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２０１９年度 香梅苑拠点事業計画 

≪ 養護老人ホーム 香梅苑 事業計画 ≫ 

 

１．基本理念及び基本方針 

【香梅苑基本理念】 

  ￮ 利用者個々の尊厳を大切にする。 

  ￮ 生活の継続性、日常生活での自己決定を尊重し、残存能力の活用を図る。 

  ￮ 常に熱意と敬愛の心を持って接する。 

  ￮ 社会参加、地域交流を通じ地域に根ざした楽しく安らぎのある施設づくりに努める。 

 

 【香梅苑方針】 

  ￮ 利用者個々の居住空間を尊重し快適で生きがいの持てる文化的生活が送れるよう支援する。 

  ￮ 利用者個々にあった自立生活に向けて生活意欲を高めるよう支援する。 

  ￮ 専門的知識を研鑽すると共に利用者とのコミュニケーションを深め生きがい作りに繋がる

よう支援する。 

 

 

 

２．事業運営方針及び事業計画 

（１）事業運営方針 

 【事業方針及び目標】 

養護老人ホームの保護施設としての役割を再認識し、施設が持つ専門的な知識や技術などを

活かし、地域の方々を対象とした介護相談、指導等を実施すると共に施設と地域との交流を

促進することにより利用者の生きがいの高揚や家庭復帰、社会復帰に向けての自立意欲の助

長を図る。又、施設では火災や地震等の災害時に備え、職員等の防災教育及び災害発生時の

安全かつ迅速な避難・誘導等、総合的な防災対策を図ると共に大規模な自然災害発生時には

地域住民からの求めに応じ受け入れが行えるよう、適正な施設運営と施設機能の充実強化を

図る。 

① 医療・他の福祉関係者との連携に努め、誰もが安心して生活できる「コミュニテ

ィケア」の構築を図り、在宅介護への情報提供の一翼を担う。 

② ボランティアの受け入れや、地域活動への参加し等を通し、施設の取組について

理解を図る。 

③ 長年住み慣れた地域社会との関係を継続し、維持できるよう支援する。 

④ これまでの生活を知り、個々の人格と個性を尊重し、ごく自然に自分の居場所と

感じて頂ける場の提供を目指すと共に社会の一員としての役割が促進されるよう

支援する。 

⑤ 健康に重点を置きながら、一人ひとりの状態に応じた生きがいのある自立した生

活を営むことができるよう支援する。 

⑥ 自治会活動を通じ、利用者自らが主体的に生活の場づくりを行えるよう支援する。 
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⑦ 個々にあった趣味活動やクラブ活動を通じて楽しみのある生活の場づくりを支援

する。 

⑧ 利用者及びその家族との信頼関係を構築し、深める。 

⑨ アセスメントや課題分析から導き出したニーズの解決に繋げるため専門職の立場

から評価し、統一したサービス提供に努めその方なりの自立した生活を営むこと

ができるよう支援する。 

⑩ 介護技術の進歩に対応した適切なサービスを提供する。 

 

 

 【人的方針および目標】 

「生活の場としての施設」として職員一人ひとりが専門的な知識、技術の習得と能力の向上

を目指すことができるよう図ると共に業務上必要となる資格の取得や各種研修参加及び内部

研修の開催を行い、自己研鑽を行う。又、職員それぞれが人事考課制度を活用し、自己の振

り返りを行うと共に求められる能力に至る。 

① 社会人に必要となる接遇を学ぶと共に施設職員としての態度を学び、より質の高

いサービスの提供を行う。 

② 認知症について知識を深め適切な対応を行うことにより、認知症の方を含め利用

者の皆さんが穏やかに過ごして頂けるよう図る。 

③ 身体介護や生活支援について知識や技術を深め、より質の高い介護サービスを個

別に作成した介護支援計画に基づき提供する。 

④ 食に関する知識・技術を高め、利用者の身体機能維持・向上を図る。 

⑤ 感染症についての知識を習得し、感染予防に取り組めるよう図る。 

⑥ ヒヤリハットの検証を行い、危険を予測し事故に至らないよう、リスクマネジメ

ントを行う。 

⑦ 利用者及びその家族からの要望や希望について積極的に真摯に受答え、問題解決

が行えるよう図る。 

⑧ プライバシーや人権等、権利擁護に関して学び、処遇への反映を図る。 

⑨ 職員による虐待（身体拘束）はあってはならず、研鑽を深め防止を図る。 

⑩ 看取りケアについて研鑽を深め、今後求められる「終の棲家」としての役割を担

うことができるよう図る。 

⑪ その他、職務に係る必要な研修に取り組む。 

 

 

 【施設整備方針】 

利用者一人ひとりが快適で尊厳ある生活が送れるよう住環境の整備に努める。 

 

  



35 

 

（２）実施事業計画 

   本年度は、基本方針及び事業運営方針に基づいて、以下の事業を実施する。 

① サービス計画 

＜介護・支援＞ 

実施事項 具体的内容 

在宅介護総合相談 在宅介護家族の会等への出前講座を行い施設の専門的機能を

強化する。 

社会復帰等自立促進事業 地域社会との関わりを持つことで利用者の自立を促進し、地域

の一員としての生活が送れるよう図る。 

 社会復帰促進 地域活動への参加や、社会で活躍されている身近な方々を招い

ての情報交換を通して、より自立した生活が行えるよう支援す

ると共に社会の一員としての役割を再構築できるよう図る。 

心身機能低下防止 ボランティアの受入や様々な年代の方との交流やレクリエー

ションなどを積極的に行い、利用者の孤独感の解消、生きがい

の高揚、認知症の進行予防、身体機能低下予防等を図る。 

又、医療機関等との情報交換に努め、心身機能の維持向上を図

る。 

 

認知症予防 

￮ 認知症予防に効果的な体操やレクリエーションを企画し週

１回以上取り組む。 

￮ 認知症介護の在り方について研鑽を行う。 

 「ユマニチュード」について理解を深め、実践する。 

 

誤嚥予防 

嚥下体操の指導を効果的且つ、継続的に行い、誤嚥による肺炎

の予防を図る。 

処遇困難事例研究 在宅の介護経験者や他施設職員と処遇困難ケースについて検

討を行う他、職員間交流により処遇技術等の向上を図る。 

専門機能強化事業 地域で在宅介護を行っておられる方との連携を通して施設の

専門的機能をさらに高める。 

 介護機能強化 在宅において要介護状態の高齢者等を介護している家族等を

対象として、介護方法についての相談に応じ指導することを通

じて、要介護者の多様な態様や、それに対応して家族で行って

いる様々な介護の方法、本人と家族との接触の在り方等の実態

を把握し、知識を深める。 

機能回復訓練機能強

化 

在宅において要介護状態の高齢者等を介護している家族等を

対象として、機能回復訓練や補装具や自助具の装着等について

の相談に応じ、指導することを通じて多様な需要や家庭の対応

の実態などを把握し、知識を深める。また、在宅で生活する高
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齢者を招き、利用者と共に機能訓練を行う機会を設け、相互の

情報交換、励まし合い、自立意欲の向上を図る。 

技術訓練機能強化 在宅の一般的な高齢者や障がい者等を対象として、技術習得の

相談に応じ指導する事を通じて多様な技術需要を把握し、利用

者の訓練内容の充実、改善に質する。又、利用者との共同作業

に参加して頂くことにより、利用者と在宅の高齢者、障がい者

等相互の情報交換、励まし合い、自立意欲の向上などを図る。 

高度処遇強化 利用者に対する処遇の質の高い取組を行う。 

 

●リスクマネジメントに関する取組強化。 

利用者の尊厳に即したリスクマネジメントの認識を高め、環境

改善・体制改善を図る。 

下記の委員会を定期的に開催し、アクシデントの予防及び対策

について検討の上、全職員へ周知徹底を行う。    

  ￮ 防災委員会 

  ￮ 身体的拘束適正委員会 

  ￮ 感染予防対策委員会 

  ￮ 事故発生防止・対策委員会 

  ￮ 苦情対応委員会        等 

 

●個別ケア 

利用者が望む生き方に寄り添う伴走型の支援や社会参加を促

進する処遇計画を作成し、自立生活に向けての支援に努める。 

￮ 利用者一人ひとりの能力維持、向上を図る為に介護計画を基

に機能訓練計画を立案し、訓練、評価を行う。 

￮ 月 1回、利用者全員参加の行事に取り組み一人ひとりの残存

機能の維持・向上を図る。 

￮ 週１回、利用者の希望に基づきレクリエーションを展開す

る。 

￮ 月１回、アンケートを取り、リクエスト食を提供する。 

￮ 年１回は、し好調査を行い、苦手な食材は、献立に応じて代

替品を提供する。 

￮ 随時、咀嚼や嚥下機能等を評価し、食べ易い食事を提供する。 

 

●第三者評価 

サービスの質の向上を図るために第三者機関による調査及び

評価を受審する。 

 

ソーシャルワーク機

能の強化 

利用者一人ひとりの生活(人生・生き方)と家族及び地域社会と

の関係性を理解し、援助関係を通して問題解決に取り組む。 
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アウトリーチ 潜在的に介護を要す方に対し、福祉サービスの利用を実現化で

きるよう福祉課や居宅介護支援事業所と協力する。 

 

総合防災対策 施設における火災及び地震等の災害時に備え、職員等の防災教

育及び災害発生時の安全かつ迅速な避難誘導体制を充実する

等、施設の総合的な防災対策の充実強化を図る。又、自然災害

発生時には、地域からの求めに応じ、被災者等の受入を行える

よう体制作りを行う。 

  ￮ 地域住民等への防災支援体制の整備 

  ￮ 地域住民等との合同避難訓練等の実施 

  ￮ 職員等への防災教育、訓練の実施 

  ￮ 非常時の行動・備蓄計画の策定及び実施 
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② 人材育成計画 

実施事項 実施内容 対象者 

事業所外研修 技術研修  

   看護専門 看護職員 

   介護技術 介護職員 

   調理技術 調理職員 

 介護計画  

 ケアプラン研修 介護支援専門員 

   個別ケア計画作成に関わる研修 介護福祉士 

 認知症ケア  

   認知症ケア実務者研修 介護実務５年以上 

   認知症介護実践リーダー研修 認知症ケア実務者研

修者 

   ユマニチュード 介護課職員 

 キャリアパス研修 全職員 

 初級管理職・指導者研修 主任以上 

 メンタルヘルスに関わる研修 主任以上 

 人権・権利擁護（苦情解決）研修 生活相談員 

 看護職・介護職連携に関わる研修 全職員 

 ターミナルケアに関わる研修 全職員 

事業所内研修 伝達研修 全職員 

   介護技術等対人援助に係る研修 全職員 

   人権・権利擁護（苦情解決） 全職員 

 防災及び救急救命 全職員 

 身体拘束廃止 全職員 

 介護事故防止 全職員 

 感染症対策 全職員 

 コンプライアンス 全職員 

 事例検討 全職員 

 リスクマネジメント 主任以上 

 食に係る研修 栄養士・調理員 

 ＯＪＴ 一般職 

 接遇・マナー研修 全職員 

 ハラスメント研修 全職員 

自己啓発支援 介護福祉士受験対策 受験資格者 

 介護支援専門員受験対策 受験資格者 

 認知症ケア専門士 看・介護職員 

 介護福祉士実務者研修 介護職員 
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③ 施設整備等計画 

実施事項 実施内容 実施予定時期 

畳の表替え 畳が劣化している居室等の表替えを行う。 6/1～6/30 

居室床材の更新 フローリングが劣化している居室等の張替

を行う。 

6/1～6/30 

照明機器の更新 蛍光灯をＬＥＤに変更する。 

  ￮ 介護ステーション 

  ￮ ふれあいの間 

￮ くつろぎの間・広場 

￮ 入居者玄関 

￮ 居宅介護支援事業所 他 

8/1～9/30 

 廊下やトイレの証明については、順次ＬＥＤ

灯に取り換える。 

随時 

自家用発電機の更新 停電時に於いて最低限の生活が維持できる

よう非常電源としての役割を持たせる。 

未定 

ロビー面会室の改装 面会者に配慮したスペース確保のため、廊下

側にカーテンを設置する。間仕切りは既存の

パーテーションを利用する。 

未定 

ベッドの更新 家具調ベッドの更新（２台） 7/1～7/31 

介護ソフトの更新 介護ソフトウェア（ほのぼの）更新（５年） 9/1～9/30 

 

 

 

３．入所者（利用者）計画 

（１）定員充足率計画（３月末計画） 

定員数 計画数 充足率 

５０名 ５０名  100％  

 

（２）入所者（利用者）構成計画（３月末計画） 

介護度 人数 構成比 

一般入居者 １５名  30.0％  

特定施設 ３５名    

 要支援１     

 要支援２     

 要介護１ １７名  34.0％  

 要介護２ ７名  14.0％  

 要介護３ ９名  18.0％  

 要介護４ ２名  4.0％  

 要介護５     

４．要員（体制）計画 
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職  種 
2018 年度実績 

(H31.3.31現在) 
2019 年度計画 備  考 

施設長 1 (0.5) 1 (0.6) 
兼務） 特定施設入居者生活介護事業所 管理者 

事務職員 1 (0.5) 1 (0.6) 
兼務） 特定施設入居者生活介護事業所 事務員 

生活相談員 2 (1.0) 1 (1.0) 
  

看護職員 1 (1.0) 1 (1.0) 
   

支援員 19 (2.5) 16 (2.4) 
兼務） 特定施設入居者生活介護事業所 介護員 

栄養士 1 (1.0) 1 (1.0) 
   

調理職員 8 (4.8) 8 (4.8) 
   

合  計 33 (11.3) 29 (11.4) 
   

（ ）内は常勤換算人数 

 

 

 

５．その他 

特になし 

 

 

以上 
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≪ 特定施設入居者生活介護事業所 事業計画 ≫ 

 

６．基本方針 

「養護老人ホーム香梅苑」と同様。 

 

 

 

７．事業運営方針及び事業計画 

（１）事業運営方針 

   ＜サービス（事業）方針及び目標＞ 

  ① 利用者一人ひとりに対してＰＤＣＡに基づくサービスを提供し、悪化予防を図ると共に状

態に応じた自立支援を講じる。 

  ② 介護支援専門員が立案した「介護計画」を基に、利用者や家族様の意向を伺い、介護を行

う専門的な立場から介護員が「個別支援計画」を作成し、利用者の自立支援に質する。 

  ③ 医療機関との情報交換に努め心身機能の維持向上を図る。（加算を取得する） 

 

 

（２）実施事業計画 

   本年度は、基本方針及び事業運営方針に基づいて、以下の事業を実施する。 

  ① サービス計画 

実施事項 具体的内容 

介護サービス 介護支援専門員が作成した介護計画を基に利用者一人ひとり

の状態を把握・分析し、意向を踏まえた上で自立支援に質する

介護を行えるよう計画書及び手順書を作成した上でサービス

の提供を行い、利用者の心身の状態の変化等について評価を行

う。 

 

 

② 人材育成計画 

「養護老人ホーム香梅苑」と同様。 

 

 

 

３．入所者（利用者）計画 

（１）定員充足率計画（３月末計画） 

定員数 計画数 充足率 

３５名 ３５名  100％  
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（２）入所者（利用者）構成計画（２月末計画） 

介護度 人数 構成比 

要支援１     

要支援２     

要介護１ １７名  48.6％  

要介護２ ７名  20.0％  

要介護３ ９名  25.7％  

要介護４ ２名  5.7％  

要介護５     

合 計 ３５名  100％  

 

 

 

４．要員（体制）計画 

職  種 
2018 年度実績 

(H31.3現在) 
2019 年度計画 備  考 

管理者 1 (0.5) 1 (0.4) 
兼務） 介護計画作成担当者 

養護老人ホーム香梅苑 

 

施設長 

事務職員 1 (0.5) 1 (0.4) 
兼務） 養護老人ホーム香梅苑 事務員 

生活相談員 2 (1.0) 1 (1.0) 
兼務） 介護計画作成担当者 

 

看護職員 2 (1.9) 2 (2.0) 
兼務） 機能訓練指導員  

介護員 19 (11.6) 18 (11.8) 
兼務） 養護老人ホーム香梅苑 支援員 

合  計 25 (15.5) 23 (15.6) 
   

（ ）内は常勤換算人数 
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５．その他 

【香梅苑拠点収益計画（事業活動計算書）】 

（単位：千円、％） 

 サービス区分 
合  計 

養  護 特  定 

サービス活動収益 １１０，７９０  ７７，２８０  １８８，０７０  

サービス活動費用 １１７，８０１  ５５，７８７  １７３，５８８  

サービス活動増減差額 ７，０１１  ２１，４９３  ２８，５０４  

経常増減差額 ６，７７１  ２１，４９６  ２８，２６７  

経常増減差額率 ６.１  ２７.８  １５.０  

内減価償却３３，０００千円、国庫補助金特別積立金取崩額２５，０００千円 

 

 

 

 

以上 

  


