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２０１９年度 社会福祉法人石見さくら会基本事業計画 

 

 

 

【経 営 理 念】 

 地域住民が多様な個性に基づいて自分らしく、生き生きと自立して暮らすことのでき

る「豊かで活力ある福祉コミュニティ」の実現に質する。 

 

【ミッション】 

 石見さくら会は、ご利用者様、地域の皆様が、人間として個人の尊厳を保ちつつ、主

体的かつ安心して暮らせる地域社会を実現するための必要なサービスを提供します。 

 

【価 値 観】 

私たちは、ご利用者の皆様やご家族の皆様、地域の皆様の明るい笑顔のある生活に

「職員としての喜び」を感じ、職員が相互に協調し、協働しながら向上心と自立心のあ

る組織文化を目指します。 

 

【ビ ジ ョ ン】 

石見さくら会は、ご利用者の皆さん、ご家族の皆さん、地域住民の皆さん、そして職

員の皆さんが、共に笑顔になれる法人を目指します。 

 

 

 

 

 

 社会福祉法人石見さくら会は、石見さくら会クレドを踏まえ、社会福祉事業の安定的・継

続的経営に努め、多様な生活課題や福祉需要に柔軟かつ主体的に取り組み、地域に根ざした

社会貢献に寄与することを基本方針とします。この基本方針を基にした基本運営方針を以下

の通りとします。 

 

「石見さくら会クレド」 

「基本運営方針」 
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１．人権の尊重 

利用者の自己決定と選択を尊重し、人権の擁護を最優先とした事業運営を行います。 

 

２．サービスの質の向上 

個人の尊厳に配慮した良心的かつ安心・安全なサービス提供の実現のため、サービスの質的

向上に継続的に取り組みます。 

 

３．地域との共生 

地域における福祉システムの構築に主体的に関わり、多様な主体との連帯・協働により、地

域の福祉課題に取り組みます。 

 

４．社会的ルールの遵守（コンプライアンス）の徹底 

関係法令、本会の定めた定款及び諸規程はもとより、本会の理念や社会的ルールを遵守した

経営に努めると共に、その実現のための取り組みを推進します。 

 

５．説明責任（アカウンタビリティ）の徹底 

利用者様やそのご家族様、並びに地域の皆様とのコミュニケーションを積極的に図り、相互

理解を育むと共に運営の透明性を高めるため、積極的な情報提供に努め、説明責任を果たし

ます。 

 

６．利害関係者との適切な関係 

公共性・公益性の高い法人として、関係する各種事業者と公正かつ適切な取引を行います。 

 

７．行政等との連帯・協力の促進 

地域福祉を推進するために、行政並びに関係諸機関との連携・協力を図り、かつ健全な関係

性を保持します。 

 

８．人材育成、適切な人事・労務管理の実践 

経営の持続可能性を図るための人材育成に努め、職員の自己実現に寄与すると共に、適切な

人事・労務管理を実践します。 

 

９．組織統治（ガバナンス）の確立 

公正かつ適切な経営を可能にする実効性のある組織体制を構築します。 

 

10．財務基盤の安定化 

信頼性の高い効率的経営を実施し、安定的な財務基盤の確立を図ります。 
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１．運営事業方針及び基本計画 

 ２０１９年度の本会の事業経営分野は、これまでと同様、社会福祉事業分野として老人デ

イサービスセンター希望の郷、特別養護老人ホーム桃源の家及び老人短期入所事業特別養護

老人ホーム桃源の家、養護老人ホーム香梅苑、いわみ西保育所、東保育所（子育て支援事業

を含む）及び日貫保育所の各事業所の経営、並びに公益事業分野として石見さくら会居宅介

護支援事業所の経営を行います。 

 高齢者福祉事業分野においては、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らし

い暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、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に向けた取り組みが求められています。

本会では、入所施設及び通所施設に於いて、地域の方々がこの地域で暮らし続けることがで

きるよう多職種連携による自立支援機能の強化等により地域包括ケアシステムの構築に一層

取り組んでまいります。 

 児童福祉事業分野については、『一人ひとりの子どもの育ちを支える・保護者の子育てを支

える・子どもと子育てにやさしい地域を作る』を３保育所共通の保育方針として、保育指針

の改定に合わせて、乳幼児への教育機能の向上に取り組んで参ります。 

 公益事業としては、ひだまりサロン事業及び石見さくら会「さくらんぼクラブ」（ファミリ

ー・サポート・センター事業）の取り組みを一層推進し、地域福祉の一層の充実を図って参

ります。 

 なお、本会は、高齢者福祉事業と児童福祉事業の両事業分野を有していることから、事業

間の相互交流を一層高め、本会の事業サービスの充実を図ると共に、各事業所の知見を交流

させ、サービス力の向上を図って参ります。又、昨年度に続いて第三者評価の受審を進め、

外部評価に基づいたサービスの質的な向上を目指します。 

 

 

２．人的方針及び基本計画 

 本会における最も重要な経営資源は、人的資源であることから、引き続き人財の確保・育

成及び定着に取り組んで参ります。 

 今年度は、特別養護老人ホーム桃源の家の入所定員 100 床復活を目指して介護職の確保を

図ると共に、２０２０年４月から施行される同一労働同一賃金に伴い、必要な人事制度の見

直しを進めて参ります。 

 又、ヘルス・マネジメント等の推進に取り組み、職員が明るい笑顔で働くことができる職

場環境の整備に努め一層の人財の定着を図って参ります。 

 

 

事業運営方針及び基本計画 
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３．施設設備方針及び基本計画 

定期的に施設整備を図ることにより、利用者の方の生活環境を維持・改善することは、利

用者の方の満足度向上に繋がると考え、各事業所において必要な環境整備を事業計画に基づ

いて計画的に実施して参ります。 

業務の生産性向上を図るため、ＩＴの活用はもとより、センサー等様々な機器類の活用や

継続的な業務マニュアルの見直し等を通して、業務の効率化及び適正化を図り、更に質の高

いサービスを提供できるよう努めます。 

 

 

４．財務力強化方針及び基本計画 

 安定的な事業運営のために２０１８年度からの３ヶ年中期事業計画に基づき、引き続き計

画的に積立を行う予定にしております。 

 

 

５．内部統制体制整備方針及び基本計画 

 法人経営におけるガバナンスの強化等を進めるため、内部統制体制の整備を行います。

２０１８年度に確認した内部統制に必要な項目について、その内容の詳細についてさらに確

認し、不備であったり、改善が必要であったりする項目については、その整備を図ります。 

 

 

６．地域との関係強化方針及び基本計画 

 地域に開かれた法人をより一層推進するために、各事業所に於いては、ボランティアの受

入れを積極的に行います。又、地域からの要請に基づき職員を派遣し専門職の観点から、地

域へ情報発信を行うと共にフィードバックを頂き、より良い活動へと繋げます。 

 広報活動については、ホームページの構成の再構築や２０１８年度から行っている広報誌

の紙面の見直しを引き続き行い、本会の魅力について発信し、地域でのブランド力の向上を

図ります。 
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（単位：千円、％） 

 拠点別計画 

合 計 
希望の郷 桃源の家 香梅苑 

保育所 居宅介護

支 援 
本 部 

いわみ西 東 日 貫 

サ ー ビ ス 

活 動 収 益 
36,620 450,318 188,070 117,719 87,434 28,400 9,976 0 918,537 

サ ー ビ ス 

活 動 費 用 
41,494 415,225 173,588 112,788 76,430 26,103 10,941 45,512 902,081 

サ ー ビ ス 

活動増減差額 
△4,874 35,063 28,504 4,931 11,004 2,297 △965 △45,512 30,448 

経常増減差額 △4,809 34,977 28,267 4,858 10,929 2,239 △963 △45,512 29,986 

経 常 増 減 

差 額 率 
△13.1 7.8 15.0 4.1 12.5 7.9 △9.7 0.0 24.5 

内減価償却費 ９４百万円、国庫補助金等特別積立金取崩額 ６１百万円 

 

 

 

（単位：千円） 

 拠点別計画 

合 計 
希望の郷 桃源の家 香梅苑 

保育所 居宅介護

支 援 
本 部 

いわみ西 東 日 貫 

事業活動収入 36,805 450,483 188,328 119,026 88,329 28,702 9,978 12 921,663 

事業活動支出 36,614 397,506 141,083 113,868 76,500 25,963 9,941 45,112 846,587 

事業活動資金 

収 支 差 額 
191 52,977 47,245 5,158 11,829 2,739 37 △45,100 75,076 

施設整備等  

資金収支差額 
△1,150 △17,660 △14,680 △733 △737 △1,210 △300 △150 △36,620 

予 備 費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

当期資金収支 

差 額 
191 477 △19,435 558 7,092 1,629 37 △1,000 △10,451 

以上  

事業収益計画 

資金収支計画 
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２０１９年度 本部拠点事業計画 

 

１．基本方針について 

本部拠点（事務局）は、理事長等の指示に基づき法人運営の中核を担うことにより、法人

全体の適正かつ効果的な運営を図ります。 

法人全体の事務処理を一元的に行うことにより、事務の適正化と効率化を図るとともに、

各拠点での事務の軽減化を図ります。 

人材の確保、定着及び育成は本会の安定経営の根幹をなすものであり、そのための諸施策

を講じていきます。また、広報活動を推進することにより、本会の地域での存在感を高め、

本会の魅力とブランド力を向上させます。 

役員等との連携を強める中で「経営組織のガバナンスの強化」等マネジメント体制の強化

に取り組みます。 

 

 

 

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 

    ・新たな法人制度に基づく適正な法人運営がなされるようガバナスの強化等の施策を実 

施する。 

 ・各事業所の諸課題への助言等を実施する。 

 ・法人全体の事務の効率化に取り組む。 

 ・職員の連帯感、一体感の醸成を図るための諸施策を実施する。 

 ・人事管理制度の見直し及び適正な運営により、職員の処遇の透明性・公平性を高める。 

 ・処遇改善等人材定着を図る為の諸施策を実施する。 

 ・公益事業の推進に取り組む。 

 ・人材確保のため求人活動等を積極的に実施する。 

    ・本会及び各事業所の広報活動等を推進し、開かれた法人運営を実施する。 

 

 

   〇人的方針・目標 

 ・法人全体の観点から福祉人材、組織人材としての必要な資質の育成を図る。 

 ・事務局職員については、人事・労務管理及び経理処理関係についての法改正等に適切 

に対応するため必要な知識習得等を図り、各事業所への適切な助言、指導ができるよ 

うにする。 
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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 

  【総務関係】 

実施事項 実施内容（具体的内容） 

〇評議員会・理事会等 

 の運営 

理事長等の指示に基づいて適時に評議員会、理事会等を開催 

し、適正な法人運営を図る。 

 

〇諸規程の整備 規程について、法改正等を踏まえ必要に応じて整

備、見直しを実施し、法人運営の一層の適正化を図る。 

２０２０年４月１日施行のパートタイム・有期雇用労働法に

より、必要に応じて給与規程、就業規則、職能資格制度規程

等人事制度の見直しを実施する。 

 

〇人事管理制度の整備 人事評価制度の適正運営を図るため、考課者訓練を年２回継

続実施する。 

キャリアパスを明確化するため、職能資格制度に基づいて専

門職位の専門性を客観的に評価する認定制度を制定するた

めの検討を実施する。 

 

  

〇ヘルス・マネジメン

トの推進 

職場における健康体操教室の開催等、健康づくりの推進、健

康測定器の設置等を行い、協会けんぽと島根県が連携して運

用するヘルス・マネジメント認定制度の申請可能な基準をク

リアすることを目指す。 

 

〇人材定着施策の実 昨年度より導入したグッド・ジョブカード(サンクスカー

ド)、バースデイ・カードを拡大・継続し、職員間のコミュニ

ケーションを高める。 

法人職員間の交流と親睦を深めるため７月に懇親会、10月に

スポーツ大会を企画実施する。 

処遇改善として新卒初任給の見直しを検討する。 

職員の働き易い環境づくりのためのアンケートの実施やス

トレスチェックの実施結果を踏まえ、職場環境の改善に取組

む。 

の妥当性を検証するた

めに、職務評価・職務分析を行い、人事制度の見直しへ繋げ

る。 

 

 施 
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【事業課関係】 

実施事項 実施内容（具体的内容） 

〇事業運営の指導等の 

 実施 

 

各事業部会等で事業運営について指導、助言等を実施する。 

各事業所の業務効率化を図るため、業務改善委員会の設置 

と実施を指導する。 

〇諸規程の整備 本会及び各事業所の事業運営に係る規程の整備、見直しを実 

施する。 

防災・防犯関係、事業継続計画（ＢＣＰ）等事業リスクに係 

る規程の整備や県による規程例等を参考に必要な見直し等 

を実施する。 

職種別業務マニュアル等各種マニュアルについて毎年定期

的な見直しを指示し、業務の効率化を目指す。 

〇公益事業の推進 

 

既存の公益事業をより充実するための指導、助言等を実施す

る。 

新たな公益事業の取組を考える。 

〇広報活動の推進 地域に対し、本会の活動を各種広報媒体を通じて周知を図

り、認知度を高める。 

見て貰えるホームページとなるよう改善点を検討し、反映さ 

せる。 

広報誌「さくらだより」を地域との関係づくりの重要な手段

と位置付け、本会の活動内容や利用者の方等からの声等を発

信する。 

〇事業所間連携強化 事業部会等を通じて事業所間研修等（職員の派遣研修を含

む）を企画し、実施する。 

〇内部統制の点検・整 

 備 

 

タリング、ＩＴへの対応の項目について点検し、必要な整備 

を進める。 

〇人材確保のための活

動 

通年を通じた採用活動（新卒者を含む）を実施し、職員の確保

を図る。 

 

業紹介所、島根県福祉人材センター、ふるさと島根定住財 

団への求人登録を行う。 

主に新卒者を対象として学校（高等学校、専修学校、短大、 

大学）への訪問活動を四半期毎に実施する。 

合同企業説明会に参加し、幅広い地域からの人材確保に努 

める。 

職員から人材紹介制度（紹介手当の支給）について、その 

内容を再確認し、実際の紹介にて繋がる制度作りを行う。 
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実施事項 実施内容（具体的内容） 

〇インターンシップ、

職場体験などの実施 本会及び業務内容についての理解促進に努める。 

 

〇新卒職員派遣研修制

度の周知 

 

 

 

 

 

② 人材育成計画 

≪事業所外研修≫ 

実施事項 実施内容 対象者 

階層別研修 一般職研修 一般職 

（法人全体） 管理監督職研修 係長以上 

 考課者訓練 係長以上（新たな昇格者） 

 労務管理研修 施設長・所長 

 会計実務研修 施設長・所長 

 人権権利擁護研修（伝達研修） 全職員 

 苦情・虐待対応研修 全職員 

 接遇（マナー）研修 全職員 

 ハラスメント研修 全職員 

専門研修 メンタルヘルス研修 事務局職員 

 人権権利擁護研修 事務局職員 

 人権・同和教育研修 事務局職員 

 雇用管理改善研修 事務局職員 

 社会保険実務研修 事務局職員 

 会計実務研修 事務局職員 

 公正採用選考人権啓発推進員研修 事務局長 

 

 

③ 役員研修計画 

研修名称等 主 催 者 対象者 

社会福祉法人役員研修 島根県社会福祉協議会 役員 

社会福祉法人監事研修 島根県社会福祉協議会 監事 

社会福祉法人経営者セミナー 島根県社会福祉法人経営者協議会 役員 
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④ 施設整備等計画 

実施事項 実施内容（具体的内容） 

〇Windows7 サポート終

了に伴うパソコンの更

新 

Windows10へのリカバリ（２台） 

 

 

 

 

 

３．要員（体制）計画 

（単位 ； 人） 

職 種 ２０１８年度計画 ２０１９年度計画 備考 

局長 １（1.0） １（1.0） 統括 

次長 １（0.8） １（1.0） 事業課担当 

課長 １（1.0） １（1.0） 総務課担当 

係長 １（1.0） １（1.0） 総務課担当 

一般職 １（1.0） １（1.0） 総務課担当 

合 計 ５（4.8） ５（5.0）  

（  ）内は、常勤換算人数 

 

 

 

４．収益計画（事業活動計画書） 

（単位 ； 千円、％） 

 本部拠点 

サービス活動収益 ０  

サービス活動費用 ４５，５１２  

サービス活動増減差額 △４５，５１２  

経常増減差額 △４５，５００  

経常増減差額率 ０.０  

 内減価償却費 ４００千円 

 

 

 

５．その他（特記事項） 

 特になし 

 

 

以上 
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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 
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２０１９年度 桃源の家拠点事業計画 

<<特別養護老人ホーム桃源の家事業計画>> 

 

１．基本方針 

地域住民が多様な個性に基づいて自分らしく、生き生きと自立して暮らすことのできる「豊

かで活力ある福祉コミュニティ」の実現に資する。 

 

・入居者一人ひとりの人格を尊重した介護を実践します。 

入居者の人格を尊重し、より家庭的な雰囲気の中で自分の思いを大切にしながら生活する

ことを理念とし、全職員一体となり明るく健康的で、生き甲斐のある豊かな生活のため、精

神的ニーズの把握に努め、個々の特性をよく理解し、豊かな人間関係作りに努めます。 

 

・お互いに感謝の気持ちを大切に行動します。 

常にその者の立場に立って心身の安定に心がけ敬愛の精神で入居者サービスに努めます。 

可能な限り居宅における暮らしの延長としての生活を念頭に置き、入浴・排泄・食事等の

介助、相談及び援助、社会生活の便宜の供与、その他日常生活上の世話、機能訓練、健康管

理及び療養上のケアを行い、入居者の能力に応じ自律した日常生活ができるように支援しま

す。 

 

・地域と連携し地域に開かれた施設運営を行います。 

明るく家庭的な雰囲気のある場づくりを目指し、地域や家族との連携を深めながら地域の

社会福祉施設としての役割を認識し、医療機関、居宅支援事業者や周辺市町関係団体との連

携を図って地域のニーズに応えるよう努めると共に、生きた福祉教育の場として地域との交

流を深め、住民の理解と協力が得られるよう努めます。 

 

 

２．事業運営方針及び事業計画 

（１）事業運営方針 

〇事業サービス方針及び目標 

・職員確保が厳しい状態が続いており、サービスの質の向上、安心安全な環境改善を目的と

するためには、今年度も入居者定員減を継続する必要があります。今年度中に必要な職員

数を確保し、１００床回復に向けてのシミュレーション等準備を行います。 

・安定的経営推進のため、退所後の空床日数を減らし、看取り・口腔ケア・個別機能訓練の

充実を図り加算取得に継続して取り組みます。 

・職員による各種委員会による検証結果を踏まえ、より充実したサービスの向上を図りま

す。 

・施設整備及び介護福祉機器を積極的に導入することにより利用者の安全・安心の向上更

に、職員の労働環境の改善を図ります。 
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  〇人的方針及び目標 

・基準職種人員配置を優先し、1 ユニット全国平均５.５人体制を目標として、介護員の人

員確保に努めます。 

・入居者の生活の質を高める為に、機能訓練専門職員による機能訓練を行い機能の向上に努

めます。 

・１００床回復に向け介護人財の確保、育成に取り組みます。 

 

（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、以下の事業を実施します。 

 

①【サービス計画】 

実施事項 実施内容(具体的内容) 

●援助計画と生活支援 

個別援助計画・ケアプラン ・入居者の思い及び家族の希望を取り入れた、個々のＱＯＬ

（生活の質）の向上を目指した施設サービス計画を作成す

る。 

・専任の介護支援専門員を配置し、定期的に計画を見直す為の

カンファレンスを実施する。 

日常生活の支援と機能訓練 ・施設サービス計画に基づき、入居者・家族の同意を得ながら

個々のニーズに合致した適切なサービスを提供する。 

・理学療法士により個別機能訓練による自立支援体制の充実

を図る。毎日のリハビリ体操、月２回の整体師による個別指

導及び日常生活の中で福祉用具を活用し自立度の維持に努

める。 

・月２回の音楽の日、週１回の生き生きくらす会等を継続し実

施する。 

・サービス提供強化加算(Ⅰ)の取得 

介護職員総数のうち介護福祉士について６割以上の配置を

継続し、専門性やキャリアを発揮させ、サービスの質の向上

を図る。 

入浴の支援 ・身体の状況に合わせて特殊浴槽や各ユニットの個浴槽でハ

ンガーリフト等の機器を活用し、利用者や介護者に身体的な

負担の少ない入浴を、週２回行う。 

排泄の支援 ・排泄状況を把握し、個々に適した排泄環境と排泄用品を提供

するとともに、自立を目指した排泄支援を行う。又、重度化

しながらもオムツ着用者の減少を目指す。 

口腔ケア ・２０１８年度に習得した口腔衛生の知識技術を反映させ、誤

嚥や誤嚥性肺炎予防、栄養状態の改善維持に努める。 

・邑智病院歯科衛生士による月１回の職員指導を継続し、口腔

衛生管理体制加算の取得を継続する。 
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・口腔ケアリーダーの養成を図り、口腔ケアを施設内に浸透さ

せる。 

●食事の支援 

ユニットキッチンと食事支

援 

・ユニットキッチンの特色を生かし、生活の中での楽しみであ

る食事を五感で味わって頂けるようごはん炊き、茶碗洗いな

ど、家庭的な雰囲気を提供する。 

・寝食分離を基本として、可能な限り食堂で食事を摂って頂け

るように努める。 

・必要栄養量等の確保は勿論のこと、季節感や地産地消による

食材提供に努める。 

・主食は入居者の希望や身体状況によって、ご飯、粥、パンと

し、副食は嚥下困難、その他の身体状況により普通食、キザ

ミ食、ミキサー食、ソフト食、特別食等を提供する。 

・調理員がユニットに出向き、昼食やおやつ等を入居者と一緒

に作る回数を２０１８年度よりふやし、より一層「入居者に

近い厨房」を目指します。 

栄養管理 ・栄養マネジメント加算を継続取得 

管理栄養士を配置し、入居者一人ひとりの食事内容について

個別栄養ケア計画を作成すると共に定期的にモニタリング

を行い、必要に応じ個別栄養ケア計画を変更する。 

・療養食加算を継続取得 

医師の食事箋に基づく治療食の提供に伴う療養食加算の取

得を継続する。 

●健康管理と看取り支援 

健康管理 ・バイタルチェックを毎日行い、健康状態を把握する。 

・嘱託医による診察を定期的に行う。 

内科診察  週２回 

精神科診察 月２回 

・健康診断及び結核検診  年１回 

・看護体制加算の取得 

看護体制加算(Ⅰ)ロ  看護師の配置 

看護体制加算(Ⅱ)ロ  オンコール体制 

看取り介護（ターミナルケ

ア） 

・医師をはじめ各職種が連携して、本人又は家族等の希望を聞

き、同意を得ながら看取り介護（ターミナルケア）を行う。 

・看取り介護加算の継続取得 

精神科医師定期的療養指導 ・精神科医師定期的療養指導加算取得 

・認知症の入居者が、安心して穏やかに生活できるよう精神科

担当医師による月２回の定期な療養指導を継続する。 

 

●苦情解決と相談事業 
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苦情解決と第三者委員 

 

・施設内に苦情対応窓口を設置し、サービスに関する入居者及

び家族等からの苦情等に迅速、且つ、適切に対応し必要な措

置を講じるよう努めると共に、苦情の円滑かつ円満な解決を

図るため、苦情解決責任者、苦情受付責任者、施設内苦情解

決委員及び第三者委員を置く。 

・「ちょっと一言ボックス」に寄せられた意見をサービスの改

善の為に積極的に活用する。 

介護相談員制度 ・邑南町からの介護相談員の派遣を受け入れ、利用者が感じて

いる疑問や不満、不安を聴き取って頂き、その解消を図ると

共に、介護サービスの質的な向上を図る。 

●専門委員会活動 

 以下の専門委員会を設置し、施設サービスの向上を目指す。 

研修委員会 ・研修内容、研修時期、研修担当者を定めた年間の研修計画を

策定する。 

・施設内研修を、受講した職員によって行われた評価結果を受

け、更に効果的な研修となるよう図る。 

防災・環境整備委員会 ・災害時における避難行動等を想定し、基礎訓練を計画し、そ

の取組について検証を行うと共にマニュアルの見直しを行

い、次回に繋げ、万一に備えるよう図る。 

・利用者にとってはもちろんのこと、職員にとっても安全で快

適な環境に整える為に、施設設備等のチェックをリーダー等

に指示し、それを基に、費用対効果を考慮しながら協議を行

う。実施後は、効果について検証を行う。 

ｹｱﾌﾟﾗﾝ・認知症ケア委員会 ・ユマニチュード等、認知症の方に対する関わり方について学

びを深めることができるよう図る。 

・利用者の生活がより良くなるよう、根拠ある個別援助計画を

作れるよう図る。 

事故防止委員会 ・事故原因の検証や再発防止策について検討し、施設全体で共

有できるよう研修計画を立案し、実施を図る。 

身体拘束廃止・虐待防止委員

会 

・事例が発生しないよう研修を企画し、実施を図る。 

・身体拘束の必要性については、委員会でマニュアルを基に、

検討し判断する。実施する場合は、定められた期間内で記録

を委員会が、収集し、その内容を検討した上で中止等の判断

をする。 

・虐待が発生しないよう研修を企画し実施する。又、虐待かも

と感じた時には、関係者を収集し、早急に対応策を検討する。 

感染症・看取りケア委員会 ・感染防止や看取りに関する知識について研修を通して修得

できるよう図る。 

・行った看取りについて検証を行い、より良い看取りができる

よう図る。 
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褥瘡防止・排泄ケア委員会 ・褥瘡予防について研修計画を立案し、実施する。 

・利用者の状態と排泄用品適正について確認し、的確な使用方

法について検討を行う。 

口腔ケア委員会 ・委員が受けた歯科衛生士の指導内容を他職員に伝達し、施設

内に浸透を図る。 

衛生安全委員会 ・職員からの要望に基づき、より良い職場環境となるよう費用

対効果を含め検討を行い、実施に向け計画する。又、実施し

た場合には、実施内容等について検証を行う。 

給食委員会 ・入居者や介護現場からの声を聴き取り、より美味しく食べ易

い食事の提供が行えるよう図る。 

苦情解決委員会 ・事例を基に、苦情対応についての研修会を企画、実施し、職

員其々が、的確な対応ができる職場を目指す。 

入所判定委員会 ・入居予定者の状況把握や入所時期に関する検討を２ヶ月に

１回以上実施し、退所者が発生する可能性が生じた場合２週

間以内での入所に繋がるよう図る。 
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②【人財育成計画】 

<事業所内研修> 

実施事項 実施内容 対象者 

個別研修 

（OJT） 

 

・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を実施する。 

 

一般職員 

集合研修 

（OFFJT） 

(同一職種内、複数職

種間、同一階層内、複

数階層間研修) 

目標～基本的なケアを構築し職員のスキルアップを図

る。 

実践・経験を取り入れた参加型の研修を行う。 

〇介護計画及びケアプラン立案研修 

〇栄養計画立案研修  

〇排泄ケア研修 

〇感染症に関する研修  

〇医療器具の取扱い研修   

〇ＡＥＤ心肺蘇生研修  

〇身体拘束廃止・虐待防止研修 

〇防災研修       

〇事故防止研修 

〇感染症・褥瘡防止研修 

〇認知症理解研修    

〇各ユニット実施報告研修 

年間１２回の研修を実施します。 

・ユニット毎に研究テーマを設定し取組成果の発表を

行う。 

 

全職員 
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<事業所外研修> 

実施事項 実施内容 対象者 

階層別研修 

（OFFJT） 

 

・全国老人福祉施設協議会研修・研修大会 

・中国地区老人福祉施設協議会研修・研修大会 

  施設長、施設研修大会 

中国ブロックカントリーミーティング 

・島根県老人福祉施設協議会研修・研修大会 

認知症ケア研修 

福祉職員ｷｬﾘｱﾊﾟｽ対応生涯研修 

介護食研修会 

介護職員等によるたんの吸引指導者研修 

人権・同和研修 

メンタルヘルスケア研修 

福祉施設のための苦情対応セミナー 

介護技術研修会 

感染対策セミナー 

・邑智郡老人福祉施設協議会研修 

管理者・施設職員研修 

邑智地域新入社員合同研修会 

 

一般職研修 

管理監督職 

経営職 

専門研修 

外部派遣研修 

・人権・同和研修 

・メンタルヘルスケア研修 

・ユニットリーダー養成講座年間２名養成 

・介護支援専門員実務者研修、専門研修 

・介護「初任者研修」、「実務者研修」 

・認知症「実践者講習」、「実践リーダー研修」 

・ユマニチュード研修 

 

主任 

一般職 

事業所間研修 ・各事業所内の共通課題を法人全体の課題とする研修 

調理・看護職・介護職連携研修 

  AED・救急法研修 

・法人全体研修 

  権利擁護研修 

  接遇・マナー研修 

  ハラスメント研修 

 

 

全職員 
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<自己啓発支援> 

対象資格 実施内容 対象者 

・介護福祉士 

・介護支援専門員等 

・資格取得者に対して報償金を支給する。 

 

 

一般職員 

 

 

③【施設整備計画】 

施設内が常に安全で明るく清潔な状態に保たれ、入居者と職員が信頼できる環境づくりに努め

ます。 

取組事項 具体的内容 

施設周囲除草作業の委託 

（2019予算化）661千円 

環境整備職員が施設周囲の除草作業を行っていましたが、安

全面を考慮し業者に委託する。（年２回実施） 

 

 

 

④【介護機器等および整備計画】 

取組事項 具体的内容 

床走行ハンガーリフト整備 

（2019予算化)1.870 千円 

＊935千円×2台 

体幹を支える必要がある方に対する車いす等への移乗介護動

作は、介護員の腰痛発症リスクの高い介護動作の一つです。職

員の介護負担軽減の為に安全安心な動作確保が行える床走行

ハンガーリフトを検討し導入する。 

 

ロボスーツの検証 

(2019予算化)580千円 

＊98千円×6カ月 

        

労働環境の改善として介護動作中における腰痛予防対策を目

的に２０１７年度から２年間のレンタルにて導入中であるロ

ボスーツについて９月末でレンタル契約終了とする。 

（継続等については検討の結果、実施しない予定。） 

居室内手摺りの増設 

(2019予算化)182千円 

＊9.1千円×20ヶ所分 

自立歩行困難者への支援として固定式手すりを計画的に全室

設置する。＊年間 20ヶ所計画 @9,100 

（平成 30年度末時で 132ヶ所設置済。未設置 100ヶ所） 

 

車いす対応体重計 

(2019予算化)250千円 

現在使用している機器の故障が多くなり再々修繕を要するこ

とから買い替えが望ましいと考える。現在使用している体重

計より使い易いものに更新し、業務の効率化を図る。 

（中期計画には未計上） 

立位保持支援バー 

(2019予算化)98千円 

＊3.24千円×3 

 

入居者の行動範囲に合わせ移動可能な支援バーを設置するこ

とにより転倒防止を図る。@32,400×3 
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見守り機器の検証および 

導入 

(2019予算化)400千円 

＊200千円×2 

様々な見守り機器がある中で、昨年度に引き続き、どの機器が

運用に適しているか様々なデモ器を活用しながら検証し、必

要であれば計画的に導入を検討する。（見守り業務の一部とし

て職員の業務負担軽減に繋がる可能性がある。） 

暖房器具の整備 

(2019予算化)100千円 

 ＊50千円×2 

冬期に空調機器の不具合が発生した時の対応機器としてファ

ンヒーター及びブルーヒーターを使用しているが、経年劣化

による故障や、また２０１８年度に於いて台数が不足するこ

ともあったため新たに購入する。 

（中期計画には未計上） 

事務機器の整備 

(2019予算化)80千円 

 

業務の効率化を図る目的として医務で使用するプリンターを

新たに購入する。（中期計画には未計上） 

 

エアマッサージ器 

(2019予算化)180千円 

 

空気圧を利用した下肢全体のマッサージ器を導入し、血行及

び浮腫の改善、疼痛緩和等を図る。 

理学療法士による個別機能訓練におけるプログラムとして、

空気圧を利用した下肢全体のマッサージ器を導入し、血行及

び浮腫の改善、疼痛緩和等を図り入居者のＡＤＬの向上を目

指す。 

（中期計画には未計上） 

温熱パックおよびスチールバ

ンド 

理学療法士による個別機能訓練におけるプログラムとして、

関節可動域訓練に対する効果を高めるために温熱療法を取入

る。又、バンドを使用することで筋力維持・向上が高まり自立

支援に繋がることが期待できる。（中期計画には未計上 

 

 

⑤【車両整備計画】 

取組事項 具体的内容 

・軽リフト車輛 

H18.3登録 
次回車検時まで継続使用。 

・事務用軽車両 

H19.4登録 
2019年度車検予定。 

・通院用普通車両 

H17.1登録 
2019年度車検予定。 

・通院用リフト普通車輛 

H19.4登録 
リフト車両の代用車両として次回車検時まで継続使用。 

・廃棄物搬送軽トラック 

H21.7登録 
2019年度車検予定。 

・通院用リフト車両 

H26.8登録 
2020年車検予定。 
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⑥【防災計画】 

安心・安全な環境 防災計画に基づく防災訓練を年２回実する、併せ AED 対応に

おける救急救命訓練を実施する。 

緊急連絡体制を確立し近隣住民との連携を図る。 

緊急連絡メールシステムの実践訓練を行う。 

 

非常災害時用備蓄の整備 

2018年度  194千円 

2019年度  316千円 

2020年度  255千円 

 

非常食（水含む）、非常生活用品の備蓄を計画的に行う。 

2018年度～１日分非常食と非常生活用品を購入。 

2019年度～1日分非常食＋水 2日分＋非常生活用品購入。 

2020年度～1日分非常食＋水 1日分＋非常生活用品購入。 

 

 

 

⑦【地域交流と地域貢献事業計画】 

地域福祉の推進に協力参加し、又地域住民の方と共に介護等を学び（学ぶ場・機会をつくり）、

地域の声を聴き、情報交換を行います、又、地域に親しまれ開放された施設づくりに努め地域

貢献に努めます。 

取組事項 具体的内容 

●地域サロン事業支援 ひだまりサロン事業の拡大を目的に、サロン事業への職員

派遣など事業内容の改善も含め取り組みます。 

小地域におけるサロン事業等へ活動費および場所借用料

の助成を行う。（職員派遣等も含む） 

・活動拠点の提供を行う。 

・法人全体で支援活動の推進を図る。 

●地域交流と家族会 ・ボランティアや介護実習の受け入れ要請について積極

的に受け入れ介護現場の魅力発信と交流に努める。 

・小学生や中学生の福祉体験総合学習や地域ボランティ

アを積極的に受け入れ、地域交流を図る。 

・新規行事として、家族会と夕涼み会を同時に開催できる

内容とした地域交流を行う。 

・地域で開催される小地域サロン、家族介護教室等へ積極

的に参加し情報提供をする。 

・広報誌｢さくらだより｣や法人ホームページを活用し、ひ

だまりサロンの活動について情報発信を積極的に行う。

(本部共有) 
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３．入居（利用）率計画 

（１)定員充足率計画(３月末計画) 

定員人数 計画人数 充足率 

９０ ８８ ９７％ 

 

 

（２）入居者（利用者）構成計画(３月末計画) 

介 護 度 人 数 構成比 

要 支 援 １    

要 支 援 ２    

要 介 護 １   ０ ０％  

要 介 護 ２   ０ ０％  

要 介 護 ３  ３５ ３９.８％  

要 介 護 ４  ３３ ３８.５％  

要 介 護 ５  ２０ ２２.７％  

合  計 ８８ １００.０％  

 

 

４．要員（体制）計画                     （単位：人） 

 ２０１８年度実績 ２０１９年度計画 備 考 

施設長 １ (1.0)  １ (1.0)   

生活相談員 ３ (1.5)  ３ (1.5)  兼務 

介護支援専門員 ３ (1.5)  ３ (1.5)  兼務 

看護職員 ５ (4.7)  ６ (5.5)   

       正規職員 (30) 

介護職員 ５６ (49.77)  ６２ (55.77)  契約職員 (15) 

       ﾊﾟｰﾄ職員 17(10.77) 

機能訓練指導員 
１ (1.0) 

 
２ (2.0) 

  

理学・作業療法士  

事務職員 ２ (2.0)  ２ (2.0)   

管理栄養士 １ (1.0)  １ (1.0)   

栄養士 １ (1.0)  １ (1.0)   

調理員 ９ (6.6)  ９ (7.0)   

医師（嘱託医） ２ (0.11)  ２ (0.11)   

警備員 ３ (1.8)  ３ (1.8)   

環境整備員 ６ (2.7)  ６ (2.7)   

合計 ９３ (74.68)  １０１ (82.88)   

（ ）内は常勤換算人数 
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５．その他 

【桃源の家拠点収益計画(事業活動計算書)】 

（単位：千円、％） 

 サービス区分 

合 計 
桃源の家 短期入所 

ひだまり 

サロン 

事

業

活

動

資

金

収

支 

サービス活動収益 413,551 36,767 0 450,318 

サービス活動費用 385,638 29,517 100 415,255 

サービス活動増減差額 27,913 7,250 △100 35,063 

経常増減差額 27,847 7,230 △100 34,977 

経常増減差額率 6.7 19.7 0.0 7.8 

内減価償却費 18,000千円 

 

 

以上 
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<<特別養護老人ホーム桃源の家・短期入所事業計画>> 

 

１．基本方針 

充実した設備、安心と心地よさ、いきいきとした大切な人のために 

・利用者一人ひとりの人格を尊重した介護を実践します。 

・お互いに感謝と奉仕の気持ちを大切に行動します。 

・家族と連携し開かれた施設運営を行います。 

 

 

２．事業運営方針及び事業計画 

（１）事業運営方針 

〇事業サービス方針及び目標 

① 定期利用者の推進と、新規利用者の確保 

介護者の軽減を図る上から、定期的利用の拡大を図るとともに、居宅介護事業所との情

報の共有化を通じて、新規利用者の開拓に努めます。 

② 介護事故の防止 

ア．サービス利用中の介護事故を未然に防止する上から、職種横断的に危機管理体制の

強化を図ります。 

イ．事故の原因等を明確に分析し、職員間での情報共有化に努めることで、再発防止に

つなげます 

③ 接遇マナーの向上 

利用者の意向に沿ったサービスの提供を実現する上から接遇マナーの向上に努めるこ

とで利用者・家族との意思の疎通を図っていきます。 

 

〇人的方針及び目標 

桃源の家と同じ 

 

（２）実施事業計画書 

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

 

①【サービス計画】 

（１）施設サービス 

利用者一人ひとりに応じた施設サービス計画に沿って、介護保険法令の定める適切な介護サービ

スの提供の他、穏やかに安心して過ごすことのできる環境を提供します。 

実施事項 実施内容(具体的内容) 

●援助計画と生活支援 

居室等での生活 ・利用者の思い及び家族の希望を取り入れた、個々の QOLの向上を目指し

た施設サービス計画を作成する。 

・利用者が自分の役割を発揮できるように支援する。 
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・家庭における「お茶の間」の雰囲気を作り、食事の後は､気の合う人た

ちとのおしゃべりを楽しみ、普段と変わらない暮らしが提供できるよう

努める。 

 

日常生活の支援

と機能訓練 

・日常生活を営むのに必要な機能を目的とし、理学療法士が個別プログラ

ムを作成した上で、身体機能の低下を防止するための訓練を行う。 

入浴の支援 ・身体の状況に合わせ特殊浴槽等やユニットの個浴槽を利用し、入浴を提

供する。 

排泄の支援 ・排泄の自立に向けて個々の状態把握を行い、状況に応じた適切な支援に

努める。 

・おむつの使用は、状態に合った種類を選定し適切に使用する。 

●食事の支援 

ユニットキッチ

ンと食事支援 

・ユニットキッチンの特色を生かし、生活の中での楽しみである食事を五

感で味わって頂けるようごはん炊き、茶碗洗いなど、家庭的な雰囲気を

提供します。 

・寝食分離を基本として、可能な限り食堂で食事を摂って頂けるように努

めます。 

 

・調理員がユニットに出向き、昼食やおやつを入居者と一緒に作る等、求

められるサービスにできる限り対応し、更に「入居者に近い厨房」を目

指します。 

 

相談・援助 ・利用者及び家族等からの相談については､可能な限り必要な援助行いま

す。 

 

●健康管理 

健康管理 ・看護職員が毎日バイタルチェックを行い、健康状態を確認します。 

 

 

 

以下桃源の家計画による。 

②人財育成計画 

<事業所内研修> 

<事業所外研修> 

<自己啓発支援> 

 

【施設整備計画】 

 

【防災計画】 
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３．入居（利用）率計画 

（１）定員充足率計画(３月末計画) 

定員数 計画数 充足率 

１０人 ８．０人 ８０％ 

 

（２）利用者構成計画（毎月）     ＊80％稼働率（240）にて 

介 護 度 使用ベッド数 構成比 

要 支 援 １   ５ ２％ 

要 支 援 ２  １０ ４％ 

要 介 護 １  ６３ ２６％ 

要 介 護 ２  ７３ ３１％ 

要 介 護 ３  ６０ ２５％ 

要 介 護 ４  ２４ １０％ 

要 介 護 ５   ５ ２％ 

合  計 ２４０ １００％ 

 

 

４．要員（体制）計画                     （単位：人） 

職 種 ２０１８年度実績 ２０１９年度計画 備考 

施設長      

生活相談員        

介護支援専門員      

看護職員      

介護職員    ８ (6.2) ８ (6.2)  

機能訓練指導員 

理学・作業療法士 

看護師 

     

事務職員      

管理栄養士      

栄養士      

調理員 １ （1） １ （1）  

医師      

警備員      

環境整備      

短期送迎員      

合  計 ９ (7.2) ９ (7.2)   

（ ）内は常勤換算人数  
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<<特別養護老人ホーム桃源の家・ひだまりサロン事業計画>>  

１．基本方針 

「豊かで活力ある福祉コミュニティ」の実現(法人理念) 

法人の理念である『地域住民が多様な個性に基づいて自分らしく、いきいきと自立

して暮らすことができる「豊かで活力ある福祉コミュニティ」の実現に資する』に基

づき、地域の高齢者の方々が「集い」を通じて絆と連帯感を深め、心の活力と生活力

の向上を図ることにより、高齢者の方々が生き生きと暮らすことができる地域づくり

に寄与することを目的とします。 

 

 

 

２．事業運営方針及び事業計画 

（１）事業運営方針 

【事業概要】 

 社会福祉法人石見さくら会が、地域の高齢者団体で実施されている交流活動の充実や継続が図

れるよう支援することにより、高齢者の方々が様々な交流活動をとおして生き生きと暮らすこ

とができることを目的に事業運営を行います。 

 

 

（２）実施事業計画書 

【事業対象地域】 

  基本的には邑南町石見地域内とします。 

 

【具体的事業】 

  社会福祉法人石見さくら会が、地域の高齢者団体が行うサロン活動の場所の借用料および活

動費用等を助成する。または、中期計画における事業内容を見直し、依頼があれば活動の場

へ職員を派遣しサロン活動の充実、継続を図る。 
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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。 
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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 
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２０１９年度 ３保育所拠点事業計画 

 

１． 基本方針について 

≪保育理念≫ 

◎ 保育に欠けるすべての子どもにとって、最もふさわしい生活の場を保障し愛護すると共に、

最善の利益を守り、保護者や地域と力を合わせ共にその福祉を積極的に増進する。 

◎ 集団生活の中で一人ひとりの能力を最大限に発揮させ、豊かな人間性を持った子どもを育

成する。又、子育て負担感の緩和を図り安心して子育て・子育ちができるよう保護者への

支援、合わせて地域における家庭支援を行う。 

◎ 児童福祉の推進を図るために、職員は豊かな愛情を持って接し、児童の処遇向上のため、

知識の修得と技術の向上に努める。又、家庭支援の為に常に社会性と良識に磨きをかけ、

相互に啓発する。 

   

 

 

２．事業運営方針及び事業計画 

（1）事業運営方針 

  ≪保育方針≫ 

   〇一人ひとりの子どもの育ちを支える 

    (現在をもっともよく生き望ましい力の基礎を培う) 

   〇保護者の子育てを支える 

    (保護者の意向を受け止め子どもと保護者の安定した関係に配慮し援助する) 

   〇子どもと子育てにやさしい地域を作る 

    (地域とのふれあいや連携を図っていく) 

  ≪保育目標≫ 

   ～心豊かにたくましく生きる子ども～   

   ・いきいき遊び、やる気とやりぬく気力のある子ども 

   ・人の話をよく聞き、自分の思いを伝えられる子ども 

   ・思いやりと感謝の気持ちを持つ子ども 

 

 

（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 

◎２０１８年度施行の保育所保育指針を参照とした実施内容とする。 

◎子どもたちが、現在を最も良く生き、望ましい未来を作り出す力の基礎を培うために、環

境を通して養護及び教育を一体的に考えながら、一人ひとりの子どもの可能性や育つ力を

認め、尊重しながら、保護者や子どもたちにより良い保育を提供する。 
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＜豊かな心を育てる＞ 

  実施事項 実施内容（具体的内容） 

◎絵本に親しむ 〇保育士や友だちと心を通わせる中で、絵本や物語に親しみ、豊

かな言葉や表現を身に付け、想像力や感性を育む。 

〇絵本を通して多くの事を学んだり、文字や数、図形や科学など

に、興味や関心を持つことにより、遊びや生活の中に活かすこ

とができるように図る。 

〇絵本による読み聞かせを通して、親子のつながりや交流を深

め、家族の幸福感に繋がるよう図る。 

・０歳児・・ 保育士との読み聞かせの中で、安心感に包まれなが

ら、身近な人とのつながりを深め、発声や喃語、発

語の意欲に繋げる。 

・１歳児・・ 読み聞かせを通して、身近な人と触れ合い、心地よ

さを感じながら、言葉の理解へと繋げる。 

・２歳児・・ 言葉の繰り返しを楽しんだり、絵と言葉のつながり

から、いろいろなイメージに広がるよう図る。 

・３歳児・・ 物語の中から、いろいろなイメージを広げ、ごっこ

遊びや友だちとのやりとりを楽しみ、人間関係の広

がりへと繋げる。 

・４歳児・・ 長い物語を見たり聞いたりできるようになり、話の

中からいろいろな感情を感じ取ったり、想像するこ

とができるよう図る。 

・５歳児・・ 気になることを図鑑で調べたり、本を通して文字や

数に興味関心を持ち、いろいろな知識を得ようとす

る力を育む。 

◎地域交流をする 〇地域の小学生・中学生・高校生・高齢者などとの交流活動を実

施する。 

 ・小学生と、触れ合い遊び、集団遊びなどを通して交流を深め

る。 

 ・中学校、高校の授業の一環としての職場体験等を取り入れ、

交流活動を実施する。 

 ・高齢者の方と野菜作り、野草茶作り、運動会等を通して交流

を深める。 

 ・地域の施設の方と花植え、いも掘り等を通して交流を深める。 

地域の身近な人と触れ合う中で、人との様々な関わり方に気づ

き、相手の気持ちを考えて関わり、自分が役に立つ喜びを感じ、

地域に親しみを持つことができるよう図る。また、社会とのつ

ながりなどに気付くよう図る。 

〇地域ボランティアの受入れを行う。 
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◎異年齢児交流を大切

にする 

〇異年齢児と交流を持つことで、小さい子は大きい子の行動や活

動を真似て見たり、やってみようという挑戦の気持ちを持つよ

うになり、大きい子は、自分たちがして貰って嬉しかったこと

をしようと面倒を見たり、世話をすることで優しさや思いやり

の気持ちに繋がるよう図る。 

[3歳未満児] 

・異年齢の子ども同士の関わりの楽しさを感じられるように工夫

をする。 

・大きい子の真似をすることで、あそびや活動を広げ、やってみ

ようという挑戦の気持ちを育む。 

[3歳以上児] 

・園庭で一緒に遊んだり、散歩に出かけたり、一緒に過ごす中で

小さい子に対する思いやりや優しさを育む。 

・小さい子の世話をすることで、自分に対する自信が持てるよう

に図る。 

◎わらべうたに親しむ 

 

 

〇昔ながらのぬくもりのあるわらべうたを保育の中にとり入れ、

子どもたちにわらべうたが持つ心(温かみ、優しさ等)を伝え、

情緒豊かな心を育む。 

◎アートデーを行う 

 

〇専門講師により、クラス別アートデー(絵画、製作等)を開催す

る。こうした取り組みにより、様々な素材の特徴や表現の仕方

などに気づき、表現する喜びを味わい、意欲をもつことができ

るよう図る。 

◎外国の文化に触れる 〇外国の講師を招き、外国の様々な文化に触れたり、英語に触れ

ることで、視野を広げたり、国際的感覚を養う。 

＜健康な体を作る＞         

  実施事項 実施内容（具体的内容） 

◎年齢や発達に応じた

運動遊びを行う 

 

 

 

 

 

〇『元気なからだ作り計画表』に基づき、クラス別に基本目標を

持って、年間を通して様々な運動遊びを保育にとり入れ、運動

機能や体力・体幹の向上を図る。 

＜基本目標＞ 

保育所の生活の中で、充実感を持って自分のやりたいことに向か

って心と体を充分に働かせ、見通しを持って行動し、自ら健康で

安全な生活を作り出すようになる。 

 

 

・０歳児・・ 安全な環境の中で保育士と触れ合い手足の筋肉を

鍛える全身運動や、探索活動を楽しむ。 

 

 

・１歳児・・ 歩く、登る、くぐる、走る、跳ぶ等の基本的な運動

機能が発達する。手足の指先も発達する。 

 

 

・２歳児・・ 走る、跳ぶなど体を思うように動かせるようにな

る。 
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 ・３歳児・・ 基本的な運動能力（登る、降りる、ぶら下がるなど）

が発達する。 

 

 

・４歳児・・ 全身のバランスが取れるようになり、体の動きが

巧みになる。 

・５歳児・・ 運動機能がますます伸び、喜んで運動遊びをする。 

専門の講師による運動遊びを行い、小学校就学に

向けての基礎的な動きを学んでいく。(隔月) 

◎自然の中での遊びを

体験する 

〇散歩、野山での遊び、川遊び等の園外での活動を通して、地域

の自然に親しみ、触れる機会を増やす。こうした取り組みによ

り、子どもたちに自然と生きる大切さ(木育等)を感じさせると

共に、戸外でのびのびと遊ぶことによって体力の向上を図り、

心身共に活力ある子どもを育む。 

＜基本目標＞ 

自然の大きさ、美しさ、不思議さなどに直接触れる体験を通して

子どもの心の安らぎ、豊かな感情、好奇心、思考力、表現力の基

礎が培われるように図る。 

・０歳児・・ 散歩に出かける心地よさを知り、土手や草原で保

育者に見守られながら、自然を感じ、全身運動や探

索活動を楽しむことができるよう図る。 

 ・1～3歳未満児・・ 

  保育者や友だちと手をつないで歩いたり、全身を

使って土手などを登る、降りる、滑るなどを経験し

たり、草原を思いっきり走ったり、跳んだりするこ

とで運動機能の発達に繋げる。 

 ・3歳以上児・・ 

  自然の移り変わりや自然事象に気づいたり、野草

や虫、小動物の発見に喜び、様々な驚きや喜びを友

だちと共有できるように図る。 

木登りや斜面の上り下りなど、様々な動きができ

るように図る。 
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＜食育に取り組む＞        

  実施事項 実施内容（具体的内容） 

◎毎日の給食を楽しむ 

 

 

 

 

〇毎日の給食を楽しく食べる事で、食に対して興味、関心を高め

る。メニューや食材について、子どもたちにわかりやすく説明

したり、食育に関する掲示や展示を行うことで、食材を大切に

し、食材の生産者や食事を作る人に感謝の気持ちが持てるよう

に育む。 

 

◎食べることの大切さ

や、マナーを身に付

ける。 

 

 

・０歳児・・ 食べる喜びを感じ、自分で食べようとする意欲を

育てる。 

しっかりと噛んで食べることを伝える。(もぐもぐ

期、かみかみ期) 

・１歳児・・ 手づかみやスプーンを使ったりしながら、自分で

食べようとする意欲を育てる。 

いろいろな食材が食べられるように、言葉かけを行

い、食事を楽しむことができるように図る。 

・２歳児・・ 友だちと一緒にテーブルにつき、楽しく食事がで

きるような雰囲気づくりを行う。 

スプーンやフォークを使って自分で意欲的に食べ

ることができるように言葉かけを行う。 

・３歳児・・ 椅子に座って食べたり、箸を使って食べたり、食

事のマナーを意識しながら食べるよう図る。 

好き嫌いをせず、何でも食べるように励ましたり

誉めたりする。 

・４歳児・・ 友だちと楽しく食べながらも、箸を使って食べた

り、姿勢よく食べるよう促す。 

苦手な物でも食べるように促し、食べる事ができ

た時には、しっかりと誉め自信に繋げる。 

・５歳児・・ 正しい姿勢や箸の使い方等、簡単な食事のマナー

を守れるよう促す。 

食材に興味を持ち、食べることの大切さに気付く

ように図る。 

友だちと楽しく食べながらも、決められた時間内

に食べられるように言葉かけを行う。 

好き嫌いをせず、何でも食べようとする気持ちを

育む。 
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◎野菜作りや年齢 

に応じたクッキング

体験をする 

 

 

 

〇保育所の畑での野菜作り等を通して、子どもたちに旬の味を味

わわせる。 

保育所で採れた野菜や様々な食材で年齢に合ったクッキング

を計画的に行い、野菜を収穫する喜びや、体験することで「自

分でできた」という達成感が味わえるようにする。 

 

◎地域の郷土、伝統 

料理に触れる 

 

 

 

〇まき餅や、野草茶作りなど地域の方と関わりながら、地域の郷

土料理や、昔ながらの保存食を通して伝統料理に触れ、伝えら

れてきた様々な文化を理解し、食を通してふるさとを思う気持

ちに繋がるようにする。 

 

◎保護者への食の 

関心を深める 

〇毎月『食育便り』『献立表』を発行し、食に関する情報や保育所

での取り組み等を保護者にお知らせし、親子で食に関心が持て

るよう図る。 

 

〇給食の参観や試食会、離乳食やアレルギー食の相談会等も栄養

士の専門性を活かしながら計画し、保護者への啓蒙を積極的に

行う。 

 

〇アレルギー食に対しては、職員間での連携と共に保護者とも

日々繋がりを持ち、安全に進めていけるよう丁寧に対応する。 

 

    

 

＜災害時の備え＞ 

  実施事項 実施内容（具体的内容） 

◎災害時に備えての安

全対策を行う。 

〇火災や地震などの災害に備えて手順や、職員役割分担、避難訓

練計画などに関するマニュアルを見直し、避難訓練を実施す

る。近隣の施設、自治体、保護者との連携を更に強化する。 

 

〇災害の発生時に、保護者等への連絡及び子どもの引渡しを円滑

に行うため、連絡体制や引渡し方法等について充分に確認を行

う。 

 

〇災害時に備えての防災頭巾や備蓄食を常備しておく。緊急時に

使用できるよう、扱い方の練習も定期的に行う。 
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＜特別保育事業他＞     

  実施事項 実施内容（具体的内容） 

◎保護者の子育て 

を支援する 

 

〇ＩＴを利用した連絡網の整備をすることで、より迅速な情報共

有をする。 

 

〇保護者の子育て支援や相談に対応した関係機関との連携の強

化を図る。 

 

〇保護者向けの講座を開催する。(石見さくら会保育研究会) 

 

〇障がい児保育、一時預かり事業、体調不良児事業等を実施する。

(いわみ西) 

 

 

 

 

② 人材育成計画 

  ＜事業所内研修＞ 

実施事項 実施内容 対象者 

石見さくら会保育研究

会 

 

〇調理担当者研修 

〇運動あそび講習会 

〇実技研修 

〇保育研修 

〇救急法講習会 

〇防犯訓練 

〇年齢別、主任、調理師の話し合い 

 (隔月) 

全職員 

 

 

＜事業所外研修＞ 

実施事項 実施内容 対象者 

専門研修 

 

〇邑南町保育研究会主催 

 ・実技研修 

〇邑智郡保育研究会主催 

 ・所長研修・主任研修 

・調理研修・実技講習 

・公開保育等 

〇島根県社会福祉協議会主催 

 ・キャリアアップ研修 

 ・保育士新任、中堅研修 

全職員 
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・子育て、保護者支援研修 

・乳児保育、幼児保育研修 

・障がい児保育研修 

・保育所指導的職員研修等 

・保健衛生、安全対策研修 

・リスクマネージメント研修 

・メンタルヘルス研修 

〇島根県保育協議会主催 

 ・スキルアップ研修 

 ・所長、主任研修 

 ・食育推進研修 

・児童福祉施設調理者研修 

・しまね県保育研究大会 

・中国地区保育研究大会等 

〇邑南町主催の研修 

〇石見養護学校主催の研修 

事業所間研修 

 

〇人権研修 

〇感染症研修 

〇接遇研修 

全職員 

 

 

 

＜自己啓発支援＞ 

 対象資格 実施内容 対象者 

保育士 〇資格取得者に対して報償金を支給する。 正職員及び有

期契約職員 
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 ③ 施設整備等計画 

  ⅰ）いわみ西保育所 

＜建物設備＞ 

 実施事項 実 施 内 容 実施予定時期 

◎絵本や絵本コーナー

の充実 

〇玄関や各クラスの絵本コーナーを見直し充実

するため、本棚や絵本等を購入する。また保

護者向けに絵本が貸し出しできるように、絵

本や環境を整える。 

 

随時 

◎運動遊具・用 

具の購入 

〇運動遊びの充実を図るため、保育所にある遊

具や用具を見直し、必要と思われる遊具や用

具を補充していく。 

・乳児用三輪車・ペダルなし三輪車など 

 

随時 

 

 

◎防犯システム・防災

用品の充実 

〇110番直結非常装置を設置する。 

〇防犯カメラを設置する。 

〇緊急時の職員用ヘルメットを購入する。 

 

４月 

◎外廊下照明増設 〇冬場の送迎時に幼児クラスの廊下が暗く足元

などが見えないため、照明器具をつける。 

 

４月 

◎保育所内でのパソコ

ンのネットワーク化 

〇保育所内のパソコンをネットワーク化するこ

とによって、データ保存、データの共有、Ｕ

ＳＢによるデータの紛失を防ぐ。 

 

４月 

◎紙おむつの処理 〇使用済みの紙おむつをご家族に持ち帰って頂

いているが、不衛生なので業者に処分を依頼

する。 

 

４月 

◎砂場のカバーの購入 〇平成 26年に購入し、現在使用中の砂場のカ

バーについて、老朽化により穴が開き、カバ

ーとして使用できなくなっている為、新しい

カバーを購入する。（形が特殊である為、特

注扱いとなる） 

 

４月 

◎パンフレットの作成 〇３保育所共通の石見さくら会保育所のパンフ

レットを作成する。 

９月 

 

ⅱ）東保育所 
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＜建物設備＞ 

実施事項 実 施 内 容 実施予定時期 

◎絵本や絵本コーナー

の充実 

〇各クラスの本棚や玄関の絵本コーナーを見直

し、本棚や絵本等を購入する。また、親子で

絵本に親しめる環境づくりをする。 

 

 

随時 

◎運動遊具・用具・玩具

の購入 

 

〇保育所にある遊具や用具を見直し、基礎的な

運動機能の向上に必要な用具を購入する。 

・平均台・乳幼児用三輪車 など 

 

随時 

◎防犯システム・防災

用品の充実 

〇110番直結非常装置を設置する。 

〇防犯カメラを設置する。 

〇不足分の防災頭巾や緊急時の職員用ヘルメッ

トを購入する。 

 

 

４月 

◎製作用の棚や座机の

充実 

〇年齢に合った座机を購入する（２歳児） 

〇製作用の棚を購入する(４・５歳児) 

 

４月 

◎パソコンの安全シス

テムの導入と事務業

務の効率化 

〇事務業務用パソコンのデータの一元管理で事

務業務の効率化と破損データのバックアップ

機能を導入し安全保持を図る。  

 

 

４月 

◎園庭遊具の設置と補

修 

〇老朽化により撤去した乳児用のすべり台を新

しく購入して設置する。 

また、固定遊具の錆止めと塗り替えをして安

全に遊べるようにする。 

 

 

４月 

◎屋外小屋の修理 〇ニワトリ小屋を修理して三輪車置き場として

利用する。 

４月 

◎紙おむつの 

処理 

〇使用済みの紙おむつをご家族に持ち帰って頂

いているが、不衛生なので業者に処分を依頼

する。 

 

４月 
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◎パンフレットの作成 〇３保育所共通の石見さくら会保育所のパンフ

レットを作成する。 

 

９月 

 

ⅲ）日貫保育所 

＜建物設備＞ 

実施事項 実 施 内 容 実施予定時期 

◎遊戯室にエアコンを

設置する 

〇現在遊戯室には給油式ファンヒーターしかな

く故障している為、新しくエアコンを設置す

る。 

６月 

◎幼児組保育室に防炎

カーテンを取り付け

る 

○幼児組保育室にカーテンが無く午睡時に睡眠

の妨げになるため防炎用カーテンを取り付け

る。 

４月 

◎園庭の整備 ○園庭の築山の土を重機で上げてもらい子ども

たちが安全に遊べるように整備する。 

５月 

◎運動遊具・用具の購

入 

 

〇運動遊びの充実を図るため、保育所にある遊

具や用具を見直し、必要と思われる遊具や用

具を補充していく。 

随時 

◎絵本などの充実 〇豊かな心を育む為に絵本の充実をはかる。又

親子読書を推進するためにくつろいだ雰囲気

の読書コーナーを設置し保護者向けの本を置

くなど気軽に絵本を楽しめる場を提供する。 

〇玄関や各クラスの絵本コーナーを見直し必要

な絵本を購入する、又おすすめ絵本の展示な

どして充実する。 

４月 

 

 

 

 

随時 

◎園外保育の充実 〇散歩コースの点検と整備をするとともに安全

な散歩に必要な携帯品を購入する。 

６月 

◎防犯システム・防災

用品の充実 

〇110番直結非常装置を設置する。 

〇防犯カメラを設置する。 

〇災害時に備えて職員用のヘルメットを購入す

る。 

４月 

◎紙おむつの処理 〇使用済みの紙おむつをご家族に持ち帰って頂

いているが、不衛生なので業者に処分を依頼

する。 

４月 

◎パンフレットの作成 〇３保育所共通の石見さくら会保育所のパンフ

レットを作成する。 

９月 
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３．入所者（利用者）計画 

① いわみ西保育所 

（１）定員充足率計画（３月末計画） 

定員数 計画数 充足率 

１２０名  １１５名  ９５.８％  

 

 

（２）入所児構成計画（３月末計画） 

年齢別クラス 入所者数 構成比 

０歳児 １２名  １０.４％  

１歳児 ２４名  ２０.９％  

２歳児 ８名  ７.０％  

３歳児 ２６名  ２２.６％  

４歳児 ２１名  １８.３％  

５歳児 ２４名  ２０.９％  

計 １１５名  １００.０％  

 

 

 

 

② 東保育所 

（１）定員充足率計画（３月末計画） 

定員数 計画数 充足率 

６０名  ６４名  １０８.３％  

 

 

（２）入所児構成計画（３月末計画） 

年齢別クラス 入所者数 構成比 

０歳児 ８名  １２.５％  

１歳児 １０名  １５.６％  

２歳児 １４名  ２１.９％  

３歳児 １０名  １５.６％  

４歳児 １２名  １８.８％  

５歳児 １０名  １５.６％  

計 ６４名  １００.０％  
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③ 日貫保育所 

（１）定員充足率計画（３月末計画） 

定員数 計画数 充足率 

２０名  １５名  ７５％  

 

（２）入所児構成計画（３月末計画） 

年齢別クラス 入所者数 構成比 

０歳児 ４名  ２６.７％  

１歳児 ３名  ２０.０％  

２歳児 ２名  １３.３％  

３歳児 ５名  ３３.３％  

４歳児 １名  ６.７％  

５歳児 ０名  ０.０％  

計 １５名  １００.０％  
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４．要員（体制）計画 

① いわみ西保育所                         （単位：人） 

職  種 ２０１８年度実績 ２０１９年度計画 備 考 

所長 １ ( 1.0)  １ ( 1.0)   

主任保育士 １ ( 1.0)  １ ( 1.0)   

保育士 ２１ (18.1)  １７ (17.0)   

栄養士 １ ( 1.0)  １ ( 1.0)   

調理員 ４ ( 1.8)  ３ ( 1.8)   

看護師 ３ ( 1.8)  ３ ( 1.2)   

保育補助 ３ ( 3.0)  ３ ( 3.0)  子育支援員 

環境整備 １ ( 0.1)  ２ ( 0.5)   

合 計 ３５ (27.8)  ３１ (26.5)   

 

 

② 東保育所                            （単位：人） 

職  種 ２０１８年度実績 ２０１９年度計画 備 考 

所長 １ ( 1.0)  １ ( 1.0)   

主任保育士 １ ( 1.0)  １ ( 1.0)   

保育士 １１ ( 8.9)  １２ ( 9.8)   

栄養士 １ ( 1.0)  ０    

調理員 ３ ( 1.1)  ４ ( 2.1)   

保育補助 ３ ( 2.2)  ３ ( 2.2)  2名 子育て支援 

環境整備 ２ ( 0.3)  ２ ( 0.3)   

合 計 ２２ (15.5)  ２３ (16.4)   

 

  

③ 日貫保育所                           （単位：人） 

職  種 ２０１８年度実績 ２０１９年度計画 備 考 

所長 １ (1.0)  １ (1.0)   

主任保育士 ０   ０    

保育士 ６ (4.0)  ６ (4.0)   

調理員 ２ (1.1)  ２ (1.1)   

保育補助 ２ (0.3)  ２ (0.3)   

合 計 １１ (6.4)  １１ (6.4)   
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５．収益計画（事業活動計算書） 

① いわみ西保育所          （単位：千円、％） 

 いわみ西保育所拠点 

サービス活動収益 １１７，７１９  

サービス活動費用 １１２，７８８  

サービス活動増減差額 ４，９３１  

経常増減差額 ４，８５８  

経常増減差額率 ４.１  

    内減価償却費 ３００千円（中期事業計画に基づく）    

 

 

② 東保育所                           （単位：千円、％） 

 

 

 

サービス区分 
東保育所 

拠点合計 東保育所 
子育て支援 

センター 

さくらんぼ 

クラブ 

サービス活動収益 ７９，７３４ ７，５５３ １４７ ８７，４３４ 

サービス活動費用 ６８，５２０ ７，５５３ ３５７ ７６，４３０ 

サービス活動増減差額 １１，２１４ ０ △２１０ １１，００４ 

経常増減差額 １１，１３９ ０ △２１０ １０，９２９ 

経常増減差額率 １４.０ ０.０ △１４２.９ １２.５ 

    内減価償却費 ９００千円（中期事業計画に基づく） 

 

 

③ 日貫保育所            （単位：千円、％） 

 日貫保育所拠点 

サービス活動収益 ２８，４００  

サービス活動費用 ２６，１０３  

サービス活動増減差額 ２，２９７  

経常増減差額 ２，２３９  

経常増減差額率 ７.９  

    内減価償却費 ５００千円（中期事業計画に基づく） 

 

 

 

６．その他（特記事項） 

  特になし 

 

 

                以上 
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２０１９年度 子育て支援センター事業計画 

 

１．基本方針について 

 ≪運営理念≫ 

  親子の愛情を育む機会を提供すると共に、子育て家庭が抱える育児不安・孤独感を軽減し、

子育ての楽しさを感じる事ができるよう子育て家庭の育児力の向上に努める。又、地域社会及

び、子育て支援団体・各機関と連携を図り、地域と親子をつなぐ架け橋となって地域の子育て

力向上に貢献する。 

 

 

 

２．事業運営方針及び事業計画 

（１） 事業方針・目標 

○事業方針・目標 

・親子の絆を深め、子育ての親子の交流の場として在宅親子が安らげるよう支援する。 

・子育ての不安や悩み等の相談に応じ、援助する。関係機関とも連携を取り実施する。 

   ・子育てサークルや子育て支援関係情報を提供し、様々な親支援の輪を広げていく。 

   ・子育て支援を担うものとしての専門的知識、技術の習得を図り、自己研鑚に努める。 

 

○人的方針・目標 

  保育所と同様 

 

 

（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 

＜子育て親子の交流促進＞ 

実施事項 実施内容（具体的内容） 

子育て親子の交流の

場の提供 

・子育て支援室『すくすく』を常時開所し、在宅親子がゆったりと

遊べる場の提供をする。（９：００～１６：００） 

・子育て中の方々が交流をもち、子育ての悩み等を語り合うことで

孤独感や不安感の緩和を図ると共に子育ての楽しさを共有できる

ような環境作りを図る。 

・各保育所に開放日を設ける 

   いわみ西保育所・・・親子サロン （月１回午前中） 

   東保育所   ・・・わくわくデー（月１回午前中） 

   日貫保育所  ・・・ぴよぴよデー（月１回午前中） 

 

＜子育てに関する相談・援助＞ 
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実施事項 実施内容（具体的内容） 

来所・電話相談 ・来所や電話による子育て等に関する相談や援助を行う。 

 （平日 ８：３０～１７：００） 

 

健診に参加 ・町の幼児健診に担当保育士が参加し、町内全体の親子と触れ合いを

もちながら、子育ての悩みを聴いたり生活習慣や子どもとの関わり

方等の助言をしたりする。 

・保健師と子育て中の方々の情報を共有し合い、より支援が的確なも

のであるようにする。 

 

子育て支援 

ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 

「さくらんぼｸﾗﾌﾞ」の

案内と実施 

・子育て支援事業、ファミリーサポートセンター「さくらんぼクラブ」

の更なる周知を図り、地域の子育て家庭を支える保育所としての役

割の一環として積極的に取り組む。誰もが利用しやすいよう、又急

な要望などにも応じられるような体制作りにも配慮する。 

 

 

＜地域の子育て関連情報の提供＞ 

実施事項 実施内容（具体的内容） 

機関誌の発行 ・機関誌『すくすく』及び『月の行事』を毎月発行し、より多くの在

宅親子の利用に繋げる。又、在宅親子宅だけでなく地域の民生委員

さん宅や公民館などにも送付し、支援センターの周知を図る。 

・地域の公共の場や病院、保健センターなどにも掲示させてもらい、

地域の様々な方に関心を持って頂けるよう取り組む。 

 

案内書の配布 ・赤ちゃんの誕生や石見地区に転居して来られた子育て中の方に関

する情報を地域の方々から頂き、洩れのないよう『子育て支援セン

ター』の案内を送付する。 

 

広報誌や案内書によ

る情報提供 

・広報誌『さくらだより』に取組を掲載し、更なる在宅親子の子育て

支援センター活用に繋げる。 

・子育てに関する講演会やイベントの案内を配布する。 

 

無線放送での発信 ・無線放送で支援センターの活動をお知らせし、地域を超えた町内の

在宅親子に呼びかけ、関心を持って頂けるよう図る。 

・ホームページを活用し、支援センターの案内や活動について情報提

供をする。 

 

 

＜子育て及び、子育て支援に関する講座の実施＞ 

実施事項 実施内容（具体的内容） 
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専門講師による講座 ○アートデー（月１回）   … 絵画・制作活動 

感触遊び 

○クッキングデー（月１回） … 簡単おやつ 

創作おかず 

○わらべうた遊び・絵本の紹介・ママのこころころ（月１回） 

 … 親子でのふれあいの推進 

母親への支援 

○３Ｂ体操・リズム遊び（隔月１回） 

              … 親子でのふれあい 

母親のリフレッシュ 

○助産師さんによる講座（母乳） 

 

町の専門書職による

支援 

○出前講座（月１回）    … ベビーマッサージ 

                歯の指導 

                離乳食の指導相談 

                保健師による身体測定 

                育児相談 

○邑智病院医師による講座 

 

 

＜地域支援事業＞ 

実施事項 実施内容（具体的内容） 

地域の子育て関連事

業への参加 

・地域に出向き、親子交流活動や子育てサークルの援助を行う。 

   瑞穂子育て支援センターとの交流 

   こぐまクラブの支援活動 

・地域の団体や福祉施設との交流を行う。 

   デイサービス「希望の郷」の利用者さんとの交流 

   井原地域の方とのクッキング交流 
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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 

集合研修 

（園内研修） 

・衛生管理、感染症対応、危機管理等の実施訓練 

 

全職員 

石見さくら会 

 保育研究会 

・保育のテーマに沿った研修 

・救急法の研修 

・防犯訓練 

 

全職員 

 

＜事業所外研修＞ 

実施事項 実施内容 対象者 

専門研修 ・島根県社会福祉協議会主催 

 （子育て担当者支援研修） 

 

全職員 

事業所間研修 ・衛生及び感染症予防研修 

・人権研修 

・接遇研修 

 

全職員 

 

＜自己啓発支援＞ 

実施事項 実施内容 対象者 

子育て支援員 資格取得者に対して研修費援助 

 

有期契約職員 

 

 

③ 施設整備等計画 

＜建物設備＞  

実施事項 実施内容 対象者 

特になし   
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３．要員（体制）計画 

職 種 ２０１８年度実績 ２０１９年度計画 備  考 

所長  （   ）   （   ）   

保育士 ３ （1.5）  ３ （1.8）   

保育補助 ２ （0.8）  ２ （0.8）   

合  計 ５ （2.3）  ５ （2.6）   

 

 

 

４．その他 

特になし 

 

 

 

 

以上 
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２０１９年度 さくらんぼクラブ事業計画 

 

５．基本方針について 

 ≪運営理念≫ 

  子育てサポートセンター「さくらんぼクラブ」は、子育て支援センターを拠点とし、子育て

支援団体・各機関と連携を図り、地域の子育て家庭が安心して子育てできるように支援をして

いきます。 

 

 

 

６．事業運営方針及び事業計画 

（３） 事業運営方針 

○事業方針 

・さくらんぼクラブ事業の周知を図る。 

・会員の募集をする。 

・会員交流会の実施をする。 

・講習会などへの参加。 

・報酬支払助成事業の実施をする。 

 

 

（４） 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 

実施事項 実施内容（具体的内容） 

○事業の周知及び 

 会員募集 

・チラシの配布等、広報活動を実施する。 

・地域の様々な機関との連携強化に努め、利用者の情報等を共有す

るとともに事業の周知を図り拡大を行う。 

・要請があれば個別に出向いて事業説明を行い周知を図る。 

・取組について紹介しているパンフレットを利用者の方に対して

は、年度初めの保護者総会に於いて配布し、一般の方々に対して

は、様々な関係機関に置かせて頂き、周知を図る。 

○交流会の実施 ・年に一度、まかせて会員及びお願い会員とその子供が一緒に交流

する機会を設ける。 

○講習会への参加 ・邑南町が主催するファミリーサポートセンター講習会にまかせて

会員と共に参加し、専門知識の向上を図る。 

○報酬支払いの助成 

事業 

・お願い会員への利用料半額助成を継続し、子育て家庭の負担が少

しでも軽減するように支援する。 

 



65 

 

② 人材育成計画 

実施事項 実施内容 対象者 

専門研修（県主催） ・アドバイザー専門研修 アドバイザー 

子育て職員 

専門研修（町主催） ・会員専門研修 アドバイザー 

まかせて会員 

 

 

 

７．要員（体制）計画 

アドバイザーは子育て支援センター職員 

 

 

 

８．その他 

特になし 

 

 

 

以上 
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２０１９年度 居宅介護支援事業所 拠点事業計画 

 

１．基本方針 

 要介護状態又は要支援状態にある高齢者自らの意思に基づき、その有する能力を最大限に

活かし、住み慣れたご自宅で可能な限り自立した質の高い生活を営み、状態の悪化を予防で

きるよう医療・福祉の関係機関と連携し、総合的に支援を行う。 

 又、地域に根ざした支援を心がける。 

 

 

 

２．事業運営方針及び事業計画 

 （１）事業運営方針 

① 要介護状態又は要支援状態にある高齢者が、可能な限りご自宅に於いて、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、支援を行う。 

② 要介護状態又は要支援状態にある高齢者の選択により、心身の状況、その置かれてい

る環境等に応じ、適切な保健医療サービス及び福祉サービス、施設サービス等、多様

な事業所との連携により、総合的かつ効果的に介護計画が提供できるよう配慮する。 

③ 要介護状態又は要支援状態にある高齢者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場

に立ち、利用者に提供されるサービス等が特定の種類又は、特定のサービス事業者に

偏することがないよう公平、中立の立場を保つ。 

④ 要介護状態又は要支援状態にある高齢者の要介護認定等に関する申請に対し、本人等

の意思を踏まえ必要な支援及び協力を行う。 

⑤ 保険者から介護認定調査の委託を受けた場合、公平な調査を行うと共に所要の知識を

深める為に、常に研鑽に努める。 

 

 

 （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】 

実施事業 実施内容（具体的内容） 

ケアマネジメン

トの充実 

 

面接技法について学び、コミュニケーションスキルを高め利用者、家

族との信頼関係を構築し、深める。 

￮ ケアプラン作成過程について学習する。 

ⅰ）アセスメント 

  状態や要望の確認・把握 

ⅱ）課題分析 

 ケアマネから見た解決すべき課題が生じている原因と利用者

の解決に向けての意欲を確認する。 

ケアマネジメン ⅲ）ケアプランの立案 
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トの充実 

 

 利用者が自立に向けて主体的に関われるよう目標及び目標達

成のために必要なサービスの種別・回数などを立案する。 

ⅳ）サービス担当者会議 

 解決すべき課題から役割分担を行う。 

ⅴ）モニタリング 

 サービス提供による変化の確認をする。 

￮ 自立支援の理念に沿ったケアプランを作成する。 

￮ ケアプランチェック 

 自立支援に効果的に繋がるようプランニングされているか又、

適正なサービス内容となっているかモニタリングし、次のケア

プランに繋げる 

 

関係者との連携

強化 

地域包括支援センターや邑智病院に毎月出向き、利用者に関して現状

や取組を報告したり、対応方法について助言を頂いたりし、関係機関

との信頼関係をさらに深めると共に、新規の利用者を紹介して頂き、

経営基盤の安定を図る。 

￮ 多職種とのチームケアを図る。 

￮ 地域ケア会議に参加し、インフォーマルサービスとの連携を図る。 

ⅰ）地域での見守り支援など協力体制の構築 

ⅱ）独居、認知症高齢者、重度の要介護者への 

   対応 

￮ 医療との連携を図る。 

病院とのケア会議に参加し、医療と介護の両方を必要とする利用者

に対し、より良い在宅ケアに繋げる。 

 

サービスの質の

向上 

介護サービス情報公表、自己評価、利用者アンケートを行い改善に繋

げる。 

￮ 社会資源の理解、把握を行う。（自己研鑽） 

地域・町・社協等に聞き活用できるものを提供に繋げる。 

 

給付管理 加算項目の適合を確認し、適切に給付管理を行い、的確な請求を行う。 

又、減算とならないよう業務遂行に努める。 
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② 【人材育成計画】≪研修計画≫ 

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を実施する。 

全職員 

集合研修 マナー・接遇に係る研修 全職員 

人事考課に係る研修 全職員 

人権・権利擁護に係る研修 全職員 

コンプライアンスに係る研修 全職員 

感染症に係る研修 全職員 

防災・救急救命に係る研修 全職員 

専門研修 生涯研修（キャリアアップ研修） 全職員 

人権・権利擁護（苦情解決）研修 介護支援専門員 

メンタルヘルスに係る研修  

リスクマネジメントに係る研修  

対人援助に係る研修 介護支援専門員 

相談援助技術に係る研修 介護支援専門員 

高齢者虐待に係る研修 介護支援専門員 

障がい者福祉サービスにおける介護保険への

移行に係る研修 

介護支援専門員 

重度化及び看取りに係る研修 介護支援専門員 

認定調査員(現任)研修 介護支援専門員 

(主任)介護支援専門員現任研修 (主任)介護支援専門員 

主任介護支援専門員研修 介護支援専門員 

事業所間研修 事例検討会（スーパービジョン） 介護支援専門員 

在宅医療連携検討会（邑智病院） 介護支援専門員 

多職種連携研修 介護支援専門員 

救急救命研修 全職員 

 

 

③【人材育成計画】 

実施事項 実施内容 実施時期 

パソコンの更新 Windows７サポート終了の為、パソコン 2 台を

更新する。 

 

9 月～10月 
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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 

総合事業 ８名 ８名 100％ 

予防給付 １３名 １３名 100％ 

介護給付 ７８名 ６５名 83.3％ 

計 ９９名 ８６名 86.9％ 

   ※介護給付上の上限件数 ； 介護支援専門員一人あたり 39件（居宅介護支援Ⅰ） 

 

 

 （２）利用者構成計画 

 計画数 構成比 

総合事業 ８名 9.3％ 

要支援１・２ １３名 15.1％ 

要介護１・２ ４７名 54.7％ 

要介護３～５ １８名 20.9％ 

計 ８６名 100.0％ 

 

 

４．要員（体制）計画 

 （単位 ； 人） 

職  種 
２０１８年度実績 

（Ｈ31.3 現在） 
２０１９年度計画 備   考 

管 理 者 
 1（0.2） 1（1.0）  

兼務)介護支援専門員 

介 護 支 援 専 門 員  2（2.0） １（1.0）  

計 3（2.3） 2（2.0）  

（  ）内は常勤換算人数 
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５．収益計算（事業活動計算書） 

（単位 ； 千円、％） 

 居宅介護支援事業所 

サービス活動収益 ９，９７６  

サービス活動費用 １０，９４１  

サービス活動増減差額 △９６５  

経常増減差額 △９６３  

経常増減差額率 △９.７  

※ 内減価償却費 1,000千円（中期事業計画に基づく） 

 

 

以上 

 

 

 

 


