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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) 

 

 

 

  



27 

 

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。 

   

 

  


