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２０１９年度 希望の郷拠点事業計画 

 

１．基本方針について 

(１) 一人ひとりを個人として尊重する。 

(２) 長年住み慣れた地域での生活の歴史を大切にする。 

(３) 利用者の個性とニーズに応える個別処遇を行う。 

(４) 充実感と満足感を得られるような支援援助を行う。 

(５) 医療機関等との緊密な連携体制を保つ。 

(６) 利用者、家族との信頼関係を築く。 

(７) 職員の介護力の強化、向上に努める。 

   

 

 

２．事業運営方針及び事業計画 

 （１）事業運営方針・目標 

  〇事業方針・目標 

   ・地域包括ケアシステム構築における役割を認識し、地域、関係機関との情報共有、連携

を密にし、地域のニーズに対応できるサービス提供を行う。 

   ・介護保険の理念や目的を踏まえ、利用者一人ひとりが望む生活を維持できるよう自立支

援・重度化防止に努め、質の高いサービスの実現を目指す。 

   ・第三者評価の結果を踏まえ、サービス内容の充実を図り、利用の満足度を上げ経営基盤

の安定に繋げる。 

   ・現状の利用状況に合わせた形で定員を 25 名から 20 名に変更する。通常規模を維持した

運営を行うことにより利用者様の利用料負担増を回避すると共に予定外の利用に対して

も柔軟に対応する。又、更にＰＲ活動等を行い現状以上の利用増を図り、経営の安定を

目指す。 

 

〇人的方針・目標 

 ・職員としての自覚を高めるため、法人の経営理念、行動規範、事業所の基本方針等を徹

底する。 

 ・質の高いサービス提供や多様なニーズへの対応ができるよう、各職種、各段階における

業務に必要な専門知識、技術を習得する等常に自己研鑽に努めるとともに、職員全員の

レベルアップを図る。 

 ・職員一人ひとりが自信と誇り、やりがいを持ち、さらに、お互いを高め合い、チーム力

を発揮できる職場環境を作る。 

    

  〇 物的方針 

   ・施設を利用される方々が、安全、安心、快適に過ごして頂けるよう環境整備を行う。 
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（２）実施事業計画 

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

 

 

① サービス計画 

   ＜ 地域のニーズに即したサービス提供＞ 

  実施事項 実施内容（具体的内容） 

介護予防・日常生活

支援総合事業支援 

・介護予防に取り組みたい方を通所型サービスとして受け入れ、生

活機能の向上のための機能訓練等を提供する。              

自主事業の実施 

 

 

・介護認定を受けていない方を対象に体験利用ができることを居宅

介護支援事業所、包括支援センター等にＰＲする。 

・地域で活動されている団体様等に自主事業をＰＲし、実際に希望

の郷の取組を体験してもらう。 

相談支援 ・利用者、家族に限らず、地域の方からの介護相談等を随時受け付

ける。 

地域との関わりの

強化 

（広報活動の推進） 

・地域のボランティアや介護実習、学校の福祉授業や職場体験又、

障がい者社会適応訓練協力事業所としての障がい者の受入れ等、

又自治会や公民館主催の行事等への参加を通して、福祉・介護に

対する理解の推進に努める。 

・防災対策として、地域の安全、安心に繋がる災害対策計画に基づ

く実効性のある訓練を実施する。 

・地域に出向いて希望の郷の介護技術の工夫や予防体操等の専門性

を提供する機会を作る。 

     

 

  ＜ サービスの質の向上 ＞     

  実施事項 実施内容（具体的内容） 

利用者、家族、関係

者機関との信頼関

係の構築 

 

・利用者、家族に対して利用状況や様子についての連絡方法（連絡

帳、送迎時の対話、希望の郷だより発行等）を継続するとともに、

ご自宅での生活に役に立つ介護方法や緊急時の対応等について

の研修会を開催し、参加を促す。 

・年に 2回アンケートを行い利用者・家族のニーズの把握に努める。 

・担当者会議に参加し、本人、家族の意向をしっかり受け止め、支

援にあたる。 

・介護に関する知識や技術等の情報提供や、相談に応じる。 
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サービス内容の充

実 

・利用者、家族の意向、心身の状況、環境を踏まえた通所介護計画、

個別機能訓練計画、運動機能向上サービス計画書に基づき、全職

員で支援する体制を作る。 

・心身機能向上を図るため、ご自宅に近い環境や、機能訓練を目的

とした機械等の環境整備を行う。 

・第三者評価の結果を受け、各種マニュアルの見直しを行い、他事

業所との差別化を図るためにユマニチュード技法等を取り入れ

た介護サービスを実施する。又、力を入れて取り組んでいる地域

との関わりを積極的にもつ等、サービスの質の向上に繋げる。 

・自立支援に結び付く多様な活動を提供し、心身機能の維持、向上

（身体機能、生活意欲の向上、認知症予防）を図るために次のこ

とを実施する。 

〇季節行事、おやつ作り、外出等を企画、実施する。 

〇２ヶ月に 1 回行っている外部講師による 音楽療法、しまね

コーチズによる介護予防に質する機能訓練等を継続する。 

〇地域の方、学校生徒、園児、在宅親子、他事業所等との交流

やボランティアの受け入れを積極的に行う。 

・本人、家族からの要望やのアンケート調査等の結果を踏まえ、よ

り満足度が高まるようサービス提供の在り方を見直し、利用回数

増に繋げる。 

・利用者が入浴や食事の時間を楽しめる工夫をする。 

介護の質の向上 

 

 

 

・職員は年に 2 回程度は事業所外研修に参加する等自己研鑽に努

め、スキルアップを図る。                                                

・利用者、家族の要望、苦情には迅速かつ適切に対応する。 

・介護相談員、苦情解決第三者委員等外部からの意見や助言、ヒヤ

リハット、苦情処理等の事例検討により、ケアサービス提供の在

り方等を見直し改善する。 

・認知症の方に対するケアの技法「ユマニチュード」を全職員が習

得できるよう努め、介護に活かす。 

経営基盤の安定 

（利用者の確保） 

・加算を的確に請求する。ADL 維持等の加算の取得に向けての準備

を行う。 

・地域包括支援センターや居宅介護支援事業所との連携強化を図

り、利用者の確保に努める。 

・地域の行事への参加等を行い 活動の内容を広く周知して頂ける

よう広報活動の強化を図る。 
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②人材育成計画 

  ＜事業所内研修＞ 

実施事項 実施内容 対象者 

個別研修 

 

人事考課制度における目標面接シートに基づい

て能力開発の OJT実施。 

全職員 

集合研修 対人援助技術に関する研修 

介護技術に関する研修 

感染予防対策に関する研修 

認知症の理解、実践に関する研修 

権利擁護研修 

コンプライアンス研修 

リスクマネジメント研修 

虐待防止に関する研修 

送迎に関する研修 

救急救命研修 

不審者対応訓練 

避難訓練・消火訓練 

全職員 

介護・看護職員 

看護職員 

介護職員 

全職員 

全職員 

全職員 

全職員 

送迎をする職員 

全職員 

全職員 

全職員 

   

＜事業所外研修＞ 

実施事項 実施内容 対象者 

専門研修 

 

管理者研修 

指導的職員研修 

認知症ケア研修 

人権、権利擁護研修 

メンタルヘルス研修 

口腔ケア研修 

 

高齢者虐待防止研修 

ユマニチュード研修 

管理者 

係長職員 

介護・看護職員 

管理監督職 

介護・看護職員 

介護職員 

機能訓練指導員 

全職員 

全職員 

事業所間研修 専門職ごとの技術研修 

ハラスメント研修 

接遇・マナーに関する研修 

全職員  

全職員 

全職員 
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③施設整備等計画 

＜建物整備＞ 

実施事項 実 施 内 容 実施予定時期 

サッシ取り付け 和室の木枠のガラス戸をサッシに替える。 6月 

    

＜環境整備＞ 

実施事項 実 施 内 容 実施予定時期 

パソコンの購入 Windows10適応のパソコンに替える。 

(1台) 

9月 

脱衣場 床の張

り替え 

湿気によりカビが生えているため。張り替える。 8月 

 

 

 

３．利用者計画 

 （1）定員充足率計画 

定員数 計画数 充足率 

6,200人 4,200人 68％ 

     開所予定日数  308日 

     1日定員数   20人 

 

 （2）入所者（利用者）構成計画（３月末計画） 

介 護 度 人数 構成比 

総 合 事 業  5人  12.5％ 

要 支 援 １  3人   7.5％ 

要 支 援 ２  5人  12.5％ 

要 介 護 １ 12人  30.0％ 

要 介 護 ２  6人  15.0％ 

要 介 護 ３  7人  17.5％ 

要 介 護 ４  2人   5.0％ 

要 介 護 ５  0人   0.0％ 

合 計 40人 100.0％ 
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４．要員（体制）計画 

職  種 ２０１８年度実績 ２０１９年度計画 備  考 

所長 １名 （0.1） １名 （0.1） 生活相談員、介護職員兼務 

生活相談員 ２名 （1.0） ２名 （1.0） 介護職員兼務 

看護職員 ３名 （1.0） ３名 （1.0） 機能訓練指導員兼務 

機能訓練指導員 ４名 （1.4） ４名 （1.4）  

介護職員 7名 （3.3） ７名 （3.3）  

調理職員 ４名 （1.5） ４名 （1.5）  

運転手 1名 (0.05)  １名 （0.05） 月１回程度 

合  計 １６名 （8.35） １６名 （8.35） 兼務を外した実人数 

（  ）内は常勤換算 

 

 

５．収益計画（事業活動計算書） 

                  （単位：千円、％） 

 希望の郷拠点 

サービス活動収益 ３６，６２０  

サービス活動費用  ４１，４９４  

サービス活動増減差額 △４，８７４  

経常増減差額 △４，８０９  

経常増減差額率 △１３.１  

  内減価償却費 ５，０００千円（中期事業計画に基づく） 

 

 

６．その他（特記事項） 

   特になし。 

     

 

以上 

  


