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平成２９年度社会福祉法人神和会事業計画 

 

１．事業の概要 

 平成２２年度に特別養護老人ホーム大野の郷を開設して７年目を迎える。介護保険

サービスを実施する事業として概ね安定してはいるものの、事業を継続するための基

盤を固める。特に人材の育成策を講じ事業を継続する。 

 

 前年度は独自の処遇改善策を講じ一定の成果が出た。退職者が減少し、中途の補充

により介護職員は充足しつつあるが、看護職員の不足が続いており、喫緊の課題とな

っている。介護報酬上の処遇改善加算を活用しつつ、介護職員を含めた全職員を対象

とした処遇改善を継続する。 

 

 

２．具体的な事業 

（１）地域福祉活動 

   介護保険サービスに加え、介護保険事業外の事業として障がい者福祉サービスを提供

する。また、低額で利用できるサービスとして大野の郷・和の家とも公費による負担減

免制度の適用施設となっている。社会福祉法人として、これらの事業を継続し、地域に

貢献する。 

  

（２）経営の安定化 

   嘱託職員の正規雇用への転換を実施し、資格手当等を一部見直したことにより、退職

者は減少した。中途採用を積極的に行った結果、介護職員は充足しつつあるものの、経

験の少ない職員が多いため、初任者級の育成を引き続き実施する。看護職員の補充が喫

緊の課題となっていることから、引き続き処遇改善策を講じる。人材の育成及び更なる

処遇改善により経営の安定化に繋げる。 

 

 

３．理事会等の日程 

平成２９年度の理事会等を定款施行細則第４条により次の通り計画する。 

開催月 議題等 備考 

6月理事会 1号報告平成28年度事業報告及び決算報告 

 

監事からの監査報告 

6月評議員会 1号報告平成27年度事業報告及び決算報告 

理事及び監事の選任 

監事からの監査報告 

7月理事会 １号議案 理事長選出  



2 
 

11月理事会 1号議案平成29年度補正予算 

2号報告大野の郷・和の家運営中間報告 

監事からの監査報告 

3月理事会 1号議案平成29年度補正予算 

2号議案平成30年度事業計画及び予算 

監事同席 

3月評議員会 1号議案平成29年度補正予算 

2号議案平成30年度事業計画及び予算 

監事同席 

その他に理事長が必要とした時、あるいは、定款第9条第3項の規定に基づき開催請求

があった時には臨時会を開催する。 
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平成２９年度特別養護老人ホーム大野の郷(短期入所事業含む)地域密着型特別養

護老人ホーム和の家事業計画 

 

 

１．事業の概要 

 介護施設として今後発展していく為に、今一度体制の整備をし、強固な地盤を構

築して行きたい。年数の経過と共に、施設がある意味安定に入りマンネリ化してき

ている。介護の動向に合わせ、迅速且つ柔軟に対応していく為には、再度緊張感を

もってこれからの施設の礎を気づいていかなければならない。今年度は、①入居者

の生活を支える基盤、②職員教育の基盤と資質の向上、③広報活動の基盤の3本柱

で取り組んでいく。 

  

 

２．事業展開へ向けた考え方 

 

（１） 入居者・利用者の生活を支える基盤を創る 

 

① 根拠のあるケア、統一されたケア 

人は行動を起こす時は、何らかの意思や理由がある。私達介護職員は、その入居

者・利用者の意思を尊重し、それを根拠としてケアを行わなければならない。そ

の為、今年度は以下の取組みを行う。 

① ケアの根拠となる想いや生活リズム・嗜好等を再アセスメントする。 

② アセスメントを基に２４Ｈシートを更新し、ケアの充実を図る。 

 

② 記録の充実とモニタリング 

 記録はケア向上において大変重要なものである。したがって、記録に対する意識

を高め、記録の充実と記録の活用に努める。 

１）入居者・利用者の日々の様子、事故や体調不良の経過など、必要な情

報を適切に残す事で、情報共有を図り、チームケアの向上とより良いサ

ービス提供へ繋げていく。 

２）記録をもとにモニタリングする事で、根拠のあるケアへと繋げる。 

 

③ ２４Ｈシートとケアプランを連動させる。 

ケアプランと２４Ｈシートは現在別々なモノとなっている。ケアプランと２４Ｈ

シートは性質・アプローチの方向が異なる部分がある。しかし、その人のケアの

方法としては同一のモノであると考え、２４Ｈシートの日課やサポートが必要な
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事へケアプラン内容を反映させていく。日課のモニタリングと同時にケアプラン

のモニタリングも行い、ケアプランの重要性を職員が理解していけるようにする。 

 

 

    

（２） 職員のプロ意識を育てる 

 

① 人事考課の導入 

業務に対して意欲的に取り組んでいる職員に対しては、適正な評価をしなけ

ればならない。職員全員が意欲的に取り組める環境作りが必要である。その

為に人事考課制度を導入していきたい。 

 人事考課では、施設が求める職員像を示し、仕事の優劣の評価ではなく、

「こういう職員になってもらいたい」という人材教育の観点で進めて行く。

且つ適切に評価する事で、職員のモチベーションを高めていく。 

 ２～３年を目標に、実際コンサルティング会社に協力を頂きながら仕組み

を創っていく予定だが、今年度は施設独自の簡易な評価表を作成し、トライ

アルの意味合いで実施する。 

 

 

② 職員研修の充実 

職員の知識・技術の向上により、入居者の安心・安全な生活の確保と、自身の

モチベーションアップや業務意欲向上が図れると考える。したがって、研修はそ

れらを実現する為に必要不可欠である。以上を踏まえ、研修の充実をはかり、職

員に“学びの場”を提供していく。 

施設内研修において、介護の基本、介護技術、認知症、ユニットケアなど幅広

い分野で構成し、知識と技術の向上に繋げる。外部研修においては、例年通り、

ユニットケア、認知症研修を中心に効果的に派遣していく。 

今年度の研修への参加は、職員個々の自主性を高めるよう工夫し、人事考課の

面で反映して行きたい。 

 

③ 接遇の強化 

  ２４時間、３６５日絶え間なく、“その人の暮らし”をチームで支える仕事で

ある介護は究極のサービス業だと考える。サービス業である以上、お客様（入居者・

利用者）に心地よい接客（ケア）をしなければならない。 

  ユニットケアにおいて、馴染みの関係を築く事が重要であり、それが心地よさ

を提供できる方法である。しかし、馴染みの関係が出来たから馴れ馴れしくして良
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い事ではない。「親しき仲にも礼儀あり」をモットーに、馴染みの関係を正しく理

解し、言葉遣い・身だしなみ・態度などをもう一度改め、職業人としての嗜みを養

っていく。研修や日頃から職員同士が馴れ合いにならぬ様注意し合って、良い意味

での緊張感をもってケアしていく。 

 

 

 

（３） 地域交流と地域への広報活動 

 

  ① 施設広報誌、ホームページ・ＳＮＳの活用 

  施設広報誌、ホームページやフェイスブックを活用し、施設で行なわれる行事

やレクを中心に広く情報を公開していく。その中で、もちろんプライバシーの保護

に努めるが、活動内容や情報提供を行っていく事で、地域の方々にも介護施設を理

解していただき、身近に感じていただき、地域に根ざした施設を目指していく。 

 事業広報委員の中に、広報活動チームを結成し、今まで以上に定期的な更新を行

い魅力のあるモノとする。 

   

 

② 地域行事への参加、施設行事の開放  

例年通り、鹿嶋市内の行事へ積極的に参加する。また、ユニット単位でも、地

域への関わりを持てるよう外食や買い物など実施していく。特に鹿島まつりで

は、施設のブースを出店できる為、ＰＲをしていきたい。施設行事では、地域

の団体の協力を頂き、入居者の楽しみと地域との触れ合いを実施していく。“月

見祭”では地域の方々も招待し大規模な祭りを展開し、入居者と地域の方の触

れ合いの場とする。 
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特養・ショート部門 デイ部門 地域密着型特養部門 小規模多機能部門

4月 ・花見 ・花見 ・花見 ・花見

5月 理事会・評議会 ・職員健康診断(介護職)

6月
・法人開所記念(バイキング)
・全体会

・あやめ見学 ・あやめ見学 ・あやめ見学 ・あやめ見学

7月 ・外食レク ・夕涼み会 ・夕涼み会

8月 ・青空喫茶

9月
・月見祭
・敬老会

・敬老会 ・コスモス見学 ・コスモス見学

10月 ・かしままつり ・ハロウィン

11月 理事会・評議会 ・職員健康診断（全職員） ・外出レク（なめがたファーマーズ） ・菊見学 ・菊見学

12月
・職員忘年会
・もちつき

・クリスマス・忘年会
・クリスマス会
・忘年会

・クリスマス会 ・クリスマス会

1月 ・全体会 ・初詣

2月 ・節分
・節分
・バレンタイン

・節分 ・節分

3月 理事会・評議会 ・祭頭祭見学 ・ひなまつり
・梅見学
・スイーツバイキング

・梅見学
・スイーツバイキング

※各月の誕生日イベントや外
出等は各部門ごとに計画して
行う

備　考

　平成２９年度　年間行事

事務局 法人全体行事
大野の郷 和の家

・研修等は別紙参照
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実施月 テーマ 内容 主催・講師 日程

新入職員研修
新人職員向けオリエンテーション。施設概要、
接遇、介護の基本等を学ぶ。

施設長他 ３．４．５日

基礎研修(食事介助) 食事介助の基本の方法を学ぶ 介護主任 第２・４火

食中毒対策研修
食中毒についての予防策と対応策につ
いて

給食委員会 １回

24Hシートについて ２４Ｈシートの考え、ケアの考えを学ぶ。 介護主任 第２・４火

基礎研修(移動・移乗) 移乗・移動の基本方法を学ぶ 介護主任 第１・３火

全体会(接遇研修) 職業人としてのマナーについて 外部講師 16日

脱水症対策研修
脱水症についてと水分摂取方法につい
て

介護主任 第２・４火

記録について 記録に関しての知識・入力方法を学ぶ 介護主任 第１・３火

褥瘡対策研修 褥瘡に関する基礎知識を学ぶ 褥瘡委員会 第１・３火

基礎研修(排泄介助) 排泄介助の基本方法を学ぶ 介護主任 第２・４火

食事について(誤嚥予防)
食事時の事故防止に向けた知識・技術
を学ぶ

介護主任 第２・４火

基礎研修(口腔ケア) 口腔ケアの基本知識と方法を学ぶ 介護主任 第１・３火

緊急対応研修(夜間対応) 夜間時に慌てず対応できるよう学ぶ リスク委員会 第２・４火

基礎研修(入浴介助) 入浴介助の基本方法を学ぶ 介護主任 第１・３火

中途採用者入職研修
新人職員向けオリエンテーション。施設概要、
接遇、介護の基本等を学ぶ。

施設長他 ２，３，４日

感染症対策研修
ノロウイルス・インフルエンザについて。
吐物処理法、予防法について

感染症委員会 ２回

技術講習(スライディングボード・シートの活用)
負担の少ない移乗に向けた福祉用具の
活用方法を学ぶ

介護主任 第２・４火

排泄講習(応用) 脱オムツ、効果的な当て方等を学ぶ 外部講師 １回

ユニットケアの考え方(食事)
ユニットケアにおいての食事の考え方、
手法を学ぶ

介護主任 第２・４火

認知症ケア研修
認知症の基本的知識とＢＰＳＤの対応法
を学ぶ

介護主任 第１・３火

ユニットケアの考え方(しつらえ)
ユニットケアにおける設えの意味を学
び、設えの方法を学ぶ

介護主任 第２・４火

全体会(リスクマネジメント研修)
施設内における事故の傾向と予防策を
学ぶ

外部講師 12日

ユニットケアの考え方(起床・就寝)
ユニットケアにおいての起床・就寝の考
えを学ぶ

介護主任 第２・４火

ターミナルケア研修 ターミナルケアの考えと取り組みを学ぶ たんぽぽ委員会 ２回

ユニットケアの考え方(くらし)
ユニットケア施設の暮らしの考え方を学
ぶ。

介護主任 第２・４火

技術講習(リフト操作)
安全、安心へ向けたリフト操作方法を学
ぶ

介護主任 第１・３火

ケアプランと２４Ｈシートについて
ケアプランと２４Ｈシートの連動にむけた
考え方、進め方を学ぶ

介護主任 第２・４火

※日程に関して変更する場合があります。

平成２９年度　施設内研修計画表

３月

４月

６月

７月

８月

９月

１１月

１２月

１月

２月

５月

１０月
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平成２９年度　研修計画表

研修名 対象

ユニットリーダー研修(前期) リーダー
福祉施設新入職者研修 新人職員

リスクマネジメント研修 リスク委員会
認知症実践者研修 リーダー・中堅職員
接遇マナー研修 新人職員

コーチングスキル研修 リーダー
救命講習 新人職員
メンタルヘルス研修 リーダー

認知症実践者研修 リーダー・中堅職員
クレーム対応力強化研修 リーダー・相談員

関東ブロック介護サミット 介護職員・相談員
感染症対策研修 感染委員

ユニットリーダー研修(後期) リーダー
福祉機器展 全職員
アンガーマネジメント リーダー
通所介護事業所研修 デイ職員
権利擁護研修 相談員・リーダー
茨城県栄養士研究会 栄養士
生活対応向上研修 リーダー・中堅職員

ターミナルケア研修 たんぽぽ委員
業務改善手法研修 リーダー・中堅職員

認知症実践者研修 リーダー・中堅職員

OJT研修 リーダー
リスクマネジメント研修 介護職員

ユニットケアフォーラム 全職員

※鹿行栄養士研究会・・・年４回　　（栄養士）
※鹿行地区複数事業所研修・・・年４回（全職員）

※上記研修以外でも、必要と認めた場合は研修を追加する場合があります。

５月

６月

７月

８月

９月

１０月

１１月

１２月

１月

２月

３月

※外部研修に関しては、前年度の実績を基に作成している為、変更になる場合があります。

月
外部研修

４月
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平成２９年度デイサービス事業計画 

 

１．事業の概要 

 

新規利用者の開拓、既存利用者のフォローアップなど、地域包括支援センターや

居宅介護支援事業所ほか関係機関との情報共有・連携を図り、迅速且つ柔軟な対

応ができるよう関係構築をし、体制を整えて行きたい。 

また、デイサービスセンターが在宅高齢者の拠点として、居心地の良い「楽しみ」

のある場所であることを目指す。その為、デイサービスセンターの特徴を出した

レクリエーションの充実を図っていく。利用者に対しては生活や心身の状況を

深く理解し、個々に応じたサービスに努める。 

職員に関しては、デイサービスに特化した研修内容から、介護職として必要な分

野での研修を行い、職務能力の向上に努める。 

 

２．事業内容 

 

（１）「楽しみ」のある拠点 

 

デイサービスセンターの特徴を活かし、居心地の良い「楽しみ」のある場所に

する為、以下の内容で展開していく。また趣味活動や行事を通じて、利用者同

士のコミュニケーションの場、多くの接点を持てる事を目指し、活気あるコミ

ュニティーにしていきたい。 

１)集団体操、レクリエーション、創作活動などを中心とした活動。また利用

者の趣味や知識を活用した意欲増進を促すような働きかけ。 

２)四季に触れる・感じることを目的とした外出行事。 

３)食べる楽しみ、意欲を持つ外食や調理レク。 

４)喫茶、駄菓子販売へ参加し、入居者やユニットの職員との交流を図る。 

５)地域ボランティアを導入したレクリエーションの充実。 

 

(２) 職員として資質の向上 

 

在宅高齢者の“拠点”となる為には、職員の資質の向上は不可欠である。職員

各々が、施設内外の研修へ参加し、知識と技術を深めることで、デイサービス

センターの職員としてのプロ意識を持てるよう働きかける。 

また、在宅とデイサービスと生活の場が異なる為、在宅での様子等タイムリー

に情報収集が行えるようコミュニケーション能力も養っていきたい。 
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平成２９年度障がい福祉サービス事業計画 

 

 

１． 事業の概要 

  

 空床を利用しての障がい者受け入れのため、サービス希望者はほぼ固定さ

れてきている。今後も障がい者施策に準じ、地域の福祉施設として成長する

ためにも、障がい者の人権擁護と、安心して地域で暮らせることについて関

わりを持ち微力ながら地域福祉文化の基盤づくりに貢献していきたい。 

 

 

２．利用対象者 

      １８歳以上の身体障がい者   

 

 

３．運営方針 

 

  ①利用者の自立の促進、生活の質の向上等を図るため、その障害の状況に応

じた生活訓練、創作的活動及び機能訓練等を通じ社会生活へ適応ができるよ

う支援する。 

②地域の保健・医療・福祉サービスとの密接な連携を図り、総合的なサービ

ス提供に努める。 

 

 

４．事業内容等 

 

特別養護老人ホーム大野の郷「短期入所」及び「デイサービス」事業に準

ずる。 
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平成２９年度小規模多機能型居宅介護事業所和の家事業計画 

 

１． 事業の概要 

 

利用者、家族、地域の方々の理解と協力を得ながら、地域に密着した事

業所として貢献したい。 

まず、利用者の安全を最優先とし、職員全員が能力及び意識の向上を図

り質の高い介護を実践する。 

また、地域包括支援センターや関係機関と連携を図り、可能な限り多く

の利用者、家族が地域で安心した生活を継続できるよう努める。 

 

２． 事業に向けた取り組み 

 

(１) サービスの特徴を活かして 

小規模ならではの特徴を活かし、介護サービスを利用しながら自宅で

の生活を継続できるようにする。また家族との連携を図り柔軟にサービ

スを提供する。 

利用者に「楽しみや季節を感じ味わう」を提供できるよう外出、外

食、季節行事など積極的に取り入れる。また、顔馴染みの仲間や職員と

一緒に楽しめる時間を大切にし、笑顔の絶えない日々を過ごせるようプ

ログラムを作成し、充実した生活を心がける。 

 

(２) 職員のスキルアップ 

職員一人一人が初心に返り基本的な介護をしっかりと実践し、目配

り、気配りをしながら、利用者の心に寄り添う暖かい介護を心掛ける。

わずか  な変化や気づきを見逃さず「報告・連絡・相談」を密にし、

職員が情報交換を行いケアの徹底を図る。 

職員への内外研修の機会を設け、積極的に参加し知識や理解を深め

る。 

 

(３) 地域貢献と災害対策 

運営推進会議の開催や地域支援センター及び地区社協との連携を図

り、情報収集を行っていく。 

災害時対策については、継続して災害時避難場所の確保、利用者の安全確保を万

全とする。 


