっていたが、現状
として、脳トレや運動レクリエーション等の提供を行っていたが、その人にとっては適切ではな
かったと考えられる。それらの反省を基に、その人を知り、生活歴や趣味、ライフスタイルから、
その人の楽しみ、魅力のある活動を提供していく。
研究活動テーマ：
『環境が利用する人にとってどのような影響をあたえるか』
目的：ショートステイ利用中、帰宅の訴えや落ち着いて過ごすことが出来ない事がある、在宅で

の環境の違い(物的環境)と、職員の言動(人的環境)が大きな要因となっていると考えられる。フ
ロア環境の見直し、職員の技術向上を図り、利用する方にとっての満足度の向上を目的とし、在
宅生活での生活を保持することで、利用する方にとって負担がなく、ショートステイだからでき
るニーズ実現を目指す。
理由（なぜならば）
：現状から考えると、施設特有の環境であり、安心して生活ができる環境だと

言い難い面が多々あり、在宅とあすなろ園での生活の違いが、認知症の方にとって大きな負担と
なり、認知症の進行や混乱を招く要因となってしまっている。また、働く職員が、慌ただしく、
冷たい印象では、安心して過ごすことはできない。ここで働く職員が、利用する方にとって最も
重要な存在である、職員の接遇面の配慮不足、慌ただしい行動や声のトーン、利用者の生活に合
わせるのではなく、施設のスケジュールに利用者の生活を当てはめるような一日の業務。など、
考えられる原因は多くあり、物的環境と人的環境の双方に改善の必要があると言える。
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年間活動計画

実施内容等
4 月：環境整備について検討、在宅での生活環境、ライフスタイルの聞
き取りの実施。
フロアの環境やケアに対する意識調査(アンケート)の実施。
5 月：環境整備に要する点をまとめ、ホール、入口周辺等、整理整頓、
備品の配置換え。
上司に相談し、不要な物を破棄、必要な物の購入依頼、設置。
環境改善前後の写真撮影。比較検討。
環境整備について検討、在宅での生活環境、ライフスタイルの聞
き取りの実施。
6 月：ホール、入口周辺等備品の配置換え。
随時、意見を基に見直し、検討。
聞き取り結果を基に 24H シートの作成。
7 月：ホール、入口周辺等備品の配置換え。
随時、意見を基に見直し、検討。
聞き取り結果を基に 24H シートの作成。
8 月：環境整備について検討。
（随時）
整理整頓、備品の配置換え。
上司に相談し、不要な物を破棄、必要な物の購入依頼、設置。
環境改善前後の写真撮影。比較検討。

研究活動

24H シートを基にケアの実施。
9 月：フロアの環境やケア、利用者の生活の様子についてに対する意識
調査(アンケート)の実施。
活動の中間評価、実施方法の変更、改善等検証。
24H シートを基にケアの実施。シートの更新。
10 月：環境整備について検討。
（随時）
整理整頓、備品の配置換え。
上司に相談し、不要な物を破棄、必要な物の購入依頼、設置。
環境改善前後の写真撮影。比較検討。
24H シートを基にケアの実施。シートの更新。
11 月：環境整備について検討。
（随時）
整理整頓、備品の配置換え。
上司に相談し、不要な物を破棄、必要な物の購入依頼、設置。
環境改善前後の写真撮影。比較検討。
24H シートを基にケアの実施。シートの更新。
12 月：環境整備について検討。
（随時）
整理整頓、備品の配置換え。
上司に相談し、不要な物を破棄、必要な物の購入依頼、設置。
環境改善前後の写真撮影。比較検討。
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24H シートを基にケアの実施。シートの更新。
1 月：環境整備について検討。
（随時）
整理整頓、備品の配置換え。
上司に相談し、不要な物を破棄、必要な物の購入依頼、設置。
環境改善前後の写真撮影。比較検討。
24H シートを基にケアの実施。シートの更新。
2 月：環境整備について検討。
（随時）
整理整頓、備品の配置換え。
上司に相談し、不要な物を破棄、必要な物の購入依頼、設置。
環境改善前後の写真撮影。比較検討。
24H シートを基にケアの実施。シートの更新。
3 月：フロアの環境やケア、利用者の生活の様子についてに対する意識
調査(アンケート)の実施。
総括 活動の成果の検証
年間の活動については、下記の内容で実施するが、その月の利用状況の決

行事計画

定後、個別のニーズに合わせて、予定を決定していくものとする。又、短
期、長期的な視点で、実施、評価を行っていく。
・利用時の成果、思い出となる様な物を作成する。

創作活動
・季節を感じる事が出来る、料理・おやつ作り、利用者のリクエスト、家
庭で作っていたものを作る。

クッキング

・月々に合った季節感あふれるおやつ作り。
・利用者のリクエストによるクッキング。
・季節が感じられるものや、昔懐かしいお菓子を利用者と共に作ることで
生活動作の維持につなげ、話題作りに活かす。
・集団、個別レクリエーション、あすなろ体操、リハビリ体操の実施。
・あすなろ体操、リハビリ体操、転倒予防体操などや、デュアルタスク

運動レクリエーション

などの認知症予防運動、集団レクリエーション、個別趣味活動など、
様々な内容を取り入れることで、全てのご利用者に対応できるプログラ
ムを実践する。
・ベランダを活用しての野菜作りや、花、観葉植物を育てる事で、四季を

家庭菜園（花・野菜）

感じ、生活意欲の向上、在宅生活での生きがいに繋げていく。
・ご本人の興味のある活動に取り組んでいただく事で、日中の活動に
積極的に参加してもらう。

個人趣味活動

・個人の趣味や楽しみを継続し実施し、又同様の趣味を持つ他者と交流し
一緒に楽しむで、生きがいとなるように繋げていく。
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・平成 29 年度の年間平均稼働率は 58.5％だった。今年度は上半期（4 月

ショートステイの
稼働率向上に向けて

～9 月）の稼働率を 70％以上、下半期（10 月～3 月）の稼働率を 80％を目
指し、継続して新規利用者を増やし、稼働率を向上させる。
・在宅と施設を繋ぐサービスとして、日頃から家族やケアマネージャーと
連携を密に図り、迅速な対応をする事で、稼働率の向上を図る。
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平成 30 年度 部署別年間活動計画書
勇崎デイサービス
報告者
年間活動指針（目標）及び活動計画

部署（フロア）名

天野 想

年間活動指針（目標）
・デイフロアでの集団活動に加え和室・屋外等で個別的プログラムを実施することで、個々に合わせた残
存機能の維持・向上を図る。
・職員全体のケアの向上と統一化を図る為、介護技術研修を行いスキルアップに努める。
・新規利用者獲得の為、パンフレット作りやデイだよりに力を入れ、各居宅事業所に配布することでアピ
ールを継続する。
研究活動テーマ：『効果が見える！こけないからだづくり～iPad 活用でやる気を UP！』
目的：「こけないからだづくり」をより実感し、実施意欲を向上するため効果測定を動画で行い、比較し
やすいようにする。効果が見えることで転倒予防の重要性の再認識を促し、残存能力を維持・向上
していくことで在宅生活をより安楽に長く過ごせるように支援していく。
理由：・今まで記録に乏しかった転倒予防活動を iPad を活用して記録することにより、効果が実感しやす
くなったり、新たなニーズ把握につながったりするようにするため、皆にも紹介していく。転倒予
防が特色の一つとなるように記録を活用していく。
・集団体操向けの動画を撮影し活用することで、統一した内容の体操が実施でき、覚えて帰りやすく
するため。また、個別に運動介助に付けることで転倒リスクの軽減を図る。

年間活動計画

実施内容等
4 月：集団体操の検討・撮影、体操参加者の様子の動画撮影
・毎日行っている体操を映像化し真似しやすくする。
・撮影し、レクリエーションに取り入れる。
5 月：
6 月： 集団体操の実施・様子の撮影、個別の転倒予防活動の動画撮影
7 月： ・体重測定時に効果測定も行う
8 月：

研究活動

9 月：
10 月： 効果測定のまとめ、効果の披露
11 月：
12 月： 集団体操の実施・様子の撮影、個別の転倒予防活動の動画撮影
1 月：
2 月：1 年実施後の利用者の様子のまとめ

行事計画

年間事業計画書別紙参照
・利用者個々のアセスメントを行い、生活状況・ ADL の把握。

個々に合わせた

・個々に合わせた運動プログラム・目標の設定。

プログラム作り

・個別対応で体操に取り組んで頂く。
・定期的な見直しを行い、効果を確認する。
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・基本的な介助方法についての研修をデイ会議毎に行う。
職員のスキルアップ

・介助が難しい利用者に対しても、全職員が関われるよう、カンファレンスを行
い、ケアの統一を図る。
・新規利用者獲得の為、パンフレットの更新を行う。
・デイ便りを毎月作製する。

パンフレット作り

・デイサービスの特色を考え、アピールポイントを明確にする。
・他事業所、近隣に配布し、あすなろ園デイを多くの方に知っていただく。
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平成30年度 デイサービス 年間事業計画
*デイサービス年間目標

・
・
・

デイフロアでの集団活動に加え和室・屋外等で個別的プログラムを実施することで、個々に合わせた残存機能の維持・向上を図る。
職員全体のケアの向上と統一化を図る為、介護技術研修を行いスキルアップに努める。
新規利用者獲得 の為、パンフレット作りやデイだよりに力を入れ、各居宅事業所に配布することでアピールを継続する。
稼働率年間目標
65％
行 事（目標稼働率）

平成 ・ 屋外機能訓練活動 (花見）
30年 ・ 手芸創作（端午の節句）
・ 民謡教室
・絵手紙 ・ガーデニング
・ 日常生活動作訓練 （転倒予防体操 ）

4月 ・壁画作り

業 務

行 事（目標稼働率）
・ 文化祭合同制作

・ 新規利用者の勧誘

・ 欠席者への連絡

・ 手芸創作

・ 欠席者への連絡

・ ケアプランニング 作成

・ 民謡教室

・ 11月行事予定・デイだより作成

・ ５月行事予定・デイだより作成

・ フローラルアレンジメント

・ プログラムミーティング

・ プログラムミーティング

10月 ・ 日常生活動作訓練 （転倒予防体操 ）

・ 平成29年度年間介護度別

・映画会

利用状況報告書 の作成

・演芸

・ ３月事業実施報告書 の作成

５月

・ ケアプランニング 作成

・壁画作り

・ ＣＳアンケート実施

・ 映画会

・ 文化祭

・ 新規利用者の勧誘

・ 茶道教室

・ 欠席者への連絡

・ 屋外機能訓練活動 （紅葉狩り）

・ 欠席者への連絡

・ 民謡教室

・ ケアプランニング 作成

・ クッキング

・ ケアプランニング 作成

・ 日常生活動作訓練 （転倒予防体操 ）

・ ６月行事予定・デイだより作成

・壁画作り

・ プログラムミーティング

※施設実習受け入れ※
目標稼働率 60%

・ 新規利用者の勧誘

・壁画作り

・ 欠席者への連絡

・ 民謡教室

・ ケアプランニング 作成

・ 映画会

・ ７月行事予定・デイだより作成

・ 日常生活動作訓練 （転倒予防体操 ）

・ 手芸創作（ クリスマス飾り）

・ プログラムミーティング

・ 茶道教室

・ １０月事業実施報告書 の作成
※「チャレンジワーク 14」受け入れ※
目標稼働率 65%

12月

玉島地区中学校

・ クリスマス・忘年会

・ 新規利用者の勧誘

・ 年賀状作り

・ 欠席者への連絡

・ しめ縄作り

※施設実習受け入れ※
目標稼働率 60%

・ １月行事予定・デイだより作成

・ 民謡教室

・ プログラムミーティング

・壁画作り

・ １１月事業実施報告書 の作成

・ カラオケ大会

・ ケアプランニング 作成

・ 日常生活動作訓練 （転倒予防体操 ）

目標稼働率 65%

倉敷中央高校福祉科 1年生

平成 ・ 野外機能訓練活動 （初詣）
31年 ・ 運動レクリエーション・ 壁画作り

・ 新規利用者の勧誘

・ 文化祭合同制作

・ 新規利用者の勧誘

・ 七夕祭

・ 欠席者への連絡

・ 民謡教室

・ ８月行事予定・デイだより作成

・ 民謡教室

・ ケアプランニング 作成

・ 茶道教室

・ プログラムミーティング

・ 茶道教室（初釜）

・ ２月行事予定・デイだより作成

・ 日常生活動作訓練 （転倒予防体操 ）

・ ６月事業実施報告書 の作成

・ 新春カラオケ大会

・ プログラムミーティング

・ 書初め

・ １２月事業実施報告書 の作成

・壁画作り

・ ケアプランニング 作成

・火災避難訓練

１月

※施設実習受け入れ※
目標稼働率 60%

・ 欠席者への連絡

・ 日常生活動作訓練 （転倒予防体操 ）

目標稼働率 65%

倉敷中央高校福祉科 1年生

・ 文化祭合同制作

・ 新規利用者の勧誘

・ 節分祭

・ 新規利用者の勧誘

・壁画作り

・ 欠席者への連絡

・ 手芸創作（ひな人形作り）

・ 欠席者への連絡

・ 民謡教室

・ ９月行事予定・デイだより作成

・ 民謡教室

・ ケアプランニング 作成

・ 夏祭り

・ プログラムミーティング

・ 硬筆・書道

・ ７月事業実施報告書 の作成

・ 日常生活動作訓練 （転倒予防体操 ）

・ ケアプランニング 作成

・ 絵手紙

２月

※施設実習受け入れ※
目標稼働率 60%

・ 文化祭合同制作
・壁画作り

９月

・ プログラムミーティング

・ 12月行事予定・デイだより作成

・ 民謡教室

・ ５月事業実施報告書 の作成

・クッキング

・壁画作り

倉敷中央高校福祉科 2年生

・ 手芸創作

・ 絵手紙

８月

11月

・ ４月事業実施報告書 の作成

・演芸

７月

目標稼働率 65%
・ 新規利用者の勧誘

・ 映画会

６月

・ ９月事業実施報告書 の作成

・ ガーデニング

目標稼働率 60%
・クッキング

業 務

・ 新規利用者の勧誘

・絵手紙

・ ３月行事予定・デイだより作成

・ 八幡保育園との交流会

・ プログラムミーティング

・ 日常生活動作訓練 （転倒予防体操 ）

・ １月事業実施報告書 の作成

・壁画作り
目標稼働率 65%

倉敷中央高校福祉科 2年生

・ 新規利用者の勧誘

・ クッキング

・ 平成30年度事業実施報告書作成

・ 欠席者への連絡

・ ひな祭り

・ 平成31年度行事計画書作成

・ 民謡教室

・ 10月行事予定・デイだより作成

・ 壁画づくり

・ 新規利用者の勧誘

・ 茶道教室

・ プログラムミーティング

・ 敬老祝賀会

・ ８月事業実施報告書 の作成

・ 手芸創作

３月

・ ケアプランニング 作成

・ 日常生活動作訓練 （転倒予防体操 ）

目標稼働率 60%

・ 民謡教室

・ 欠席者への連絡

・ 茶道教室

・ ケアプランニング 作成

・ 絵手紙

・ ４月行事予定・デイだより作成

・ 日常生活動作訓練 （転倒予防体操 ）

29

・ プログラムミーティング

目標稼働率 65% ・ ２月事業実施報告書 の作成

部署（フロア）名

平成 30 年度 部署別年間活動計画書
柏台デイサービスセンター 風の家
報告者
年間活動指針（目標）及び活動計画

森脇 洋

年間活動指針（目標）
・ ご家族とケアマネジャー、他の事業所との情報交換を密にし、在宅生活が継続できるよう支援する。
・ 個々の特性を把握し最大限に生かせるように、プログラムを作成し実施していくと共に、
職員間で情報共有を行い、日によっての変化を記録し今後の関わりに繋げていく。
・ 認知症デイの取り組みの情報を発信し、地域と共に認知症の理解を深めていく。

研究活動テーマ ： 『利用者のかかわり方』～在宅生活維持のために～
目的 ： 去年、利用者のかかわり方について研究し、支援の仕方は「職員に関わりを持ってもらう事から
始めよ」でした。その継続研究として在宅生活の維持のために、精神的、身体的にどのような関わりを持
っていくといいのかを考えて行く。
理由（なぜならば）
認知症利用者は一般的に徐々に生活しづらくなり、昼夜問わず介助支援が必要になってきます。デイサー
ビスは自宅での生活がしやすく自立支援に向けた取り組みをしているが、病気の進行は止められなく、徐々
に利用者は夜間寝れない方が増えています。家族、事業所と連携を図りつつ、デイでできる運動や作業、
役割、休息時間等調整することで生活リズムに変化があるかを検証したい。

年間活動計画

実施内容等
昨年度に引き続き、個別 ADL の作成・現状把握・実施・評価を
行なう。
3 月：

ADL 確認、作業プログラム、体操プログラム 作成

4 月：

日常生活支援の共通意識を統一、など

5 月：

実施

6 月：
事業所内活動

7 月：

評価 （他の事業所、家族協力）
ADL 確認、作業プログラム、体操プログラム 作成

8 月：
9 月：

実施

10 月：

評価 （他の事業所、家族協力）

11 月：

ADL 確認、作業プログラム、体操プログラム 作成

12 月：
1 月：
2 月：

実施
年度まとめ 実施評価 （他の事業所、家族協力）

年間活動計画

別紙参照
・チラシの作成及び居宅事業所等への配布

地域浸透事業

・テレビや新聞等へ取材依頼をし、メディアを活用したＰＲ活動
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平成30年度

柏台デイサービス （風の家）

＊風の家デイサービス 年間目標

年間事業計画

稼働率目標…年間平均24％→30％

・ご家族とCM、他の事業所との情報交換を密にし、在宅生活が継続できるよう支援する。
・個々の特性を把握し最大限に生かせるように 、プログラムを作成し実施していくと 共に、

職員間で情報共有を行い、日によっての変化を記録し今後の関わりに繋げていく。
・認知症デイの取り組みの情報を発信し、地域と共に認知症の理解を深めていく。
行

事

平成 ・ 花見、外出
30年 ・ おやつ作り

4月

業

務

行

事

業

務

・ 新規利用者の勧誘

・ 文化祭合同制作

・ 新規利用者の勧誘

・ 欠席者へのアプローチ

・ 唱歌

・ 欠席者へのアプローチ

・ 誕生会

・ ケアプランニング 作成

・ おやつ作り

・ ケアプランニング 作成

・ 脳トレーニング

・ モニタリング

・ 誕生会

・ モニタリング

・ 屋外機能訓練活動

・ ５月行事予定作成

・ 日常生活動作訓練

・ プログラムミーティング

・ 屋外機能訓練活動

・ プログラムミーティング

・ 運動レクリエーション

・ 平成28年度事業実施報告書作成

・ 日常生活動作訓練

・ ９月事業実施報告書 の作成

・ 柏台まつり準備

・ 運動レクリエーション

・ 認知症予防塾

10月 ・ 脳トレーニング

・ 11月行事予定作成

・ 絵手紙
・柏台あすなろ園祭り（柏台町内会協賛 ）

・ 新規利用者の勧誘

・ 唱歌

・ 新規利用者の勧誘

・ 唱歌

・ 欠席者へのアプローチ

・ おやつ作り

・ 欠席者へのアプローチ

・ おやつ作り

・ ケアプランニング 作成

・ 誕生会

・ ケアプランニング 作成

・ 誕生会

・ モニタリング

・ 脳トレーニング

・ モニタリング

５月 ・ 脳トレーニング

・ ６月行事予定作成

11月 ・ 屋外機能訓練活動

・ プログラムミーティング

・ 日常生活動作訓練

・ プログラムミーティング

・ 日常生活動作訓練

・ 4月事業実施報告書 の作成

・ 運動レクリエーション

・ １０月事業実施報告書 の作成

・ 硬筆

・ 認知症予防塾

・ 運動レクリエーション
・ 唱歌

・ 新規利用者の勧誘

・ クリスマス会

・ 新規利用者の勧誘

・ おやつ作り

・ 欠席者へのアプローチ

・ 唱歌

・ 欠席者へのアプローチ

・ 誕生会

・ ケアプランニング 作成

・ おやつ作り

・ ケアプランニング 作成

・ 脳トレーニング

・ モニタリング

・ 誕生会

６月 ・ 屋外機能訓練活動

７月

・ 12月行事予定作成

・ 屋外機能訓練活動

・ ７月行事予定作成

12月 ・ 脳トレーニング

・ モニタリング
・ １月行事予定作成

・ 日常生活動作訓練

・ プログラムミーティング

・ 屋外機能訓練活動

・ プログラムミーティング

・ 運動レクリエーション

・ ５月事業実施報告書 の作成

・ 日常生活動作訓練

・ １１月事業実施報告書 の作成

・ 硬筆

・ 認知症予防塾

・ 運動レクリエーション

・ 認知症予防塾

・ 避難訓練

・ 硬筆

・ 避難訓練

・ 唱歌

・ 新規利用者の勧誘

平成 ・ 唱歌

・ おやつ作り

・ 欠席者へのアプローチ

31年 ・ おやつ作り

・ 誕生会

・ ケアプランニング 作成

・ 誕生会

・ ケアプランニング 作成

・ 脳トレーニング

・ モニタリング

・ 脳トレーニング

・ モニタリング

・ 屋外機能訓練活動

・ ２月行事予定作成

・ 新規利用者の勧誘
・ 欠席者へのアプローチ

・ 屋外機能訓練活動

・ ８月行事予定作成

・ 日常生活動作訓練

・ プログラムミーティング

・ 運動レクリエーション

・ ６月事業実施報告書 の作成

・ 絵手紙

・ 認知症予防塾

・ 硬筆

・ 認知症予防塾

・ 唱歌

・ 新規利用者の勧誘

・ 節分祭

・ 新規利用者の勧誘

・ おやつ作り

・ 欠席者へのアプローチ

・ 唱歌

・ 欠席者へのアプローチ

・ 誕生会

・ ケアプランニング 作成

・ おやつ作り

・ ケアプランニング 作成

・ 脳トレーニング

・ モニタリング

・ 誕生会

・ モニタリング

８月 ・ 屋外機能訓練活動

・ ９月行事予定作成

１月

・ 日常生活動作訓練

・ プログラムミーティング

・ 運動レクリエーション

・ １２月事業実施報告書 の作成

２月 ・ 脳トレーニング

・ ３月行事予定作成

・ 日常生活動作訓練

・ プログラムミーティング

・ 屋外機能訓練活動

・ プログラムミーティング

・ 運動レクリエーション

・ ７月事業実施報告書 の作成

・ 日常生活動作訓練

・ １月事業実施報告書 の作成

・ 硬筆

・ 認知症予防塾

・ 運動レクリエーション

・ 認知症予防塾

・ 文化祭合同制作

・ 新規利用者の勧誘

・ ひなまつり

・ 平成30年度事業実施計画書作成

・ 唱歌

・ 欠席者へのアプローチ

・ おやつ作り

・ 新規利用者の勧誘

・ おやつ作り

・ ケアプランニング 作成

・ 誕生会

・ 欠席者へのアプローチ

・ 誕生会

・ モニタリング

・ 脳トレーニング

・ ケアプランニング 作成

９月 ・ 脳トレーニング

・ 10月行事予定作成

３月 ・ 屋外機能訓練活動

・ 屋外機能訓練活動

・ プログラムミーティング

・ 日常生活動作訓練

・ 日常生活動作訓練

・ ８月事業実施報告書 の作成

・ 運動レクリエーション

・ 運動レクリエーション

・ 認知症予防塾
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・ モニタリング
・ ４月行事予定作成
・ プログラムミーティング
・ ２月事業実施報告書 の作成
・ 認知症予防塾

平成 30 年度 部署別年間活動計画書
柏台デイサービスセンター空の家
報告者
年間活動指針（目標）及び活動計画

部署（フロア）名

植田 文華

年間活動指針（目標）
ご利用者の皆様が、地域の中で自立した生活が送れるように、そして、楽しみや生きがいに溢れた豊かな
日々が過ごせるようお手伝いします。
・地域や家族と連携・協力し開かれた施設を目指します。
・地域の高齢者とその多様なニーズに応えられるサービス体制を目指します。
・他事業所との連絡を密に行い、信頼関係を作っていくと共に、デイサービスでの取り組みなどを知って
頂き、選んでいただけるデイサービス作りを行う。
研究活動テーマ：本人の望む最後を迎えるために、私たちが出来ること。
デイサービスでのターミナルケアを考える。
目的：
「残された時間を充実したものにする」その為に、在宅での生活を最後の時が来るまで継続したい
と希望する方に対して、今日も楽しかったと過ごしていただく為に、また身体の負担が少なく過ごして頂
く為に介護職員が今すべき事を探し実行していく。
理由
・ターミナルケアが必要な方のご利用がある為、その方に今何が出来るのか、何を望んで居られるのかを
考え、一日一日を特に大切に過ごして頂くため。
・職員の意識改革、その人を知る事、ニーズを把握しておくこと。
・家でくつろいでいるのと同じ空間づくりをどのように作っていくかを考えていく。
・介護職としての原点に立ち戻り、多くのご利用者の事を深く知っていく為（訴えが少ないご利用者の 少
しの体調の変化等に気づくことが出来る。
）
年間活動計画

実施内容等
4 月 ・現状（病状）を全職員が知っておく。
（月 1 回のケア会議）
・研究活動を行う前のアンケート（ご利用者の満足度を知る）
5 月 ・その方の、生活リズムを知ることで、現在困っている事を知る。
・ご利用者との会話の中から、デイサービスで出来る事を探す。
（ケア会議）
6 月 ・その後の活動に対しての評価を聞き改善していく。
・その方の人生を振り返る為、職員が会話の中から書き込める

研究活動

年表を作る。
（ケア会議）
7 月 ・ケアマネや家族に状態の変化を報告する。
8 月 ・その後の活動に対しての評価を聞き改善していく。
・その方の人生を振り返る為、職員が会話の中から書き込める
年表を作る。
（ケア会議）
9 月 ・ケアマネや家族に状態の変化を報告する。
10 月 ・評価、考察
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行事計画

年間事業計画書 別紙参照
送迎の際、家族との会話を増やすことで、ご利用者の状態把握、デイサー

地域・家族との連携

ビスでの様子を伝え、連絡を密にすることで、些細な事でも、相談できる
信頼関係を作っていく。
在宅生活を継続していきたいと望む利用者様よりイキイキ体操を導入し

ご利用者のニーズに応える

た事で、体調に良い変化が現れ喜ばれている。継続し行うことで転倒のリ
スクの減少に繋げていく。
実績配付時、担当者会議、電話相談、他事業所との交流を密にすることで
信頼関係を作り、新利用者獲得につなげる。

信頼関係作りを行う
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平成30年度 柏台デイサービス （空の家） 年間事業計画
年間目標：
ご利用者の皆様が、地域の中で自立した生活が送れるように、そして楽しみや生きがいに溢れた
豊かな日々が過ごせるようにお 手伝いします。
・地域や家族と連携・協力し開かれた施設を目指します。
・地域の高齢者とその多彩なニーズに応えられるサービス体制を目指します。
・他事業所との連携を密に行い、信頼関係を作っていくと共に、デイサービス での取り組みなどを知って頂き、
選んでいただける デイサービス を目指す。
行 事
平成30 ・個人アルバム作り
年 ・フロアｶﾚﾝﾀﾞｰ作り

4月

業 務

行 事

・ 新規利用者 の勧誘

・文化祭合同制作

・ 欠席者の訪問

・個人アルバム作り

・ 欠席者の訪問

・運動レクリエーション

・ ケアプランニング 作成

・フロアｶﾚﾝﾀﾞｰ作り

・ 11月行事予定 ・デイだより作成

・映画会

・ ５月行事予定 ・デイだより作成

・運動レクリエーション

・ プログラムミーティング

・野外機能訓練 (花見外出）

・ プログラムミーティング

10月 ・映画会

・日常生活動作訓練

・野外機能訓練

・クッキング

・日常生活動作訓練

・認知症予防プログラム（デュアルタスク ）

・認知症予防プログラム（デュアルタスク ）

目標稼働率 65%

５月

業 務
・ 新規利用者 の勧誘

・ ケアプランニング 作成
・ 第5回認知症塾

目標稼働率 70%

・個人アルバム作り

・ 新規利用者 の勧誘

・文化祭

・ 新規利用者 の勧誘

・フロアｶﾚﾝﾀﾞｰ作り

・ 欠席者の訪問

・個人アルバム作り

・ 欠席者の訪問

・運動レクリエーション

・ ケアプランニング 作成

・フロアｶﾚﾝﾀﾞｰ作り

・ ケアプランニング 作成

・映画会

・ ６月行事予定 ・デイだより作成

・運動レクリエーション

・ 12月行事予定 ・デイだより作成

・野外機能訓練

・ プログラムミーティング

・認知症予防プログラム（デュアルタスク ）

・ プログラムミーティング

・日常生活動作訓練

11月

・ デイ祭り

・野外機能訓練
・日常生活動作訓練

・認知症予防プログラム（デュアルタスク ）

・ 第6回認知症塾

・クッキング
目標稼働率 66%

６月

目標稼働率 70%

・個人アルバム作り

・ 新規利用者 の勧誘

・クリスマス 会

・ 新規利用者 の勧誘

・フロアｶﾚﾝﾀﾞｰ作り

・ 欠席者の訪問

・個人アルバム作り

・ 欠席者の訪問

・運動レクリエーション

・ ケアプランニング 作成

・フロアｶﾚﾝﾀﾞｰ作り

・ １月行事予定 ・デイだより作成

・クッキング

・ ７月行事予定 ・デイだより作成

・運動レクリエーション

・ プログラムミーティング

・野外機能訓練

・ プログラムミーティング

・認知症予防プログラム（デュアルタスク ）

・ ケアプランニング 作成

12月

・日常生活動作訓練
・認知症予防プログラム（デュアルタスク ）

７月

・野外機能訓練
・ 第１回認知症塾

・日常生活動作訓練

・ 新規利用者 の勧誘

・個人アルバム作り

・ 欠席者の訪問

・フロアｶﾚﾝﾀﾞｰ作り

・ ８月行事予定 ・デイだより作成

・運動レクリエーション

・ ケアプランニング 作成

・運動レクリエーション

・ プログラムミーティング

・映画会

・ ２月行事予定 ・デイだより作成

・認知症予防プログラム（デュアルタスク ）

・ ケアプランニング 作成

・野外機能訓練

・ プログラムミーティング

・野外機能訓練
・日常生活動作訓練

平成 ・個人アルバム作り
31年 ・フロアｶﾚﾝﾀﾞｰ作り

１月

・ 第2回認知症塾

・ 欠席者の訪問

・ 第8回認知症塾

目標稼働率 70%

・個人アルバム作り

・ 新規利用者 の勧誘

・節分祭

・ 新規利用者 の勧誘

・フロアｶﾚﾝﾀﾞｰ作り

・ 欠席者の訪問

・個人アルバム作り

・ 欠席者の訪問

・運動レクリエーション

・ ９月行事予定 ・デイだより作成

・フロアｶﾚﾝﾀﾞｰ作り

・ ケアプランニング 作成

・認知症予防プログラム（デュアルタスク ）

・ プログラムミーティング

・運動レクリエーション

・ ３月行事予定 ・デイだより作成

・野外機能訓練

・ ケアプランニング 作成

・認知症予防プログラム（デュアルタスク ）

・ プログラムミーティング

２月

・日常生活動作訓練
・文化祭合同制作

・野外機能訓練
・ 第3回認知症塾

・日常生活動作訓練

目標稼働率 69%

９月

・ 新規利用者 の勧誘

・日常生活動作訓練
・認知症予防プログラム（デュアルタスク ）

目標稼働率 68%

８月

・ 第7回認知症塾

目標稼働率 70%

目標稼働率 67%
・七夕祭

・ 第9回認知症塾

目標稼働率 70%

・個人アルバム作り

・ 新規利用者 の勧誘

・ひな祭り

・ 平成27年度事業実施報告書作成

・フロアｶﾚﾝﾀﾞｰ作り

・ 欠席者の訪問

・個人アルバム作り

・ 平成28年度年間事業計画書作成

・運動レクリエーション

・ 10月行事予定 ・デイだより作成

・フロアｶﾚﾝﾀﾞｰ作り

・ 新規利用者 の勧誘

・文化祭合同制作

・ プログラムミーティング

・運動レクリエーション

・ ケアプランニング 作成

・認知症予防プログラム（デュアルタスク ）

・ ケアプランニング 作成

・認知症予防プログラム（デュアルタスク ）

・ ４月行事予定 ・デイだより作成

・野外機能訓練

・ プログラムミーティング

３月

・日常生活動作訓練
・クッキング

・ 第4回認知症塾

・日常生活動作訓練

目標稼働率 70%

目標稼働率 70%
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・ 第10回認知症塾

年間平均目標稼働率

68％

平成 30 年度 部署別年間活動計画書
部署（フロア）名

柏台グループホーム
報告者
年間活動指針（目標）及び活動計画

浅原順子・ 井上貴子

年間活動指針（目標）
・地域交流や社会資源の活用を通して生活の活性化を図る。
利用者同士、地域との交流を図るため、季節外出や地域行事への参加、施設内行事を実施する。
1 人ひとりの生活歴や馴染みの暮らし方、生活環境の中で個々の想いや望みを汲み取り、いき甲斐を持
って生活を楽しむことが出来るよう支援する。
・認知症について学び、理解を深め、実践に繋げる。
認知症の心理的・行動症状を正しく理解し緩和することで、その人らしい豊かな生活づくりに繋げる。
研究活動テーマ：四季の移り変わりの中で、喜び楽しみを共有し、潤いのある心豊かな生活を。
目的：外気に触れたり季節の花を観賞し、五感を刺激しながら四季を感じる。
また、懐かしい話を思い出し、利用者と職員が共に寄り添い一体となって楽しい時間を共有できるような環
境を作る為。
理由(なぜならば）
：
・外に出る機会が少なく普段の生活の中でも季節を感じることが少ない。
・一人一人の生き甲斐につながる喜び、楽しみが持てるような関わりや環境作りが十分にできていない。
年間活動計画

実施内容等
4 月：お花見、外食
近隣の公園に行き、桜・チューリップ等の花を観賞する。
園芸活動（ホームセンターで野菜や花の苗を購入。植え付け。
）
5 月：端午の節句にちなんだイベントに参加（鯉のぼり鑑賞）
園庭に出て季節の花（桜、梅、チューリップ、等を観賞する。
柏台祭りに参加

地区運動会を見学

6 月：紫陽花祭りに参加
夏野菜を収穫し試食する。
海開き後、沙美海岸へドライブ（浜辺にて貝殻拾い)
研究活動

7 月：七夕祭り（短冊作り、飾り付け）
8 月：夏祭り・地域の祭りに参加。ドライブ（ひまわり鑑賞）
9 月：野菜と花を植える。
お月見会（団子作り、ススキ飾り。
）
10 月：野菜と花を植える。ドライブ（コスモス鑑賞）
、外食
11 月：野菜を収穫し試食する。ドライブ（紅葉狩り）
12 月：クリスマスツリー、リース作り。
地区の催しへ参加（しめ縄つくり、餅つき）年賀状作り
1 月：近隣の神社参拝。
2 月：節分の豆まき（鬼に扮装）
3 月：お雛（吊るしびなや雛飾り）の鑑賞
＜その他＞
●旬の食材を使った食事提供により季節感を出す。又誕生日や行事食等。
●回想法を用いた関わりをする。
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・行事計画別添

行事計画

・町内会長、民生委員、家族会員、第三者(同業者、可能であれば市の職
運営会議
（2 ヶ月 1 回）

員など）地域包括センターの参加による取り組み状況の報告、ホームに対
しての意見や助言をいただく。
・町内行事への参加（夏祭り、文化祭など）
・季節の行事の参加(餅つき、しめ縄作りなど）

地域の行事参加

・町内の清掃活動参加
・柏台デイにおけるボランティア来園時・八保との交流会参加
・玉島地区などにおけるイベント開催時の参加
・柏台グループホームにおけるボランティアとの交流
・地域やご家族にグループホームでの生活の様子を知っていただく
機会として、生活写真集作成。(家族会、運営推進会議での提示。
）

広報
・入居者個々の趣味などを活かし、文化祭(地域や法人内）などに
趣味活動

作品の展示をする機会を設ける。
・日常生活の中で趣味が活かせるように提案していく。
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平成30年度 柏台グループホーム 年間事業計画
＊柏台グループホーム

年間目標

・地域交流や社会資源の活用を通して生活の活性化を図る。
・認知症について学び、理解を深め、実践に繋げる。
行 事
平成
30年

４月

・季節の行事（花見）
・野外活動（中庭・近隣へ散歩）

･カンファレンス

業 務

・季節の行事（Ｅ地区へコスモス観賞） ･カンファレンス
・おやつ作り
・認知症・職員研修

・認知症・職員研修

・ 誕生祝い

・ プログラムミーティング

・ 誕生祝い

・ケアプラン作成・交付

・ 屋外機能訓練活動

・ケアプラン作成・交付

・ 日常生活動作訓練

・部署会議
・運営推進会議

・ 日常生活動作訓練

・部署会議

・ 趣味活動（園芸）（手芸）（塗り絵）

・運営推進会議

・ 趣味活動（園芸）（手芸）（塗り絵）

10月

・ プログラムミーティング

・地域行事への参加

稼働率目標

95％

（町内文化祭）

･カンファレンス

稼働率目標

95％

・季節の行事（端午の節句）
・ おやつ作り

・季節の行事(文化祭）（紅葉狩り）
・おやつ作り

･カンファレンス

・認知症・職員研修

・ 誕生祝い

・ プログラムミーティング

・ 誕生祝い

・ プログラムミーティング

・ 屋外機能訓練活動

・ケアプラン作成・交付

・ 屋外機能訓練活動

・ケアプラン作成・交付

・ 日常生活動作訓練

・部署会議

・ 日常生活動作訓練

・部署会議

・ 趣味活動（園芸）（手芸）（塗り絵）

・家族会

・ 趣味活動

・家族会

・地域行事への参加
（柏台祭り）

６月

行 事

・ 屋外機能訓練活動

・地域行事への参加
・ おやつ作り

５月

業 務

11月

・認知症・職員研修

・地域行事への参加

稼働率目標

95％

稼働率目標

95％

・季節の行事(衣替え）（海開き、海岸へ ･カンファレンス
・おやつ作り
・認知症・職員研修

・季節の行事(クリスマス）（ゆず湯）
・おやつ作り

･カンファレンス

・ 誕生祝い

・ プログラムミーティング

・ 誕生祝い

・ プログラムミーティング

・ 屋外機能訓練活動

・ケアプラン作成・交付

・ 屋外機能訓練活動

・ケアプラン作成・交付

・ 日常生活動作訓練

・部署会議

・ 日常生活動作訓練

・部署会議

・ 趣味活動

・避難訓練
・運営推進会議

・ 趣味活動

・避難訓練
・運営推進会議

・地域行事への参加

稼働率目標

12月

・正月準備

95％

・地域行事への参加

・認知症・職員研修

稼働率目標

95％

（餅つき、しめ縄作り）

７月

・ 誕生祝い

・ プログラムミーティング

・ 誕生祝い

・ プログラムミーティング

・ 屋外機能訓練活動

・ケアプラン作成・交付

・ 屋外機能訓練活動

・ケアプラン作成・交付

・ 日常生活動作訓練

・部署会議

・ 日常生活動作訓練

・部署会議

・ 趣味活動（園芸）（手芸）（塗り絵）

・家族会

・ 趣味活動

・家族会

稼働率目標

平成
31年

１月

95％

・地域行事への参加

95％

・認知症・職員研修

・季節の行事(節分、バレンタインデイ） ･カンファレンス
・おやつ作り
・認知症・職員研修

・ 誕生祝い

・ プログラムミーティング

・ 誕生祝い

・ プログラムミーティング

・ 屋外機能訓練活動

・ケアプラン作成・交付

・ 屋外機能訓練活動

・ケアプラン作成・交付

・ 日常生活動作訓練

・部署会議
・運営推進会議

・ 日常生活動作訓練

・部署会議
・運営推進会議

・地域行事への参加
（シーサイド祭り）

･カンファレンス

稼働率目標

・季節の行事(夏祭り・盆）
・おやつ作り

・ 趣味活動

９月

・季節の行事(正月）（七草）(鏡開き）（初･カンファレンス
・おやつ作り
・認知症・職員研修

・認知症・職員研修

・地域行事への参加
・外部評価

８月

･カンファレンス

・季節の行事(七夕）
・おやつ作り

２月

・ 趣味活動
・八保との交流会

稼働率目標

95％

・地域行事への参加

･カンファレンス

・季節の行事(お月見･彼岸）
・おやつ作り

・認知症・職員研修

・季節の行事(ひな祭り・彼岸）
・おやつ作り

・ 誕生祝い

・ プログラムミーティング

・ 屋外機能訓練活動

・ケアプラン作成・交付

・ 日常生活動作訓練

・部署会議

・ 趣味活動

・家族会

３月

・地域行事への参加

稼働率目標

・ 誕生祝い

95％
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稼働率目標

95％

・平成30年度事業計画作成
・平成30年度活動計画作成
･カンファレンス

・ 屋外機能訓練活動

・認知症・職員研修

・ 日常生活動作訓練

・ プログラムミーティング

・ 趣味活動

・ケアプラン作成・交付

・地域行事への参加

・部署会議

稼働率目標

・家族会

95％

平成 30 年度 部署別年間活動計画書
居宅介護支援事業所
報告者
年間活動指針（目標）及び活動計画

部署（フロア）名

増川由香

年間活動指針（目標）
人とのつながりや地域の資源を意識したケアマネジメントが実践できるように努める。
研究活動テーマ：改良版エコマップを活用した事例検討
目的：日頃からケアマネジメントを実践するうえで、介護支援専門員が悩んだり対応に苦慮した事例を取
り上げ、自らの実践を振り返ることで他の介護支援専門員と一緒に課題をしっかりと捉える。
また、多職種連携や社会資源への働きへと展開できる方法を見つけることができる。
理由（なぜならば）
・利用者像や課題に応じた適切なアセスメントを行う必要がある。
・利用者が自立した日常生活を営むのに必要な専門的な知識や技術の水準を向上させ、
資質の向上を図ることが必要である。
年間活動計画

実施内容等

4 月：事例検討会
5 月：
6 月：事例検討会
7 月：
8 月：
9 月：事例検討会
中間まとめ
研究活動

10 月：
11 月：
12 月：事例検討会
2 月：
3 月：考察、まとめ

・要介護認定申請代行
・訪問

・その他の申請代行

・モニタリング

・記録

・サービス事業者との連絡調整
通常業務

・サービス担当者会議又は担当者への照会
・サービス利用表、サービス提供票の作成
・実績、給付管理
・国保連への請求業務居宅サービス計画の作成管理
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平成30年度

居宅介護支援事業所

年間事業計画

活動指針：人とのつながりや地域の資源を意識したケアマネジメントが実践できるように努める。

毎月の業務
・居宅会議

・研究活動

・要介護認定申請代行

・訪問

・記録

・サービス事業者との連絡調整

・サービス担当者会議又は担当者への照会

・モニタリング

・サービス利用表、サービス提供票の作成

・実績、給付管理

事業計画
4月 H29年度 年間事業実績報告

・居宅サービス計画の作成管理
・国保連への請求業務

研修計画

参加予定者
（常勤）

参加予定者
（非常勤）

4月 倫理・法令遵守研修

増川、滝沢

原田、仁科、間野

5月 マニュアル見直し、検討

5月 食中毒研修

増川、滝沢

原田、仁科、間野

6月 ケアマネ交流会

6月 プライバシー保護研修

増川、滝沢

原田、仁科、間野

腰痛研修

増川、滝沢

原田、仁科、間野

交通安全車両取り扱い研修

増川、滝沢

原田、仁科、間野

H29年度

部署別年間活動報告

7月

7月

8月

8月

9月 特定集中減算の届出

9月

研究活動中間発表

10月

10月 認知症研修

増川、滝沢

原田、仁科、間野

11月 ケアマネ交流会

11月 感染症予防研修

増川、滝沢

原田、仁科、間野

不審者対応訓練

増川、滝沢

原田、仁科、間野

増川、滝沢

原田、仁科、間野

増川、滝沢

原田、仁科、間野

12月

12月 権利擁護研修

１月

１月

２月 利用者満足度アンケート実施

２月

自主評価表作成

３月 特定集中減算の届出

３月 介護予防従事者研修

倉敷市集団指導
H31年度

年間事業計画策定

H31年度部署別年間活動計画策定
その他 玉島南管内ケアマネ交流会

その他 外部研修は随時参加

介護サービス情報公開制度調査
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平成 30 年度 部署別年間活動計画書
地域包括支援センター
報告者
年間活動指針（目標）及び活動計画

部署（フロア）名

阪本 美和

年間活動指針（目標）
倉敷市高齢者保健福祉計画及び倉敷市介護保険事業計画（第 7 期）を踏まえ地域包括ケアシステムの構築
に向けた取り組みをする為高齢者支援センター事業計画を作成する。玉島南高齢者支援センターは倉敷市
の中でも高齢化率の高い地域である。倉敷市の事業計画の中でも今年度の重点取り組み方針 １．自立支
援に資するケアマネジメントや介護予防の推進。 ２．小地域ケア会議を通じた地域づくりの促進。 ３．
高
齢者実態把握の強化による支援ニーズの早期発見、適切な支援の推進 を踏まえ高齢者支援センターの活
動を作成する。
現在１．の重点取り組みでは多職種が参加する見える事例検討会の定期開催、体操など自主活動グループ
いきいき元気体操が 16 カ所できている。今後も普及及び継続支援が必要である。
2.の重点取り組みでは昨年沙美地区の小地域ケア会議では認知症になっても地域で暮らせるまちづくりと
して小学校、中学校、地域住民に認知症の理解を深める為認知症サポーター養成講座を行い認知症 SOS 見
守り・発見訓練（声掛け訓練）が行われた。今後も地域課題の解決への取り組みが必要である。3.の重点取
り組みでは、昨年ミニ地域ケア会議で独居の男性高齢者（70 前後）の事例が 3 件、障害の子供と高齢者の
世帯の事例が 3 件、ミニ地域ケア会議ではないが高齢の親と独身の子供の事例の相談が多くあった。今年
度は 80 代の世帯及び独居の方を中心に実態把握を行っていく。
研究活動テーマ：
『1 人ひとりが輝ける町づくり』
目的：地域包括ケアシステムの構築～みんなで支える町づくり～
理由（なぜならば）
・センターや個々の期間だけで様々な問題を解決するのは困難な為
・地域には私たちのまだ知らない互助のちからがある為
・人生１００才時代に入り 60 代から 80 代の元気高齢者の活躍がもとめられている為
・アウトリーチの支援が必要な方もいる為

年間活動計画

実施内容等
毎月実態把握に独居 80 代の世帯を訪問（全体を月 30 件とする）
4 月：活動についての具体的計画と内容の検討
5 月：見える事例検討会
認知症サポーター養成講座

研究活動

6 月：小地域ケア会議（玉島南・南浦）
7 月：見える事例検討会

8 月：小地域ケア会議（沙美）
9 月：いきいき体操イベント
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見える事例検討会
小地域ケア会議（玉島南・南浦）
10 月：
11 月：見える事例検討会
小地域ケア会議（沙美）
12 月：小地域ケア会議（玉島南・南浦）
1 月：見える事例検討会

2 月：小地域ケア会議（沙美）
3 月：見える事例検討会
小地域ケア会議（玉島南・南浦）

行事計画

月に 1 日研究活動について活動する日を設ける
研究活動日の確保

いきいき元気体操 3 か所立ち上げと全体のイベント
いきいき元気体操

定期的な多職種の事例検討会の開催
見える事例検討会

毎月実態把握に独居 80 代の世帯を訪問（全体を月 30 件とする）
実態把握

3 か月に 1 回の小地域ケア会議の開催
小地域ケア会議
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平成３０年度

年間事業計画

倉敷市玉島南高齢者支援 センター

年間活動目標 ：みんなで支える町づくり地域包括ケアシステムの構築
～一人ひとりが輝ける町づくり～
計画
介護予防契約・ケアプラン作成・給付管理
特定高齢者実態把握 ・事業対象者介護予防 プラン作成
４月 玉島地区連絡会 、各職域部会連絡会
総合相談事業、権利擁護事業
権利擁護ネットワーク会議
介護予防・転倒骨折予防・栄養改善・家族介護教室の開催
地域ケア会議、小地域ケア会議の開催
支援センターPR活動・移動相談会
申請手続き代行（介護保険・給食ｻｰﾋﾞｽ等）
独り暮らしの会および総会への参加
玉島寝たきり家族介護者の会総会参加
栄養改善委員会 との交流
シーサイド沙美・沙美西運営推進会議
あすなろ園柏台グループホーム 推進運営会議

５月

６月

７月

８月

９月

介護予防契約・ケアプラン作成・給付管理
特定高齢者実態把握 ・事業対象者介護予防 プラン作成
玉島地区連絡会 、各職域部会連絡会
総合相談事業、権利擁護事業
権利擁護防止ネットワーク会議
介護予防・転倒骨折予防・栄養改善・家族介護教室の開催
地域ケア会議、小地域ケア会議の開催
支援センターPR活動・移動相談会
申請手続き代行（介護保険・給食ｻｰﾋﾞｽ等）
栄養改善委員・老人クラブ総会参加
各地区サロンへの参加
シーサイド勇崎運営推進会議
栄養改善委員会 との交流
独り暮らしの会参加
倉敷市高齢者支援 センター職員連絡会総会
多職種見える事例検討会
介護予防契約・ケアプラン作成・給付管理
特定高齢者実態把握 ・事業対象者介護予防 プラン作成
玉島地区連絡会 、各職域部会連絡会
認知症サポーター養成講座・事業所向けいきいき体操プレゼン
権利擁護防止ネットワーク会議
介護予防・転倒骨折予防・栄養改善・家族介護教室の開催
地域ケア会議・小地域ケア会議の開催
支援センターPR活動・移動相談会
申請手続き代行（介護保険・給食ｻｰﾋﾞｽ等）
民生委員総会・愛育委員総会参加
シーサイド沙美・沙美西運営推進会議
玉島地区ケアマネ交流会
栄養改善委員会 との交流
独り暮らしの会参加
各地区サロンへの参加
あすなろ園柏台グループホーム 推進運営会議
介護予防契約・ケアプラン作成・給付管理
特定高齢者実態把握 ・事業対象者介護予防 プラン作成
玉島地区連絡会 、各職域部会連絡会
総合相談事業、権利擁護事業
権利擁護防止ネットワーク会議
介護予防・転倒骨折予防・栄養改善・家族介護教室の開催
地域ケア会議、小地域ケア会議の開催
支援センターPR活動・移動相談会
申請手続き代行（介護保険・給食ｻｰﾋﾞｽ等）
栄養改善委員会 との交流
玉島南高齢者支援 センター管内ケアマネ交流会
シーサイド勇崎運営推進会議
独り暮らしの会参加
見える事例検討会
介護予防契約・ケアプラン作成・給付管理
特定高齢者実態把握 ・事業対象者介護予防 プラン作成
玉島地区連絡会 、各職域部会連絡会
総合相談事業、権利擁護事業
権利擁護防止ネットワーク会議
介護予防・転倒骨折予防・栄養改善・家族介護教室の開催
地域ケア会議・小地域ケア会議の開催
支援センターPR活動・移動相談会
申請手続き代行（介護保険・給食ｻｰﾋﾞｽ等）
シーサイド沙美・沙美西運営推進会議
栄養改善委員会 との交流
あすなろ園柏台グループホーム 推進運営会議
独り暮らしの会参加
各地区サロンへの参加
事業所向けいきいき体操研修会
介護予防契約・ケアプラン作成・給付管理
特定高齢者実態把握 ・事業対象者介護予防 プラン作成
玉島地区連絡会 、各職域部会連絡会
総合相談事業、権利擁護事業
権利擁護防止ネットワーク会議
介護予防・転倒骨折予防・栄養改善・家族介護教室の開催
地域ケア会議、小地域ケア会議の開催
支援センターPR活動・移動相談会
申請手続き代行（介護保険・給食ｻｰﾋﾞｽ等）
玉島地区ケアマネ交流会
シーサイド勇崎運営推進会議
栄養改善委員会 との交流
独り暮らしの会参加
いきいき元気体操のイベント・見える事例検討会

計画
介護予防契約・ケアプラン作成・給付管理
特定高齢者実態把握 ・事業対象者介護予防 プラン作成
１０月 玉島地区連絡会 、各職域部会連絡会
総合相談事業、権利擁護事業
権利擁護防止ネットワーク会議
介護予防・転倒骨折予防・栄養改善・家族介護教室の開催
地域ケア会議・小地域ケア会議の開催
支援センターPR活動・移動相談会
申請手続き代行（介護保険・給食ｻｰﾋﾞｽ等）
認知症サポーター養成講座
シーサイド沙美・沙美西運営推進会議
玉島南高齢者支援 センター管内ケアマネ交流会
独り暮らしの会参加
あすなろ園柏台グループホーム 推進運営会議
平成26年度上半期事業報告
介護予防契約・ケアプラン作成・給付管理
特定高齢者実態把握 ・事業対象者介護予防 プラン作成
１１月 玉島地区連絡会 、各職域部会連絡会
総合相談事業、権利擁護事業
高齢者虐待防止 ネットワーク会議
介護予防・転倒骨折予防・栄養改善・家族介護教室の開催
地域ケア会議、小地域ケア会議の開催
支援センターPR活動・移動相談会（黒崎公民館、玉島西公民館）
申請手続き代行（介護保険・給食ｻｰﾋﾞｽ等）
玉島地区ケアマネ交流会
シーサイド勇崎運営推進会議
栄養改善委員会 との交流
独り暮らしの会参加
各地区サロンへの参加
見える事例検討会
介護予防契約・ケアプラン作成・給付管理
特定高齢者実態把握 ・事業対象者介護予防 プラン作成
１２月 玉島地区連絡会 、各職域部会連絡会
総合相談事業、権利擁護事業
権利擁護防止ネットワーク会議
介護予防・転倒骨折予防・栄養改善・家族介護教室の開催
地域ケア会議・小地域ケア会議の開催
支援センターPR活動・移動相談会
申請手続き代行（介護保険・給食ｻｰﾋﾞｽ等）
シーサイド沙美・沙美西運営推進会議
栄養改善委員会 との交流
玉島南高齢者支援 センター管内ケアマネ交流会
認知症サポーター養成講座
独り暮らしの会参加
倉敷市高齢者支援 センター職員全体研修参加
あすなろ園柏台グループホーム 推進運営会議
介護予防契約・ケアプラン作成・給付管理
特定高齢者実態把握 ・事業対象者介護予防 プラン作成
１月 玉島地区連絡会 、各職域部会連絡会
総合相談事業、権利擁護事業
権利擁護防止ネットワーク会議
介護予防・転倒骨折予防・栄養改善・家族介護教室の開催
地域ケア会議、小地域ケア会議の開催
支援センターPR活動・移動相談会
申請手続き代行（介護保険・給食ｻｰﾋﾞｽ等）
シーサイド勇崎運営推進会議
栄養改善委員会 との交流
独り暮らしの会参加
各地区サロンへの参加
見える事例検討会
介護予防契約・ケアプラン作成・給付管理
特定高齢者実態把握 ・事業対象者介護予防 プラン作成
２月 玉島地区連絡会 、各職域部会連絡会
総合相談事業、権利擁護事業
権利擁護防止ネットワーク会議
介護予防・転倒骨折予防・栄養改善・家族介護教室の開催
地域ケア会議・小地域ケア会議の開催
支援センターPR活動・移動相談会（黒崎中学校区ふれあい人権フェスティバル）

３月

申請手続き代行（介護保険・給食ｻｰﾋﾞｽ等）
シーサイド沙美・沙美西運営推進会議
認知症サポーター養成講座
玉島地区ケアマネ交流会
独り暮らしの会参加
倉敷市高齢者支援 センター職員全体研修参加
あすなろ園柏台グループホーム 推進運営会議
介護予防契約・ケアプラン作成・給付管理
特定高齢者実態把握 ・事業対象者介護予防 プラン作成
玉島地区連絡会 、各職域部会連絡会
総合相談事業、権利擁護事業
権利擁護防止ネットワーク会議
介護予防・転倒骨折予防・栄養改善・家族介護教室の開催
地域ケア会議、小地域ケア会議の開催
支援センターPR活動・移動相談会
申請手続き代行（介護保険・給食ｻｰﾋﾞｽ等）
シーサイド勇崎運営推進会議
見える事例検討会
独り暮らしの会参加
各地区サロンへの参加
平成２９年度事業計画

尚、各地区独居会参加 、介護予防・転倒骨折予防・栄養改善・家族介護教室、認知症サポーター養成講座、移動相談会、
小地域ケア会議等は地区と相談の上の日程決定後に策定の予定。

42

平成 30 年度

厨房

事業実施計画書

活動指針：他職種との連携を図り、利用者個々の嗜好や嚥下状態、栄養状態を随時把握しなが
ら、利用者一人ひとりに最適な栄養ケアを行い、心身の状態の維持・向上を図る。
食事では高齢者の好む味付けや新メニューの考案を行う。
食品の取り扱いや厨房内の衛生面に十分配慮し、安心安全な食事の提供を行うよう
努力する。
月

4月

計画
給与栄養量の目標設定
献立作成（春祭り）
衛生管理
栄養ケア・マネジメント
栄養ケア計画家族の承認
栄養だより作成

5月

献立作成（子どもの日）
栄養相談
衛生管理
栄養ケア・マネジメント
栄養ケア計画家族の承認

6月

献立作成
食中毒予防
残菜調査
栄養ケア・マネジメント
栄養ケア計画家族の承認

7月

献立作成（七夕）
食中毒予防
残菜調査
栄養ケア・マネジメント
栄養ケア計画家族の承認
栄養だより作成

8月

献立作成（お盆・精進料理）
栄養相談
食中毒予防
栄養ケア・マネジメント
栄養ケア計画家族の承認

9月

献立作成（敬老の日）
食中毒予防
嗜好調査
栄養ケア・マネジメント
栄養ケア計画家族の承認

月

10 月

計画
献立作成（秋祭り）
栄養相談
感染症予防
栄養ケア・マネジメント
栄養ケア計画家族の承認
栄養だより作成

11 月

献立作成（文化祭）
栄養相談
感染症予防
栄養ケア・マネジメント
栄養ケア計画家族の承認

12 月

献立作成（クリスマス）
栄養相談
感染症予防
栄養ケア・マネジメント
栄養ケア計画家族の承認

1月

献立作成（おせち料理）
栄養相談
感染症予防
栄養ケア・マネジメント
栄養ケア計画家族の承認
栄養だより作成

2月

献立作成（節分）
栄養相談
感染症予防
栄養ケア・マネジメント
栄養ケア計画家族の承認

3月

献立作成（ひな祭り）
感染症予防
栄養ケア・マネジメント
栄養ケア計画家族の承認
年間活動の反省
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部署（フロア）名

平成 30 年度 部署別年間活動計画書
あすなろ Smile
報告者
年間活動指針（目標）及び活動計画

水田 有美

年間活動指針（目標）
『専門性のある保護者支援について考える』
・子ども支援のみでなく、子どもにとって影響の強い身近な環境である家庭、ひいては地域に向けた支援
に意識を向ける。
・保護者支援研修や保護者主体のプロジェクトへの参加（ゆめぱる・ペアレントサポートすてっぷ等）
・保護者茶話会の定期開催
・子どもの特性理解に基づいた家庭でできる支援法の情報提供
・園や学校も介した保護者支援の在り方の検討
・事業所内での事例研究ミーティングの実施（保護者対応について）
研究活動テーマ：
『保護者のニーズに自分ならどう応える？』
目的：指導員一人ひとりが問題意識をもち、事業所としての方向性や療育の主旨について踏まえた対応が
できるようにする。子どもへの支援の根底に保護者の存在が重要であることを再認識すると共に、
保護者への敬意（対等な関係性）をもって、喜びや不安に寄り添える人材育成を行う。
理由（なぜならば）
現在、それぞれの指導員が個別に保護者対応や送迎を行っているが、その際に相手の思いの受け止め方
や返答する内容にばらつきがある。その多くが、情報の捉え違いであったり、一般的な受け答えであった
りし、十分な対応とは言い難い。
子どもへの支援も然ることながら、同時に保護者に求められている（もしくはそれ以上の）情報提供・
提案ができる視点を各自もつことで、子どもの生活基盤である家庭が安定し、より良い障害者支援につな
がることと思われる。
地域支援について取り組みが強化されていっている今、社会人としてのマナーも含め、障害児と日々共
に暮らす保護者に思いやりと理解のある言葉がけ、見通しのある安心できる専門性の提示ができるよう、
重きを置いて取り組んでいきたい。ひいてはそれが事業所への信頼感につながり、専門的且つ一貫した子
ども支援へと返っていくと考える。
年間活動計画

実施内容等
【随時、ミーティング時に短時間研修を重ねる。
】
①実際の保護者対応（園・学校対応）において、難しい・ニーズに応えき
れていないと感じた事例について挙げ、各自検討する。
②その後、ロールプレイ・シミュレーションを順に行い、その対応をした
理由を述べる。

研究活動
③その事例に関わる具体的な特性の確認を共通理解した上で、最善策を煮
詰める。
④次回保護者にフィードバックする。
【年度後半、適宜、保護者茶話会に指導員も参加、経験させていく。
】
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平成 30 年度あすなろ Smile 年間事業計画
稼働率目標：７５%➡９０%

内容

研修・その他

月

行事

事業所内研修
４月

花見、栽培（花・野菜）

(法人理念・支援の方針・社会人マナー・リスク管理・虐待防止等)

自然あそび（草花・虫探し）

保護者面談
（新学期・就学期における現状把握、対策、不安の解消）

５月

戸外活動における安全対策の検討、就学相談

６月

衛生管理の見直し、自己評価

７月

季節毎の体調管理についての協議、食育の進め方の検討

８月

長期休暇に関する支援のポイント確認

クッキング（わたあめ、かき氷）
、夏祭り

集団生活における行事参加方法の検討

クッキング（お月見団子）

９月

クッキング（おにぎり）
、ピクニック
傘さし探検
水あそび、段ボール描画、野菜収穫

利用者アンケート（保護者・利用者のニーズ確認）

１０月

生活リズム及び休息に関する支援の検討、就学相談

ハロウィンごっこ、手紙あそび

１１月

感染症予防対策の見直し

木の実あそび、お買い物ごっこ

１２月

自己評価、ヒヤリハット・怪我病気事例のまとめ

１月

長期休暇明けの対応検討

２月

保護者支援の有り方の見直し

３月

支援ツールの見直し・作成、進級・就学相談

クッキング（ホットケーキ）
正月あそび（コマ回し・凧あげ・書初め）
豆まきごっこ、雪・氷あそび
町探検（広域避難訓練）

随時：見学相談、アセスメント、個別支援計画に関する協議、
関係機関との連携、育児相談、避難訓練
園・学校訪問（集団における利用者の特性理解）
保護者茶話会の実施（不定期、要望に応じて）
特記及び
検討事項
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