
平成３０年度事業計画（総括） 

 

平成２９年度は、熊本地震で被災した建物の改修工事を完了し、建替が必要な施設

については、土地の確保や建物設計を進め、ご利用者が安心して利用できる環境整備

に取り組んでまいりました。 

また、介護保険及び障がい福祉サービスの３０年度制度改正に備え、全職員がその

方向性を正しく理解し、同じ意識で変化に対応することができるよう職員研修会を実

施するとともに、各サービス・事業ごとに事前準備を進めてきました。 

平成３０年度は、特にヘルパー事業所について、３０年度以降の国の制度改正の方

向性も踏まえ、サービス体制の効率化による経営基盤の強化を図るため、現在の６事

業所から４事業所に事業所の統合を図ります。また、今回の報酬改定では、利用者の

自立支援が改めてクローズアップされました。介護関連事業所では、この自立支援を

キーワードに、その主旨に添うよう利用者への支援計画（ケアプラン等）、支援内容を

充実させたいと考えております。 

障がい福祉サービスにおいては、平成学園ふれあい棟の建替、はなぞの学苑の移転

建替並びに障がい者福祉センター希望荘の耐震工事が控えています。それぞれの施設

で熊本地震以来長く不便をかけている利用者に、一日も早く地震前以上の環境が提供

できるよう努めてまいります。さらに、希望荘は指定管理者の更新年度になりますの

で、在宅障がい者の方の集いの場、社会参加の場として、より利用しやすい施設運営

を提案し、指定更新が得られるよう努力いたします。 

 

また、本年度は「第４次中期経営計画」の最終年度であるとともに、次期（第５次）

中期経営計画を策定する年度となります。現経営計画の成果や課題等を検証するとと

もに、策定に当たっては、国の制度の動向や利用者・地域社会のニーズの変化を踏ま

え、安定した経営とより質の高いサービスの提供ができるよう、全職員でこの計画策

定に取り組みます。 

 

社会福祉法人を取り巻く環境は目まぐるしく変化し、ますます厳しくなっておりま

すが、本事業計画を通して、職員が経営目標を共有し、目標達成に向けて職員一丸と

なって取り組んでまいります。 



法人本部 

 

本年度は第４次中期経営計画の最終年度として、経営目標の達成状況及び実施状況

を検証し、各事業における重点課題の再整理を行い、新たな第５次中期経営計画の策

定に取り組みます。 

また、職員一人ひとりが目標達成へ向けて意欲的に取り組むための組織作りを行い、

自立経営の基盤の確立を目指します。そのために、次の点を重点的に取り組みます。 

 

１．３０年度の取組み 

（１）安定的な経営基盤の強化を図ります。 

① 持続可能な経営の確立を目指し、３１年度からの第５次中期経営計画を策定し

ます。 

② 第４次中期経営計画の最終年度として、各施設（事業）の目標達成状況及び実

施状況を検証します。 

③ 月次試算表及び月次実績報告書により各事業の経営状況を把握し、重点課題を

整理するとともに、各施設・部と連携し課題解決へ向けた取り組みを行い、経

営基盤の強化を図ります。 

④ 法改正及び制度改正等に関する情報の収集に努め、各施設及び事業の経営計画

の推進に係る影響を分析し、今後の事業経営に繋げます。 

⑤ 法人の更なる認知度向上を図るために、ホームページや、郵便局のモニター広

告「デジタルサイネージ」等を活用し広報ＰＲを行います。 

 

（２）人材を育てるための人事管理制度へと見直しを行います。 

① 『法人が職員としてふさわしい人材』を育成する為、キャリアパスを明確にし

た人材育成のロードマップを作成し、その運用に努めます。特に、研修ではキ

ャリアパスに応じた階層別の研修、職務上必要な知識についての研修について、

計画的に取り組んでいきます。 

② 改正した人事考課制度のもと、「透明性」「公平性」「客観性」の高い運用に努

め、職員のモチベーションの向上、能力の向上、組織の活性化を図ります。 

 

（３）法人の事務機能の強化・効率化を図ります。 

① 勤怠項目（事由）の定義・手順・記録方法等を明確にし、統一して運用出来る

ように努めます。 

② 各事業所の勤怠管理システム運用状況について、総務係が事業所毎に定期的な

確認を行い、正確な記録・運用が出来るように操作指導を継続的に行います。 

③ 勤怠システムの運用により段階的にペーパーレス化を行い、費用削減に取り組



みます。 

④ 各拠点における会計業務機能強化のため、会計処理に関する疑問・問題点の整

理を行い、マニュアルを整備し会計研修を実施します。また、各拠点の資金不

足や予算の執行状況を把握し、法人全体の適正で円滑な資金管理に努めるとと

もに、施設整備積立金や建替積立金等の資金管理についても、適正な処理を図

っていきます。 

 

（４）個人情報及び特定個人情報等管理徹底の維持・継続に努めます。 

① 法人が取得した個人情報等に関する諸規程の遵守徹底を継続し、法人の社会的

責任として個人の権利・利益を保護の維持に努めます。 

 

（５）地域貢献活動に取り組みます。 

① 社会福祉法人として、地域に貢献していくために、花園校区において『地域か

ら孤立や不安をなくす取り組み』として、「小学生ボランティアグループ」を

結成し、新たな地域貢献活動に取り組みます。 

 

２．成果目標 

法人経営目標の達成 

【中期経営計画に基づく全体収支１２７，０００千円】 

（内訳 積立金額８２，０００千円の実施  収支差額 ４５，０００千円） 



明生園 

 

＜運営理念＞ 

  明生園は入居者一人ひとりの意志を尊重し、入居者が日々生きがいを持って 

    自分の力で自分らしく楽しく日常生活が営まれることを目指しています。 

＜基本方針＞ 

  ①私達は過度の支援は控え、自分の力によっていつまでも、自分らしく元気に楽し

く暮らしていけるように支援をします。 

 ②私達は自己選択・自己決定を基本とし、充実した活動メニューを提供します。 

 ③私達は日常生活のバリアにも対応できるよう、身体能力の維持向上を支援します。

④私達は安全安心に配慮して見守りを行います。 

 

（１）３０年度の取り組み 

１）基本理念及び基本方針の実現 

基本理念及び基本方針の実現に向け、中期経営計画に基づく各種事業に取り組

みながら、入居者の役割遂行や施設内の互助を推進するとともに、個別ケアに着目

した処遇計画の適切な実践を通して、入居者一人ひとりの自己実現や生活の質の向

上を目指します。 

  

２）利用者本位への対応強化と自立促進 

①要介護者の減少および転倒事故の予防強化 

ＰＴ協力の下、入居者の身体状況に合わせたオリジナル体操を日常生活のなか

に取り入れながら、介護予防及び転倒防止を図っていきます。  

②機能訓練を目的としたデイサービスや訪問リハ等の利用推進 

入居者一人ひとりのニーズに応じた介護保険の有効活用を推し進めるなかで、維

持改善率等の実績が高いデイサービスや訪問リハ等との連携強化を図りなが

ら、柔軟性アップや筋力の維持強化等によるＡＤＬの向上・拡大を目指します。 

③ヒヤリハット等の活用による再発防止の促進 

ヒヤリハット事例を集計分析し、発生原因・結果等の整理や徹底したフィード

バックにより再発防止を図るとともに、その効果についても評価し次につなげ

ます。 

   ④処遇計画の活用による自立支援 

綿密なアセスメントによる処遇計画の充実を図りながら、入居者のエンパワメン

トの実現を本人と職員の共通の目標として掲げ、継続した取り組みを行っていき

ます。また、効果的で効率的なケアの手法や目指すべき支援の在り方についても

整理しながら、生活の質の向上につながるよう良質なケアの提供に努めます。 



⑤担当制による個別ケアの充実 

担当者を中心に、入居者の心身の状態や日常生活の全体像を踏まえたニーズ

の把握を行うとともに、情報の共有化や支援内容の標準化を図ることで自立

を促しながら、入居者一人ひとりの個性や生活リズムを尊重した支援を可能とす

る個別ケアの充実を目指します。 

⑥各職種間の情報共有力ＵＰによる連携強化 

昨年度から導入した情報共有アプリ（セールスフォース）を活用できるよう

内部研修会等を通して全職員のスキルＵＰを進め、入居者の状況変化に対し

全職種で速やかに対応できる体制の整備を図ります。 

 

３）自己選択、自己決定の徹底による自立促進 

①自由で楽しい食事と食事を通しての自立支援 

自由席などその人に応じた食事環境の整備に努めるとともに、リクエストボッ

クスや給食委員会等で趣向調査を行い、セレクトメニューやお好み喫茶の実施に

役立てます。併せて、栄養士を中心に生活習慣病の予防など入居者の健康づくり

を目的とした食育を推進し自立を促します。 

②「わくわく活動」の推進 

カラオケクラブなど従来の活動メニューに加え、入居者のニーズにそった参

加しやすく魅力あるプログラムを用意し、入居者の生き甲斐づくりを応援しま

す。また外部のレクリエーション研修にも積極的に参加し、脳トレ・ゲーム・レ

クリエーションなど工夫を凝らした多様な活動メニューを開発するとともに、計

画的に会員募集を行い、活動の場や機会を創出します。なお、ポイントの還元に

あたっては、入居者の声を賞品に反映させ参加意欲を高めていきます。 

    

４）職員の資質向上 

①職員研修による専門性の向上 

全職員を対象に計画的に内外の研修を受講し、福祉施設の職員としての基本的姿

勢や支援技術等の習得・向上に努めます。また、近年ニーズが高い認知症や精神

障がいの方への対応力向上を目的とした研修に加え、看取りケアの研修につい

ても受講の機会を設けていきます。さらに、今後より一層求められるソーシャル

ワーク機能の意義や必要性を発揮できる専門性の高い人材や有資格者の確保を目

指すなかで、資格取得助成制度の活用促進や資格取得後の継続研修など多様な研

修による人材育成に取り組み、併せて他機関等との連携・協働を可能とする人員

体制の整備・充実を図っていきます。 

   ②人権に関する職員意識と接遇の向上 

接遇に関する自己・外部チェックの実施と検証、フィードバックにより人権



意識や接遇力を高め、入居者に寄り添った伴走型支援の実現やきめ細やかな

信頼関係の形成を目指します。 

 

５）地域貢献（施設の地域開放） 

①談話室や多目的室、カラオケルーム等を地域に開放し、地域の方々の居場所

づくりを進めるとともに、盆踊り大会など地域活動への参加や協力、災害時

における各種支援活動、地元の保育園や小学校等との世代間交流による子ど

もの健全育成への協力、各種実習生の受け入れなど、自らがもつ人材や施設・

設備を社会資源として地域に活用していきます。なお、法人の社会貢献活動とし

て新たに結成した花園小ボランティアグループの活動にも場所の提供等サポー

トしていきます。 

②サービス連携の拠点として市区町村や保険医療・福祉介護サービスの事業所等

とのネットワークづくりを進めながら、培われたソーシャル機能を活かし、関係

者が有機的に連携した地域ケア体制づくりを後押しします。 

 

６）多面的な広報活動の展開（魅力あふれる施設づくり） 

ホームページを計画的に更新しながら、チラシやパンフレットのリニューアルに

も取り組み、より視覚的な広報活動を実践することで高齢者の住まいの場として

の“養護老人ホーム”明生園の認知度を高めていきます。また見学者等に対して

も、清潔で明るい環境づくりの推進や接遇力の向上で園のイメージＵＰを図り

ます。  

 

（２）30 年度の成果目標 

・利用者満足度アンケートにおいて 91％以上を目指します。 

  ・外部アンケートにおいても満足度 93％を目指します。 

・「わくわく活動」の一日の参加人数 30 名以上を目指します。 

・満室（定員 120 名）を目標に、営業広報活動を強化します。 

 



 明飽苑  

（運 営 理 念） 

入所者一人ひとりの意思を尊重し、自分らしく充実した生活を営む事ができるよう

に個別支援の充実を図ります。多様なメニューを提供し、自己選択・自己決定ができ

る環境を整えることで、入所者が自分の力で意欲的に生活できるよう支援します。 

（基 本 方 針） 

①入所者の自己選択・自己決定を基本とし、そのためのメニューを提供し、意欲的な

生活をサポートします。  

②過度な支援は控え、入所者が持っている力を引き出し、自分の力でいつまでも元気

に暮らす事ができるよう支援します。そのために安全に十分配慮し、身体機能の維持

向上を図る取り組みを行います。 

  

（１）３０年度の取り組み 

 １ 入所者サービスの質の向上 

① 入所者の意向を大切にしたその人らしい生活を支える取り組み  

アセスメントシートを活用し入所者の意向等の把握に努め、入所者が自分の

ペースで生活できるよう支援していきます。そのために入所者が穏やかに安

心して生活できるように環境づくりに努めるほか、希望者には介護保険サー

ビス利用の支援を行うなど入所者の身体状況に合わせた生活ができるよう施

設全体で入所者の生活を支えていきます。 

 

② 自己選択と自己決定に基づく支援  

潤いのある明るい生活が送れるよう行事のほか余暇活動、レクリエーション

を実施します。自己選択・自己決定のメニューの充実を図り、入所者が楽し

んで参加する「わくわくタイム」の拡充、そのメニューとして個別対応の「夢

かなえますプロジェクト」や心身機能の維持向上を図る「わくわく体操」も

継続し実施していきます。 

また、入所者の自発的なボランティア活動である「はつらつクラブ」への参

加も促していき 

ます。  

 

③ 給食サービスの強化 

多様な入所者の個別のニーズに応じ、またセレクトメニューやリクエストメ

ニュー等さらに充実させ、楽しい食事の時間を提供する取り組みを行います。

また、食を通して、健康維持や介護予防を促します。 

 



２ 地域貢献 

①地域交流の充実 

校区社協や民生委員・自治会等との連携強化や、管理栄養士による栄養指導活動

等を通して地域とのつながりを深めます。特に災害時の福祉避難所としての役割

を考慮した協力体制の構築並びに地域の自主防災クラブとの連携を図っていきま

す。 

 

②関係機関との連携 

地域包括支援センターとの定期的な連携会議や居宅介護支援事業所、病院、行政

等を訪問し、地域の潜在的な養護老人ホーム入所対象者の情報収集と養護老人ホ

ームの広報に努めます。 

 

３ 人材の育成と各職種間の連携強化 

①認知症、精神疾患者、介護技術、権利擁護等、高齢者を取り巻く様々な課題に   

対応できるよう計画的に研修を実施し、知識や技術の向上を図ります。 

②多様化する入所者支援を充実する為、各職種の連携強化と業務の効率化の取り

組みを進めます。 

                               

（２）３０年度の成果目標 

    ・利用者満足度アンケートにおいて満足度が 90％以上を目指します。 

 ・給食満足度調査において、満足度合が 95％以上を目指します。 

      ・定員充足を目指します。 



熊本市立雁回敬老園 

 運営理念 

『入所者一人ひとりの意思を尊重し、日々生きがいを持って自分の力で、自分らしく

楽しく日常生活が営まれるよう支援します。』 

基本方針 

個人の尊厳を守り、入所者が「笑顔で明るく楽しい」と感じることができる施設づく

りを目指します。そのためには「自己選択・自己決定」に基づく活動メニューやクラブ

活動・自主活動等を実施することで介護予防に繋げるとともに、施設内の生活にとどま

らず地域社会とのつながりを大切にした活動を通して、日々生きがいを持って生活でき

るよう支援します。 

 

 １ 入所者サービスの質の向上 

（１）自己選択と自己決定に基づく支援 

入所者の「自己選択・自己決定」に基づき『あなたの想い実現します。』と題した少

人数グループでの社会体験活動や食事や手作りおやつのセレクトメニュー等を実施し

ます。また、日々生きがいを持って日常生活が送れるようクラブ活動や自主活動、創

作活動、レクリェーション等を実施することで自立支援に取り組みます。 

（社会体験活動、食事セレクトメニュー、創作活動、クラブ活動、ショッピング、訪

問販売など） 

 

 （２）入所者の日常生活支援 

   入所者の尊厳が守られ、日々目的をもって自分らしく自立した生活が営まれるよう

支援します。そのためには、アセスメントシートで食事・入浴等の日常生活に関した

行為の分析によって、入所者一人ひとりの状態に応じた支援計画書を作成すると共に

生活状況・健康状態を十分に把握し、全職員が共有します。また、季節感のある施設

の各種行事を含め入所者が真に喜ばれる行事を企画し、個々の生きがいや生活の活性

化を図ります。 

 

（３）地域（社会）とのつながり 

地域の方々・地域自治会・民生委員児童委員・学校・保育園・ボランティアなど地

域や世代間との積極的な交流事業を実施し、地域とのつながりを大切にした活動を通

して入所者の自立支援に取り組みます。また、ボランティアや大学・専門学校からの

実習生等の受入れを積極的に行い、開かれた施設運営を行うと共に、実践活動の場を

提供するとともに福祉の人材育成にも努めます。 

 

 



 （４）安心・安全に暮らせる施設 

「入所者の安心と安全を守る」を基本とする建物や設備・備品の定期的に保守点検

を実施します。毎週月曜日の職員会議と３カ月に１回の事故防止対策委員会に於いて

日々の支援の中でのヒヤリ・ハット等の報告書を基に課題を整理し危険予測を行い、

ソフト面やハード面（生活環境等）の対応や設備による事故防止に努めます。また、

熊本地震の経験を忘れることなく、非常災害時には、関係機関への通報及び連絡体制

や備品（非常食等）の整備に万全を期します。 

 

 （５）快適に暮らせる施設管理 

   入所者が気持ちよく快適に暮らせるよう、良好な衛生、美観の維持を心がけ、快適

な環境を保持するため適切に日常清掃・消毒及び定期清掃を実施し、環境設備・美化

を図ります。さらに、職員自らが入所者にとっての最良の環境になることができるよ

うに努めます。また、園庭での花づくり、畑での野菜づくり等を入居者の自主活動と

も協同実施し、安らぎを感じていただけるような環境づくりに努めるなど、快適に暮

らせるよう入所者の意見や要望に対し迅速な対応をします。 

 

（６）環境に配慮した効率的な施設管理 

    入所者へのサービスの質を保ちながら、職員の節約に対する意識を高め省エネルギ

ー対策に取り組むなど環境負荷の低減を図り、各種資源の有効利用や経費削減に努め

ます。 

 

（７）地域包括支援センター等との連携強化や広報・ＰＲ 

地域包括支援センター、居宅介護支援事業所及び近隣市町村等との密接な連携に努

め、園の情報を発信するとともに、地域の潜在的な養護老人ホーム入所対象者の情報

収集に努めます。外部からの問い合わせに対しての訪問による対応や法人ホームペー

ジ・新聞等で施設の紹介等のＰＲや広報活動を実施します。また、毎月定期的に開催

される地域包括ケア会議に出席し、施設の現状報告及び広報を行うなど、養護老人ホ

ームのイメージアップを図り、関係情報の収集・広報に努めます。 

 

 

２ 人材確保と育成 

① 養護 3 施設で施設運営に関する課題の検討、入所者の支援サービスの質の向上、

また職員の資質向上等に関して、常に連携を図っていきます。そのために必要な

方策や指針等を検討するため、定期的な連携会議を随時開催します。（5 月連携会

議において 30 年度の計画を作成します） 

② 職員研修を計画的に実施し、入所者の支援や家族、地域からの相談に対応する



ことができるよう、介護・医療等に関する知識の習得に努めます。 

③ 日々入所者が気持ち良く生活していただけるよう『笑顔とあいさつ』を基本と

し、挨拶、言葉づかい、身だしなみ等接遇面の向上に努めます。 

 

３ ３０年度の成果目標 

①  入所者へのサービスの質の維持と向上を目指し、利用者満足度調査において、 

95％以上を目標とします。 

② 入所者にとって、安心かつ快適な生活場所を目指し、また、効率的な支援体制 

を確立します。 

  ③ 食事満足度調査において、満足度 95％以上を目標とします。 

④ 定員充足に向けて、少しでも多くの新規入所者受入れを目指します。 



熊本市老人福祉センター(西・南・北・川上・河内・天明) 

 

老人福祉センターは、当法人のサービス方針である「笑顔のあるくらしを支える」施

設として、利用者一人ひとりの自己選択による主体的な活動のお手伝いを致します。 

その主軸となる事業として、高齢者の生きがいづくりと社会参加実現の為、自主事業

である『元気づくりプラン』と『楽しみ発見プラン』を実施し、住み慣れた地域で生き

いきと自分らしく暮らす為の場を提供し、人生の喜びを実感して頂ける様努めます。こ

れは当施設の設置目的である「高齢者に対して、各種の相談に応じると共に、健康の増

進・教養の向上及びレクリエーションを行う施設」としての役割に適うものであり、今

後期待されている『世代や地域との交流の場』として、“交流の拠点”をキーワードに、

より深く地域に密着した老人福祉センターの発展に努めて参ります。 

また、個人情報保護についても一層の強化を図り、利用者から預かっている大切な情

報の管理徹底に努めると共に、各種研修により職員の資質向上にも努めます。 

 

（１） ３０年度の取り組み 

<自主事業> 

① 「元気づくりプラン」 

・介護予防に関し、脳トレなどの機能訓練による介護・認知症予防活動を定期的に実施し

ます。（６施設共通） 

・法人が持つスケールメリットを活かし、居宅介護支援事業所等の職員による健康や介護

に関する情報提供や相談会を随時実施します。（６施設共通） 

・各種表彰（ボランティア協力者・皆勤賞など）を年１回行います。（６施設共通） 

・南老人福祉センター、南部在宅福祉センターとの合同による利用者の健康増進を目的と

たウォーキングやバスハイクを実施します。 

・各老人福祉センターにおいて、利用者からの声を反映した多種多様な行事（健康体操・

囲碁大会など）を実施することにより利用者の健康増進と親睦を図ります。 

 

② 「楽しみ発見プラン」 

・西里老人福祉センターを含む７老人福祉センターと南部在宅福祉センターご利用者間の

交流を目的とした“第８回合同カラオケ大会”を開催いたします。 

・河内老人福祉センター及び西老人福祉センター利用者での、長寿の里デイサービスセン

ター訪問（歌や舞踊の披露など）、また、様々な交流ボランティアの輪を広げるための

活動を支援し、楽しみや生きがいづくりに努めます。 

 

 

 



<指定事業> 

① 「元気づくりプラン」 

Ａ 生活、健康等への各種相談 

・健康相談、なんでも介護相談として、法人内の有資格者による生活、健康、介護に

関する相談を随時実施し、利用者のくらしの不安解消に努めます。 

 Ｂ 講演会等の開催 

・口腔ケア、転倒予防、感染症予防等の健康増進や介護に関する講習会を年１回実施

します。 

・防災防犯や悪徳商法対策等の、生活に関する講習会を年１回実施します。 

 Ｃ 各種集会への場所提供 

・老人会、自治会等の地域の会合や趣味講座等の活動拠点としての場所を提供します。 

・趣味講座等の活動拠点としての場所を提供します。 

 

② 「楽しみ発見プラン」 

Ａ レクリエーション等の開催 

  ・舞踊、絵手紙、茶道、手芸、詩吟等の各種趣味講座を開催致します。 

  ・ふれあいフェスティバル、歌と踊りのフェスティバル、カラオケ大会等の各種自主

講座や、近隣の幼児・児童と歌やゲームでの交流を開催します。 

  ・入浴施設の清掃美化に努め、毎日楽しく快適に寛げる利用者交流の場と致します。 

   Ｂ アンケートの実施 

  ・年１回の利用者満足度アンケート調査や、イベント開催時や講座受講のアンケート

を実施し、ご利用者の興味や関心、ニーズの把握に努めます。 

 

（２） ３０年度の成果目標 

第４次中期経営計画、経営戦略の具体的取組を踏まえ、 

① 利用者アンケートによる利用者満足度１００％を目指します。 

（平成２８年度実績：９９．７％） 

② 各地域に於ける広報誌への施設紹介や催しの掲載を依頼するなど広報活動に努め、

利用者増を図ります。前年度比増を目標とします。 

③ 管理運営の仕様書に沿った的確な事業を実施します。 



中央デイサービスセンター  

デイサービス事業 

① 運営理念及び基本方針を明確にして利用者本位のサービスを提供します。 

<運営理念> 

「この施設は、ご利用者お一人おひとりの意思を尊重し、日々目的をもってご自

分の力で自分らしく楽しく日常生活を営めることを目指しています。」と定めます。 

<基本方針> 

  ・自己選択・自己決定を基本とした充実したプログラムメニューを提供します。 

  ・過度の介護を控え、自分の力によっていつまでも自分らしく元気に暮らしてい

けるように支援をします。 

・生活に伴ってのバリアに対応できるように、身体能力の維持向上を支援します。 

・ご利用者が安心・安全・快適に過ごしていただけるよう支援します。 

 

  運営理念と基本方針を職員全員が共有しその実現を目指します。 

 

② 平成３０年度の取り組み 

〇「継続は力なり」をテーマに機能訓練型デイサービスを推進します。 

・ある調査結果では、新規認定時から５年後では要介護度を維持した人はわず

か８％でした。またご利用者の平均年齢は８５歳ですが、多くの方々が今の生

活を続けていきたいというのが現実的なナマの声です。 

この事から、専門職である作業療法士により家庭生活で必要な生活能力の向上

に加え、ご利用者の自己（潜在）能力が発揮できる環境作りと支援に努め、自

立した在宅生活が継続できるよう支援します。 

・家庭での日常生活の場面において、トイレでの排泄動作、ベット上での起居

動作、居室内での歩行等、ご利用者個々の目標設定を行い、ＡＤＬの向上にむ

けた機能訓練を行います。 

・昨年度から、農作業を主とした園芸療法を取り入れています。これは心身機

能の維持向上を目的としています。普段閉鎖的な環境での生活から、定期的に

外へ出て、土に触れることで刺激を受けストレス発散と、苗植えから収穫その

後調理し食すまでの作業を通しご利用者間でのコミュニケーションの機会を得、

達成感を味わい精神的安定を図ります。 

・専門職が直接訓練にあたるだけではなく、ご利用者の生活機能の関わる状況

をアセスメントし、また生活機能向上に資する機能訓練の計画及び評価を行う

ことで、ご利用者が自己能力を活用し自立した在宅生活を継続出来るよう取り

組みます。 

・専門職による学習会を開催し、全職員の知識や技術の向上を図ります。 



 

〇ご利用者の状態観察や体調管理の充実を図ります。 

  ・役割分担を再編し看護業務の専従時間を確保することで看護領域の資質向上

と充実を図ります。また無線ＬＡＮによるＩＴの活用で業務の効率化を図りま

す。 

 

〇魅力的で特色あるデイサービスの展開を積極的に進めます。 

・アロマテラピーにより、植物のもつ自然の効果で心身のリラックスや幸福感

を味わっていただき、健康への維持・促進と快適な時間を提供します。またハ

ンドトリートメントを通じてスキンシップを図り、よりよいコミュニケーショ

ンの時間を作ります。 

・おやつ作りや革製の小物作りを行い、ご利用者の趣味活動を提供します。ま

た出来上がった作品については、商業施設等での展示会に出展しご利用者の生

活意欲の向上にむけて取り組みます。 

・満足度調査を年 2 回行い、利用者・家族のニーズの把握をし、活動計画の中

に反映し実施します。 

 

③ 総合事業及び有料サービスの実施 

・総合事業対象の方々については 2 時間から 3 時間程度の提供時間ですが、機能

訓練のサービスを提供いたします。 

介護保険の非該当になられた方々への受け皿として、引き続き有料事業を実施し

ます。 

 

 

地域交流事業 

① 餅つき大会等の地域交流事業を地域の実行委員会・事業所等と共催し積極的に

進めるとともに地域行事にも積極的に参加協力します。 

② 地域の男性高齢者同士の交流の機会を作る為、男子厨房クラブを実施します。 

③ 貸し館の利用促進をすすめ地域交流の強化を図ります。 

・地域交流の一環として地域の方々の趣味等の場として活用していただきま 

す。 

④ 地域との連携 

・「けんこう塾」年 2 回の開催 

楽しく自分の健康をチェックし、ご自身の体の状態を知っていただくことで、 



住みなれた地域で生活していただけるように、包括・地域と連携し、地域の

皆様に健康・栄養・介護に関する様々な情報を発信する機会として開催しま

す。 

（体組成チェック、骨密度チェック、基礎代謝量、脚部筋肉量、体内年齢等） 

・自治会 民生委員等 ３校区社協（壺川 黒髪 碩台） 老人会、医療機関

との連携会議へ出席します。 

・校区コミセン文化祭参加． 

いきいきサロン（毎月）．介護者教室開催． 

どんどや・収穫祭・歳末もちつき大会  

・保育園・幼稚園・小中高学校との世代間交流 

     育児サークル活動支援 

・壺川小の生活科授業の一環で施設体験学習・ナイストライの受け入れ 

インターシップ等 

    ・ボランティアの受け入れ 

 

各関係機関との連携 

・関係事業者（養護 包括 居宅 訪問介護）との連携を密に行い、サービ

スの質の向上を目指します。 

・中央デイ施設運営会議 3 委員会（地域交流・環境・広報）を構成し、随時

活動します。 

    ・交流研修の実施 

    ・他居宅 包括への利用実績報告に伴う定期訪問 

    ・壺川校区高齢者福祉推進部会議への出席 

    ・壺川校区いきいきサロンへの参加（毎月） 

 

広報活動 

① 広報 PR 活動の強化 

・広報ＰＲ活動について、3 ヶ月毎に行動計画を作成し、他法人居宅介護支援事

業者を中心に中央デイサービスの取り組みやサービス提供の状況を広報 PR しま

す。 

・作業療法士の配置による機能訓練の充実や十分な看護師の配置により個別対 

応が可能である旨 PR します。 

② 広報紙 「我が家」の発行 

利用者 家族 地域住民 包括 居宅 医療機関に配布するとともに民生委

員・自治会長 町内回覧 校区社協 コミュニティセンター 校区老人会へ配

布します。 



③ 中央デイサービスだよりの発行 

利用者 家族 地域住民 包括 居宅 医療機関などへ配布し中央デイサービ

スの取り組みや活動状況などをお知らせします。 

④ ホームページを活用し、デイサービスの取り組み等をアップして PR 活動を行い

ます。 

 

職員研修 

職員の資質の向上に向けた各種研修会開催・参加 

・九州ＰＴ、ＯＴ合同学会 

・看護職員・介護職員研修会 

・生活相談員・介護支援専門員研修会 

・熊本県老人福祉施設研究大会 

・熊本県介護保険施設連絡協議会研究大会 

・九社連通所介護部会研修会 

・九社連通所介護生活相談員スキルアップ研修会 

・リスクマネジメント研修会 

・認知症実践者研修会及びリーダー研修 

・内部研修会（月 1 回 職員会議開催時） 

 

３０年度の成果目標 

① ３０年度の目標値 

ア．デイサービスの利用率８５％ 

    イ．地域広報誌の発行年度３回  

ウ．地域交流事業の開催年４回     

エ．介護度の維持改善率８０％以上。 

    オ．利用者満足度アンケート（年度２回）において、満足度８５％以上。 

（２８年度は８１％、２９年度は７５％） 

    カ．施設間連絡会年３回 

    キ．介護福祉士の確保、全職員の４０％以上。 

 

②地域交流事業 

事業名 頻度 取り組み内容 

介護・ふくし相談 随時 中央デイの相談員及び居宅介護支援事業所

の介護支援専門員（CM）による介護・ふく

し相談 



男子厨房クラブ 年 2 回 料理を通じて地域の男性高齢者の交流の場

を提供する。 

けんこう塾 年 2 回 包括・地域と連携し、地域住民に健康・栄

養・介護に関する様々な情報を発信する 

歳末もちつき大会 年 1 回 地域住民参加型のもちつき大会実施。また 

近隣の保育園との世代間交流も同時に行う 

壺川校区運動会 年 1 回 地域の運動会に参加し、地域住民と交流を

深める 

友愛会保育園運動会 年 1 回 近隣の保育園の運動会に参加し、地域住民

と交流を深める 

健康麻雀クラブ 月 4 回 娯楽である健康麻雀等を通して、閉じこも

り傾向にある高齢者等の交流活動の推進を

行う 

認知症サポーター養成 年 1 回 居宅と共催し認知症サポーターの推進をは

かる 

いきいきサロン（壺川校

区） 

毎月 壺川校区のサロン活動を支援し、年に 2 回

は中央デイにて開催 

生活安全教室 年 1 回 自治会・防犯協会と連携し啓発活動に参加 

まちづくり推進委員会活

動支援 

年 6 回 ふれあい農園収穫祭（年 2 回）やふれあい

夏祭り、お月見会、どんどや、校区成人式、

歩こう会に参加 

壺川校区高齢者推進委員

会 

開催時 委員として参加し、企画実施を協働する 

壺川小学校行事への参加 年 4 回 入学・卒業式、音楽会、学習発表会等ネッ

トワーク作りの一環として参加 

壺川校区コミュニティー

センター文化祭協賛 

年 1 回 文化祭へ協賛し相談窓口を開設 

育児サークル活動支援と 

ふれあい交流会 

年 6 回 行事開催時協力と高齢者との世代間交流会

を定期的に実施 

小中学校介護 体験 随時 壺川小、竜南中、籐園中等近隣の学校の介

護体験・交流を実施 

 



中央居宅介護支援事業所 

（１） 平成 30 年度の取り組み 

①地域の福祉・介護の拠点として地域住民に信頼されるよう努めます。 

（ア） 地域交流事業の開催時や貸館利用者に「介護の相談が気軽にできる事業

所」と認識してもらえるように、拠点の事業所が連携してアピールしてい

きます。また、地域の行事にも積極的に参加して顔の見える関係作りをし

ていきます。 

（イ） 地域の自治会や民生委員、老人会等との連携を図り、相談等があれば、適

切かつ迅速な対応を行います。 

（ウ） 各地域包括との協力体制を強化し、地域の居宅介護支援事業所としての役

割が果たせるようにします。 

 (エ) 平成 30 年の法改正に合わせた地域活動ができるように情報収集を行い、迅

速に対応ができるようにします。 

②利用者の二―ズに対応した質の高いサービス提供を目指すため、職員の質の向 

上に努めます。 

（ア）利用者の声に耳を傾けて誠実な対応ができるように、話し方や服装等接遇

面の研修を行い、信頼されるケアマネの育成に努めます。 

（イ）事例検討会を定期的に実施し、それぞれが困難ケース等に対応できるよう 

に研鑽に努め、各ケアマネのスキルアップを図ります。またケアマネがひ 

とりで困難ケースを抱え込まないような体制づくりをします。 

（ウ）居宅介護支援事業者協議会や介護支援専門員協議会等の関連団体の外部研

修に積極的参加し、事業所の全体の質の向上に努めます。 

主任介護支援専門員の養成に努め、介護支援専門員のリーダーとしての役

割を担える体制を作ります。 

（エ）圏域の主任介護支援専門員の会議に出席し、地域の社会資源の情報を常に

把握するとともに、圏域の課題について、協議していきます。 

（オ）介護保険改定でさらに自立支援のマネジメントが強化され、ケアマネへの

指導も強化される方向性にあるため、改定の内容を熟知し、マネジメント

に反映させていきます。 

③積極的に広報活動を行うとともに関係機関との連携強化に努め、利用促進を図

ります。 

（ア） 中央デイサービス拠点の各事業所と連携を図り、地域の方々に「中央デイ

が地域の福祉の拠点」として認識し活用していただけるようにします。 

（イ） 効率的に事業所や病院等へ訪問し、個人情報を遵守しながら情報を共有し

て利用者の在宅生活向上に努め、新規利用者の紹介に繋がるようにします

。 

（ウ） 地域民生委員や自治会等へ個人情報を遵守しながら情報提供を行い、地域

包括ケアでの連携を図ることで法人内のサービスの利用向上を目指します

。 

（エ） 法人内の関係事業所と情報を共有し、相互のサービスの質の向上に努めま 

す。 

 

（２）平成 30 年度の成果目標 

    年間目標プラン件数   

ケアマネ４名×３５件(１４０件)  

パート３日/週 ２０件 

      １６０件/月(うち予防２０×1/2 件)   １，９２０件/年  



中央ヘルパー事業所  

平成 30 年度についても、前年度に引き続き“あなたにも、家族にもやさしい介護を届

けます”を運営理念として掲げます。 

また、サービス提供責任者を中心に「顔の見えるサービス」の推進に努めていきます。  

さらに、ヘルパー40 名体制を事業所の強みとしてアピールし、新たなご利用者の獲得

を行い、各事業、前年度比 2％ＵＰを目標にします。 

 

１．３０年度の取り組み 

① サービス提供体制の基盤の強化 

ア サービス提供責任者を中心とした関係づくり 

外部の居宅介護支援事業所及び包括支援センター・相談支援センター等に対し、各

チームのサービス提供責任者を「顔」とし、関係機関から信頼を得られるよう、報

告連絡等を密にとります。 

また、担当者会議に積極的に出席し、ご利用者とご家族、関係機関との連携に努め

ます。 

 

イ 介護サービス提供体制の基盤強化 

  サービス提供責任者及び常勤ヘルパーの雇用の安定が図れるよう環境整備に努め

ます。 

  また、常勤ヘルパーについては、将来のサービス提供責任者となれるよう育成を

図ります。さらに、サービスの集中する時間帯に人員が確保できるよう引き続き

パートヘルパーの確保に努めていきます。 

  また、土日・夜間のみなど短時間活動可能なパートヘルパーの確保にも努めます。  

 

② 営業・広報活動の推進と各事業との連携 

ア 営業・広報活動の推進と新たな展開 

事業所の強みとしてあげている「ヘルパー40 名体制」をチラシ等で打ち出し、未

利用の居宅、包括への営業活動を行います。 

また、事業所単位の研修会開催時にはその様子をチラシにし、居宅介護支援事業所

や包括支援センターなどに実績報告の際にお持ちします。 

 

イ ホームページの活用 

中央ヘルパー事業所の研修会の様子などをホームページの更新を行います。 

 

ウ 法人内事業との連携 

法人内の養護老人ホームと引き続き連携を図り、訪問介護の利用促進をすすめます。 



 

③ ヘルパーの質の向上と研修の強化 

・ 事業所単位での研修に取り組みます 

所長（管理者）、サービス提供責任者、常勤ヘルパーについては職責に応じた研修

を、計画に基づき実施し、質の向上を図ります。 

全体研修として、質の向上のために接遇研修を行います。中央ヘルパー事業所で実

際にあった事例について検討し、日々の活動の振り返りを行います。 

また、昨年に引き続き、記録についての研修を行います。場面に応じた記録の書き

方を学び、チーム懇談会で定期的に振り返りを行います。 

・ 月 1 回開催されるチーム懇談会では情報の共有化を図るとともに、日々のサービス

へフィードバックできるよう事例検討を行います。 

・ 中央ヘルパー事業所は、家事サービスが８０％以上を占めており、特に調理に関し

ては、多様なニーズがあります。そのなかでもご利用者からニーズの多い季節の食

材に応じた調理を 1 回、介護食の調理実習を 1 回行います。 

・ 外部の研修に出向き、そこから得たものを全体で情報を共有し、良質なサービスの

提供へ結びつけるように各自のスキルアップを図ります。 

・ ヘルパー協議会の研修については、各種制度の動向や、同業種との情報交換の場と

して積極的に参加していきます。 

 

④ 各事業の推進 

ア 介護保険事業 

・ 急速に増加する認知症高齢者に対応するために、専門性の高いサービスを実施しま

す。 

・ 介護保険制度における記録についての研修などを行い、より専門性の高い記録にす

るとともに、ご利用者の心情に配慮した記録ができるよう努めます。 

・ 制度に対する理解を深めるとともに、サ責会議等で情報共有に努め、サービスの向

上につなげます。 

 

イ 障がい者総合支援法 

・ 精神障がいに対する理解を深め、ご利用者の気持ちに沿った対応ができるよう努め

ます。 

 

ウ 受託事業 

市からの委託を受け「産後ホームヘルプ事業」、「養育支援事業」、「高齢者生活援助

事業」の利用の促進を図ります。 

なかでも「養育支援事業」については障がい者総合支援法へ、「高齢者生活援助事



業」については介護保険制度へ移行できるよう働きかけを行います。 

 

エ 有料ホームヘルプ事業 

・ 介護保険等公的制度では非該当である方々へのサービス、あるいは、入退院時のお

世話や、外出時の支援または、遠距離までの買い物等、介護保険等公的サービスで

は対応できないものについて、有料のホームヘルプサービスを紹介し、ご利用者の

満足度を高めます。 

 

オ 日常生活支援総合事業 

従来の制度から引き続きご利用を頂けるよう、サービスの質の向上に努めます。 

また、要支援者のご利用者様に対し、その方の能力を最大限に活かすことができる

よう支援します。 

 

 

２．平成 30 年度の成果目標 

・目標収入額         72,332,270 円／年 

・ご利用者月平均数      300 人の確保／月 

・サービス提供時間月平均   2,000 時間 ／月 

・パートヘルパー       2 名の確保 ／年 

 

 



長寿の里デイサービスセンター 

〔運営理念〕 

 この施設は、ご利用者お一人おひとりのご意志を尊重し、日々目的をもって自分の

力で自分らしく楽しく日常生活が営めることを目指します。 

 

〔基本方針〕 

・ 自己選択・自己決定を基本とし、充実したプログラムメニューを提供します。 

・ 過度の介護は控え、自分の力によっていつまでも自分らしく元気に暮らしていけ

るように支援します。 

・ 生活に伴ってのバリアにも対応できるように、身体能力の維持向上を支援します。 

・ 職員は安全に配慮して見守りに徹します。 

 

（Ⅰ）３０年度の取り組み 

Ⅰ.魅力的で特色ある事業展開 

（１） 在宅での安心計画を実施します。 

理学療法士・看護師を中心に自宅を訪問しサービスの実施、利用者・家族・

CM の希望に応じていつでも対応できる体制を作ります。 

   ①在宅アセスメント（個別機能訓練Ⅱ実施者等） 

②自宅での過ごしやすい環境づくりのお手伝い 

③介護方法のレクチャー 

④介護悩みごと相談 

気軽に相談できる関係性の構築と医療との連携を図ることで、CM からの信

頼度アップを図ります。また、随時情報をフィードバックすることで広報

の機会を多くつくり、また、連携強化を図ることで新規利用者獲得に繋げ

ます。 

     ここで得た情報を全職員が共有しながら、家庭に準じた支援を行うことで、

家族・利用者が安心して在宅生活を続けられるよう取り組みます。 

    ⑤楽しみながらできる機能訓練の提供 

     様々な用具を用いたメニュー（ペットボトル蓋開け、マグネット数字合わ

せ等）により、楽しみながら機能訓練ができます。 

 

（２） 自立支援（自己決定、自己選択）プログラムメニューの充実を図ります。 

◎ 機能系 

【効果】日常生活機能の維持・改善や認知症予防と脳の活性化、下肢筋力低

下予防、達成感の充実 

・運動コース    個別機能訓練・青竹踏み・チューブ・平行棒・ボール・



歩行訓練・段差昇降等看護師や理学療法士等専門的訓練

等の実施。 

・脳力いきいきコース レク型・パズル型・回想、会話・学習型等。脳の働き

に好影響を与える取り組みの資料を基に、長寿オリジナ

ルのプリントを作成します。 

           手芸、折り紙、さくらほりきり、その他の工作を実施

することによる手先の運動。その運動による脳の活性化。

工作物の完成による達成感を味わい、さらには、デイ内

や明飽苑での展示により満足感を獲得できる取り組み

を行います。 

           季節感あふれるものを題材に、毎季、利用者全体作品

を作成して施設内に展示し、来訪者にアピールします。 

    ・回廊歩行コース   万歩計の導入や、歩行距離による分かりやすい目標の達

成を導入（富士山何合目、日本一周どの当たり等）し、

達成時には表彰します。 

◎ 趣味系 

【効果】デイ内での利用者間交流。ストレス解消。指先を使うことによる脳

内血行促進と活性化。更にアイデア模索や手順の考察による前頭葉

活性化、記憶障害や認知症予防。 

・魅力アップコース  将棋・俳句・手芸・習字・カラオケ等。 

           将棋においてはご利用者間の対戦成績表の作成等に

よる工夫。 

           俳句は館内の掲示、優秀作品を本人承諾後に俳句展

などへの応募支援を行い、達成感の獲得を支援します。

習字も同様の取り組みを行います。 

           俳句や習字などの作品を、定期的（年２回）に冊子

にまとめ作品集として配布します。 

・園芸コース     高校生ボランティアと一緒に実施。収穫物の販売、

デイ内料理教室への提供等、達成感や満足感、利用者間

の協力によるコミュニケーション等の効果を得られる

取り組みを行います。計画段階より利用者と話し合って

園芸作物の年間計画の作成。また収穫物をデイの料理行

事への提供を行います。 

◎ ゆったり系 

【効果】安心できる環境による安楽効果、血行促進と免疫力アップ、脳の活

性化、認知症の予防。 



・悠々コース        マッサージチェア・テレビ・交流等 

                      くつろげる環境で好みの映画等の DVD を選択し、鑑賞で   

きるようにします。 

・読書コース    新聞や週刊誌等を読むことによる、日付や最新の時事問

題 の 認 識 、 好 み の 文 庫 本 等 の 文 芸 に 親 し み 、          

読書しやすい環境づくりへの取り組み。くつろぎながら読

書を楽しめる場所を提供します（カフェのようにくつろげ

る場所）。 

    各種コースを選択される際に、メニューの作成や作品・写真の展示等により、

取り組みやすい環境づくりを行います。 

 

（３）利用者ニーズを把握（適切なアセスメントを実施）し、迅速な改善を目指し、

満足度の向上を図ります。 

  ・満足度アンケート調査を実施（年１回）し、利用者の声をプログラムに取り

入れながら、個別のニーズに応えるため実施します。 

  ・利用者のみではなく、その家族が求めているサービスの把握にも努め、簡単

に記載できる様式でのアンケートや、家庭でのお困りごとはないか否かの状

況把握にも役立て、適切なサービス提供や関係機関との連携強化に役立てま

す。 

  ・総合支援事業の動向やデイ利用者・家族のニーズを把握しながら、有料サー

ビスの在り方も検討・実施すると共に、既存の利用者が安心して継続できる

よう支援します。 

・団塊の世代に流行した関心のあるメニューを調査し（インターネットによる

統計情報の確認、デイ専門誌等による他事業所事例の確認と導入）、タイムリ

ーに導入します。 

 

Ⅱ.広報活動と地域交流の強化 

（１） 広報誌の発行及びホームページを有効活用します。 

  ①「長寿の里通信」を発行します。（年 2 回） 

・利用者・家族・居宅（包括）・地域等に配布して、さらに認知度アップに努

めます。 

   ②ホームページで長寿の里の「生きた情報」をタイムリーに発信していきます。

（年４回以上） 

   ③毎月の定期的な居宅介護支援事業所への実績報告や営業活動の実施に加え、

新規開拓の為の広報活動を長寿拠点として計画的に実施いたします。 

 



（２） 地域交流事業の開拓 

① 地域貢献としての外部事業に取り組みます。（野中はつらつサロン 月１回） 

② 秋祭り等地域参加型イベントを開催します。（年１回以上） 

③ 地域ボランティア（スマイルクラブ）を定例化します。 

④ デイサービス来所のボランティア公演を地域へ周知、参加いただき交流の促

進と PR を行います。 

 

（３） 地域団体との連携 

① 社協等ボランティア団体への積極的働きかけを図り、スマイルクラブ登録を

推進します。 

② 研修室（会議室）の提供を通して地域に開かれた施設を目指します。 

③ 地域イベントの準備協力を通して地元住民との連携を強化します。 

 

Ⅲ.職員の資質向上を図ります。 

① 職員の資質向上に向けた各種研修会の開催・参加に努めます。 

・老施協主催の各種研修会・ケア連携研修会・通所介護計画研修会・認知症

実践者研修・レクリエーション研修会・リスクマネージメント研修会・感

染症研修会等 

・内部研修を年 4 回実施 

② 接遇強化に努めます。 

・サービス事業所としての心構えを徹底するため、今月の目標（標語）をつ

くり、毎朝唱和することで意識の向上に繋げると共に、接遇研修を年１回

以上実施します。 

 

（Ⅱ）３０年度の成果目標値 

・ ３０年度の利用目標値：通所介護（1 日３５名） 

・ 収支黒字の増大：安定かつ、自主経営が可能とする収支 

・ 稼働率：８３％以上 

・ 利用者満足度アンケート（年１回）による満足度９０％以上 



長寿の里認知症対応型通所介護事業所ゆるり 

〔運営理念〕 

 この施設は、ご利用者お一人おひとりのご意志を尊重し、日々目的をもって自分の

力で自分らしく楽しく日常生活が営めることを目指します。 

 

〔基本方針〕 

・ 一人ひとりの認知症症状・個性に合わせたケアを行い、周辺症状の出現を抑え認

知症の進行を遅らせる支援を行います。 

・ 効果的に脳の活性化を図るにあたり、充実したプログラムメニューを提供します。 

・ 過度の介護は控え、自分の力によっていつまでも自分らしく元気に暮らしていけ

るように支援をします。 

・ 生活に伴ってのバリアにも対応できるように、身体能力の維持向上を支援します。 

・ 他事業所より接遇面が秀でている事業所を目指し、常に笑顔で明るい対応を心が

けます。 

 

（Ⅰ）３０年度の取り組み 

Ⅰ.魅力的で特色ある事業展開 

（１） 利用者本位の個別ケアを実現します。 

・その方の歩まれた人生を基に、ご本人の希望や、ご家族の思いをお聞きしな

がら、一人ひとりに沿ったプログラムメニューを提供します。 

・一日のスケジュールを出来る限り固定せず、柔軟性のある個別ケアを実践し

ます。 

（２） 様々な活動を行うことで脳の活性化や自信の回復に繋げると共に、心身の機能

低下の防止・改善や認知症の進行防止に効果的な、各種維持改善療法に取り組

みます。 

① 個別プログラム 

・脳の機能訓練等、多種多様なプログラムの中から、一人ひとりにあったプロ

グラムを選別し、取り組んでいただきます。 

② 係り活動 

・一人ひとりが洗濯たたみ等の役割を持つことで、自信の回復に繋げます。 

③ 園芸活動 

・花や野菜を育てる、土を触る、苗を植える等の活動を通して脳の活性化を図

ります。また、花や野菜の成長を見守る、収穫することにより満足感や充実感

を助長し、ご利用者の自信を回復させる効果が期待できます。 

④ アロマセラピー      

・気分や不安を和らげる等の効果のあるアロマを使用し周辺症状を抑えます。 



⑤ 音楽活動  

・懐かしい馴染みの歌を歌うことで当時の記憶や活き活きとした感情を蘇らせ、

歌唱は呼吸運動を円滑にし、心肺機能を高めます。        

⑥ サークル活動 

・手芸、工作、書道、生け花、塗り絵等の趣味活動に参加することで、達成感

を味わうと共に精神的安定を図ります。 

⑦ 運動療法       

・ボール体操、セラバンド運動、下肢筋力アップ運動や、ウォーキング等適度

な運動に無理なく取り組み、運動機能や心肺機能の維持改善、脳の活性化を促

します。 

⑧ 外出行事         

・地域資源を活用し外出することで、五感を通じて季節感を味わいながら、心

身のリフレッシュを図ります。               

 （３）家族・利用者が安心して在宅生活を継続できる支援を行います。                           

① 介護悩み相談を行うことで認知症介護の負担軽減 

② 介護方法のレクチャー 

③ 認知症介護に関する情報提供 

（４）利用者ニーズを把握し及び迅速な改善を目指し、満足度の向上を図ります。 

   ①満足度アンケート調査を実施（年 2 回）し、利用者の声をプログラムに取

り入れながら、個別のニーズに応えます。 

   ②他施設実習や見学を通して、取り入れる所を吸収して、魅力あるプログラ

ムづくり等サービスの質と向上、職員の育成を目指します。 

 

Ⅱ.広報活動と地域交流の強化 

（１） 広報誌の発行及びホームページを有効活用します。 

① 「長寿の里通信」を発行します。（年 2 回） 

・利用者・家族・居宅（包括）・地域等に配布して、さらに認知度アップに努

めます。 

② ホームページ等を活用し、長寿の里の「生きた情報」をタイムリーに更新し、

発信していきます。（長寿デイ共有、年 4 回以上） 

（２） 地域との交流 

① 地域の老人会の活動に協力し、介護予防、認知症予防の情報を発信し、地域

に貢献します。 

② 地域参加イベント等を開催し、地元に信頼される施設作りを目指します。 

③ 町内の老人会、包括、民生委員等の意見、協力を仰ぐ機会を設け、事業運営

にいかします。 



④ 地域貢献としてサロン等に積極的に参加します。                                                

（３） 地域団体との連携 

① 社協等ボランティア団体に積極的に働きかけ、ボランティアの受け入れを推

進します。 

② 研修室(会議室)の提供を通して地域に開かれた施設を目指します。 

 

Ⅲ.職員の資質向上を図ります。 

① 職員の資質向上に向けた各種研修会の開催・参加に努めます。 

・老施協主催の各種研修会・ケア連携研修会・通所介護計画研修会・認知症

実践者研修・レクリエーション研修会・リスクマネージメント研修会・感

染症研修会等 

② 他法人の同事業所及び居宅・包括、養護老人ホームとの連携を図り、職員交

流の場（勉強会等）を設け自己研鑽・質の向上に努めます。（１回以上/年） 

③ 接遇強化に努めます。 

・サービス事業所としての心構えを徹底するため、今月の目標(標語)をつく

り、毎朝唱和することで意識の向上に繋げると共に、接遇研修会を年 1 回

以上実施します。 

 

（Ⅱ）３０年度の成果目標値 

・ ３０年度の利用目標値： １日１１名 

・ 収支均衡：安定した自立経営を可能とする収支 

・ 稼働率：９０％以上 

・ 満足度アンケート（年２回）による満足度９０％以上 



長寿の里居宅介護支援事業所 

（１）平成３０年度の取り組み 

①地域の介護情報提供の拠点として地域住民に信頼されるよう努めます。 

（ア） ささえりあが開催する研修や介護相談、集いの場『こはるカフェ』の運営に参

加し、包括との連携や地域住民との信頼関係作りに努めます。 

（イ） 介護予防・総合事業の委託や困難事例の対応等を通して、各包括支援センター

との連携強化を図ります。 

（ウ） 老人センター等との連携を図り『地域の相談所』としての機能役割を定着させ

るよう努めます。 

②利用者の二―ズに対応した質の高いサービス提供を目指すため、職員の質の向上に

努めます。 

（ア）要望に応じ営業時間外の訪問や、２４時間電話転送の体制をとり、いつでもど

こからでも気軽に相談できる体制を整えます。 

（イ）困難事例や自立支援マネジメントの強化に伴う地域ケア会議への事例提出や積

極的な参加により、様々なケースに対応できるよう研鑽に努め、各ケアマネの

スキルアップを図ります。 

（ウ）包括圏域の主任ケアマネ部会の運営を中核的に担い、包括や外部居宅との連携

を強化・情報交換を密に行なうことで、地域包括システム構築に向けた活動や

圏域内のケアマネの質の向上等、主任ケアマネとしての役割を果たします。 

（エ）年間計画に基づいた月１回の内部研修及び、週１回程度のケアマネミーティン

グ（事例検討・事業所見学・行政からの伝達・最新の福祉用具の試用・制度改

正の共有等）を確実に行います。 

（オ）外部研修への積極的な参加を行うと共に、伝達研修を確実に行い事業所の質の

向上に努めます。 

（カ）介護保険改定でケアマネへの指導も強化される方向性にあるため、介護保険改

定の内容を熟知し適切なマネジメントを行ないます。 

③関係機関との連携強化に努め、利用促進を図ります。 

（ア） 拠点の事業所と連携しながら、イベントや地域活動を通して認知度アップを図

ります。 

（イ） 拠点の事業所と協働してチラシを作成配布するなど、効率的に事業所・病院・

地域包括支援センター・障がい者施設等への広報を行い、利用者獲得を目指し

ます。 

（２）平成３０年度の成果目標 

①年間目標プラン数 介護 99 件／月・予防 12 件/月（予防 1/2 換算で計 105 件） 

②健康相談・・・西老人センター、天明老人センター 2 ヶ月毎 年間合計 12 回 



長寿の里ヘルパー事業所 

“あなたにも、家族にもやさしい介護を届けます” 

長寿の里ヘルパー事業所は「地域に根ざした顔の見えるサービス」を展開します。

介護や支援が必要な方々が住み慣れた地域で生活していけるよう、関係諸機関と連

携して支援します。 

 

（1） Ｈ30 年度の取り組み 

① 総合事業への取り組み 

・平成 29 年度から熊本市で始まった「介護予防・日常生活支援総合事業」が完全移行

になりますが、引き続き、地域の高齢者が安心して生活できるよう支援していきま

す。 

② 地域に根ざしたサービスとニーズへの対応 

・地域に根ざしたケア、特にこれから増えてくる認知症の高齢者のみの世帯・認知症

の高齢者と障がいのある方のみの世帯でも、住みなれた地域で安心して生活が続け

られるよう、関係機関と連携して支援していきます。 

・居宅介護支援事業所等の関係機関との連携を密にとり、情報の提供や収集をしなが

ら、介護職としての『気づき』を大事にしてご利用者様のニーズの把握に努めます。 

また、ご本人の能力を活用し、出来ない部分の支援を行いながら、『その人らしい生

活』が住み慣れたご自宅で一日でも長く送れるよう努めます。 

③ 広報活動の推進と各事業との連携 

・長寿の里ヘルパー事業所を知ってもらい、選んでいただけるよう、長寿の里通常デ

イや認知症デイと協力して関係機関への広報活動に努めます。 

・事業所の活動の様子などをホームページ等で発信します。経験豊富なホームヘルパ

ーがきめ細かにお応えできる事、そのことで介護者の方の負担軽減が図れる事など、

長寿の里ヘルパー事業所の特徴を活かした内容をホームページ等に掲載していきま

す。 

・法人内の養護老人ホーム（明飽苑）や老人センターと引き続き連携を図り、介護や

支援が必要な入居者や地域の方々へ訪問介護の利用を勧めていきます。 

④ ヘルパーの確保と研修の強化 

・基準緩和型の研修終了者を獲得し、法人のキャリアアップ制度を活用して、介護職

員初任者研修、実務者研修、介護福祉士とスキルアップを目指せる環境にします。 

・チラシやポスター等の地域への広報活動を通じて、働きやすい職場環境をアピール

し、新規ヘルパーを確保します。 

・所長（管理者）、サービス提供責任者、常勤ヘルパー、パートヘルパーごとの職責に

応じた研修を、計画に基づき実施し、資質の向上を図ります。これから取り組みが

必要不可欠な「認知症ケア」及び「終末期ケア」については、当法人の訪問介護事



業所全体で、それぞれに精通し経験と実績を兼ね備えた外部講師に依頼し、実践ま

で取り組めるよう内容の充実を図ります。また、必要な資格取得の支援も行います。 

・生活援助においてヘルパーは、ただお手伝いするのではなく、ご利用者様に自立を

促すようなサービスが提供できる専門職であると意識の改革をしていきます。 

・ヘルパー協議会の研修については、各種制度の動向や、同業種との情報交換の場と

して積極的に参加していきます。 

・長寿の里ヘルパー事業所として地域のネットワーク会議等に参加し、情報交換や困

難事例の検討会を通して資質の向上に努めます。 

⑤ 各事業の推進 

・既存のご利用者の入退院時のお世話や通院介助、外出時の支援等の介護保険等公的

サービスでは対応できないものについては、有料のホームヘルプサービスを紹介し、

ご利用者の満足度を高めます。 

 

（2） 平成 30 年度の成果目標 

・ 2％増のサービス時間（現況 925 時間から 940 時間）を目指します 

・ 新規パートヘルパー１名の確保を目指します。 

 

 

 



西里デイサービスセンター 

【運営理念】 

西里デイサービスセンターでは、ご利用者お一人おひとりの意志を尊重し、ご利用

者様が、日々目的をもって自分の力で自分らしく楽しく日常生活が営めることを目指

し支援しています。 

【基本方針】 

・自己選択・自己決定を基本とし、充実したプログラムメニューを提供します。 

・過度の介護は控え、自分の力によっていつまでも自分らしく元気に楽しく暮らし

ていけるように支援をします。 

・身体機能の維持向上を目的とした、機能訓練の充実に努めます。 

・生活中のバリアにも対応できるように、身体能力の維持向上を支援します。 

※職員は運営理念と基本方針を全員で共有し、利用者の安全に配慮し必要に応 

じた支援をします。 

 

Ⅰ．３０年度の取り組み 

１．効率的運営の確立 

（１）３０年度は、診療・介護報酬の同時改定のほか、医療計画、介護保険事業計 

画、医療費適正化計画、介護給付適正化計画など、様々な施策が見直されます。 

これらのことを踏まえ、通所介護としての機能をしっかりと認識したうえで、新 

しい制度のもとでも安定した運営と継続的なサービスの提供ができるよう、状況 

を踏まえながら対応してまいります。 

（２）特に、今後重要視されていくことになる機能訓練面については、デイサービ 

スセンターとして効果的な訓練ができるよう、機能訓練の方法等を検討工夫し、

ご利用者の身体機能の改善と向上を図ることによって、日常生活がスムーズに行

えるようになることを目的に職員全員で取り組んでまいります。 

 

２．魅力的で特色のある事業展開 

（１）要支援のご利用者のご要望に応え、要支援の方にとっても意義のあるデイサー 

ビス利用とするため、要支援の方を対象とした機能訓練プログラムを行います。 

（２）ご利用者様が住み慣れた地域において安心で安全な生活が継続できるよう、生 

活に直結する機能訓練プログラムの充実に重きを置きながら支援していきます。 

① 支援にあたっては、理学療法士、作業療法士、看護師、相談員、介護職員が 

協働してあたり、ご利用者の居宅訪問を行いながら、アセスメント及び効果的 

なリハビリメニューの作成・評価を行います。 

② くもん学習療法を機能訓練（機能訓練Ⅰ）として位置付け、充実、拡充を図 

ります。２名の学習療法マスターと他職員全員がくもん学習療法実践士として、 



くもん学習療法の充実を図ります。 

③ 機能訓練充実のため、これまでの創作活動や学習療法に訓練としての機能を 

持たせ、楽しんで取り組める個別機能訓練の充実を図ります。また、その効能 

をご利用者にお知らせし、活動への動機づけを行います。 

（３）ご利用者から選ばれる自立支援（自己決定、自己選択）プログラムメニューの 

更なる充実を図ります。 

① ご利用者お一人おひとりの目標を明確にし、状態に合わせた自立支援を行い 

ます。職員の持ち味を生かした活動メニュー（自分史作成、アロマ、ペン習字、 

書道、エコクラフト、手芸、ちぎり絵、園芸、カラオケなど）を準備しご利用 

者に選択していただきます。また、ご利用者にはこれまでの知識や経験を活か 

してそれぞれに役割を持って活動していただきます。 

② ご利用者から要望が多い買い物などの外出行事を日常動作訓練の一環とし 

て計画的に実施します。 

③ 脳機能の維持・向上のプログラムを行い、認知機能の維持・向上を図りま 

す。 

④ ゆったり広い浴室や浴槽で安心・充実・快適の入浴を提供します。個浴や機 

械浴を活用し、車いすご利用の介護度の高い方にも安全・安心に入浴していた 

だきます。 

⑤ 旬の食材を使用した季節感ある給食をお一人おひとりの状態に合わせた形 

態で提供します。 

（４）認知症や介護度の高い方の受け入れを進めます。 

認知症の方や介護度の高い方には理学療法士・作業療法士の指導のもとに心身の

状態に合わせた活動の内容を検討し、落ち着いた環境で過ごしていただきます。 

・認知症実践者研修修了者４名 ・認知症ケア専門士２名 

・職員全員が認知症、重度要介護者ケア及び機能訓練についての知識習得

に努め、専門的な介護にあたります。 

（５）館内の広さや老人センター併設の利点を活かし、老人センターとの交流や掲示 

の工夫を行い、楽しみながら廊下の移動などをしていただくことで、下肢筋力そ 

の他の機能の維持向上を図ります。  

（６）利用者ニーズの把握と満足度向上を図ります。満足度アンケート調査を 

実施し、利用者の声を反映し職員の創意工夫を加えて満足度向上に努めます。 

 

２．地域交流事業及び地域貢献 

（１）地域交流事業や地域貢献 

① 西里ふれあい祭や家族介護者教室等の地域交流事業を積極的に進めます。 

② いきいきサロンや民生委員例会、自治会例会等の地域事業に協力し、地域 



の方々との連携を図ります（民生委員例会、自治会例会、その他要請により

随時）。 

③ 近隣の学校、大学等からの実習や福祉体験等の受け入れを積極的に行い、

地域の社会資源としての役割を果たし、地域への貢献とともに交流を図りま

す。 

④ 地域ボランティアの受け入れを充実させます。「スマイルクラブ」への登

録を推進し、地域に開かれた施設づくりを進めます。 

⑤ 老人福祉センターに介護相談窓口を設置することで、地域への貢献ととも

に地域ご利用者との交流促進を図ります。 

（２）老人センターとの交流事業 

デイサービスセンターご利用者と老人センターご利用者との日々の活動に

おける交流を積極的に進め、「勝手にボランティア」などの活動を推進します。

また、その交流により、地域の繋がりを保ちます。 

 

３．広報ＰＲ活動 

① ホームページ、広報紙、チラシ等を活用し、個別機能訓練やくもん学習療

法による体力や脳機能の維持・向上を関係機関に向けＰＲし、利用者獲得に

繋げます。自己選択活動やボランティアについても随時発信していきます。 

② 地域活動（民協例会、自治会、老人会、校区コミセン等）を通してデイの

活動や家族介護者教室や講演等を地域へＰＲし広報範囲拡大を図ります。 

 

４．職員の資質向上と関係機関との連携強化 

    ① 地域の居宅介護支援事業所や地域包括支援センター、近隣の関係機関との 

連携強化を図り、顔の見える関係づくりを目指します。 

② 事業団内の居宅介護支援事業所や訪問介護事業所との連携を図り、情報収

集に努めるとともに、より効率的な営業活動を計画・実行することで利用者

の増加に繋げます。 

③ 各種研修会（リスクマネジメント研修会、感染症対策研修会、認知症研修

会など）への計画的な参加、伝達研修により職員の資質向上を図ります。 

（ア）認知症研修には特に重点を置き、全職員が認知症への理解を深め適切な

対応をいたします。 

（イ）重度要介護者ケアや機能訓練の方法等についての研修を行い、知識、技

術の習得を図ります。 

（ウ）理学療法士、作業療法士を加えた施設内研修により、機能訓練や作業療

法への知識、技術の理解を深め、個別機能訓練の拡充やケース検討の解決

策を図ります。 



④ 接遇を徹底させ、来所された全ての方に職員が笑顔で接します。 

⑤ 個人情報の取扱いについては全職員でその重要性を認識し、保管・取り扱

い等について十分に注意を払います。 

 

Ⅱ．３０年度の成果目標 

・３０年度の利用率目標値 87.0％ 

・介護度の維持改善率 80％以上。 

・利用者満足度アンケートによる、満足度の増（満足度 90％以上）。 

 



熊本市西里老人福祉センター 

 西里老人福祉センターは高齢者の「笑顔のあるくらし」を支える施設として、いき

いきと自分らしく過ごしていただけるための場を提供し、お一人おひとりの主体的な

活動を通して生きがいづくりと社会参加実現を支援し、更には人生の喜びを感じてい

ただけるよう努めます。 

 また、デイサービスセンター併設の利点を活かし、老人センターご利用者とデイサ

ービスセンターご利用者との交流や合同行事の機会を多く作り、より深く地域に密着

した交流の拠点となる老人福祉センター構築に努め、地域の社会資源としての役割を

果たして参ります。 

 

Ⅰ．３０年度の取り組み 

１．【指定事業】 

 （１）生活、健康等の各種相談 

   １）健康、生活、介護に関する相談については常時受付け、利用者のニーズに

きめ細かく対応します。また、利用者や地域からの相談についても随時対応

いたします。 

 （２）講演会等の開催 

   １）転倒予防、認知症予防、口腔ケア等の健康増進、介護に関する講習会や家

族介護者教室を年５回以上実施します。 

   ２）防災・防犯、悪徳商法、相続等の生活に関する講習会を年１回以上実施し

ます。 

   ３）防災訓練や救急救命法の訓練を年２回実施します。 

 （３）各種集会への場所提供 

１）老人会、自治会等の地域の会合や勉強会等に場所を提供します。 

２）趣味講座等の活動拠点としての場所を提供します。 

（４）趣味講座、レクリエーション等の開催 

１）ペン習字、健康体操、ストレッチ体操、謡曲、カラオケ、健康マージャン、

大正琴や二胡等の各種趣味講座を開催いたします。 

２）ふれあい祭、年忘れカラオケ大会、新年の集い等のレクリエーションを開

催し、生活に張りと楽しみを持っていただきます。 

３）入浴施設の清掃美化に努め、楽しく快適にくつろげる利用者交流の場とし

ます。 

 （５）アンケートの実施 

    年１回のアンケート調査を実施してご利用者の意見を収集し、満足度向上や

事業改善に活かし、結果の公表をいたします。 

 



 ２．【自主事業】 

 （１）西里を含む７老人福祉センターと南部在宅福祉センターのご利用者の交流を

目的とした合同カラオケ大会を協同にて開催します。 

 （２）ご利用者が楽しく取り組める脳機能訓練や体操への参加を促し、介護予防、

認知症予防に努めます。 

 （３）「子ども避難の場所」とします。 

 （４）個人やグループでのボランティア活動を推進し、利用者の社会参加を図りま

す。 

 

３．職員研修、その他 

（１）事業団が運営する７老人センターと南部在宅福祉センターを含めた８施設の

所長会議を定期的に実施（年４回以上）し、情報の共有や課題解決に努めます。 

（２）事業団が運営する他老人センターの見学等により、参考とすることで、事業 

運営の向上に努めます。 

（３）メンタルヘルスや介護予防運動等の研修を行います。 

（４）個人情報保護については個人情報管理台帳を作成し情報管理を徹底します。 

 

Ⅱ．３０年度の成果目標 

 （１）利用者満足度の向上を目指します。（今年度目標９０％） 

 （２）チラシ等の作成や地域活動での積極的な広報に努め、利用者増を図ります。 

 （３）介護や健康等に関する相談については常時受付け、その充実を図ります。 

 （４）仕様書に沿った的確な事業を実施します。 

 



西里ヘルパー事業所  

“いつまでも住み慣れた地域で自立した生活をするために私たちができる最高の事

を！”を運営理念とします。地域の保健・医療・福祉サービス事業者と積極的に

連携して事業運営を行い、常にサービスの質の向上と評価を行って、信頼される

事業所を目指します。 

魅力ある訪問介護、働きやすい職場、安心できる支援体制をアピールして、担い

手となるヘルパー人材の確保と育成を最優先課題として取り組みます。 

今後の報酬改定や制度改正を見据え、身体介護のサービスでは質の高い介護技術

を提供し、家事援助のサービスにおいても自立支援や見守り的援助を徹底する等、

専門職としての総合的な在宅支援を行う事により新たな利用者の獲得を行い、そ

の成果として前年度に劣らぬ収入（５３，５００千円）を目指します。 

 

１. ３０年度の取り組み 

（1）サービス提供体制の基盤の強化 

①指定事業所運営規定に基づき、適切なサービスの提供に努めます。 

②介護保険法の理念である高齢者が可能な限りその居宅において、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、支援していきます。 

③訪問介護計画書などの必要な書類の整備を行い、サービス提供にあたっては、十分

な説明を行い、利用者の理解と同意を得ます。 

④居宅介護支援事業所等の関係機関との連携を密にし、情報の提供や収集、ニーズの

把握に努め、サービスの質の向上を目指します。 

⑤常にコスト意識を持ち、意識改革と業務改善を進めます。とくに法人内養護施設に

おいてのサービスでは、効率的かつ効果的な業務運営を図ります。 

⑥利用者の権利とプライバシーを尊重し、個人情報の保護に努めます。個人情報の保

護については、ガイドラインによる適正な取り扱いの観点から鍵付キャビネットや

外部から覗けない仕様の棚を設置します。 

 

（2）営業・広報活動の推進と各事業との連携 

①西里デイサービスとの連携営業 

ア 西里デイサービス利用の居宅への営業・広報活動を継続して行います。デイサー

ビスとの情報交換や情報の共有を行い、積極的に提案などを行って、信頼される

事業所を目指します。タブレット端末を利用してデイサービスの紹介も行い、一

体的に営業・広報活動を展開します。 

イ デイサービスの利点である看護師の常駐や、機能訓練、生活訓練なども紹介する

ことにより、いつまでも住み慣れた自宅で生活できる事をアピールします。西里

デイサービスの営業活動も同時に行い、拠点での収入増に貢献します。 



②ホームページやＩＣＴの活用 

ア 西里ヘルパー事業所の特徴や活動をアピールします。具体的には、重度要介護者

でも専門職である経験豊富な介護福祉士が迅速にお応えできる事や、認知症の方

へもヘルパーが対応することで、介護者の方の負担軽減が図れる等の特徴や、研

修会などの活動をホームページやフェイスブック、ツイッターに掲載、発信して

いきます。双方向のやり取りにより諸般の動向も瞬時に察知し対応します。 

③西里老人福祉センターとの連携 

ア 西里老人福祉センターと引き続き連携を図り、地域福祉へ貢献するように努めま

す。西里デイサービスセンターの一員として地域の方への感謝と、より良い関係

づくりを進めて行きます。 

 ④法人内養護施設との連携 

ア 明生園との連絡会を定期的に開催して、必要なサービス提供がスムーズに行える

ように連携を図ります。 

  

（3）ヘルパーの確保と研修の強化 

①ヘルパーの確保 

ア 他法人の養成機関へ随時出向き、求人活動を行いヘルパーの勧誘を行います。 

イ 地域自治会や民生児童委員などの協力を頂き、ヘルパーの募集を行います。 

ウ タブレット端末を利用し、ＳＮＳ上での募集や告知を行います。 

②ヘルパーの質の向上の為の研修の実施 

ア 月 1 回のミーティングにおいて、個別の事例検討を実施し、自立支援や介護計画

に沿ったサービスを提供しているかの確認を行ってサービスの質の向上を目指し

ます。特に、認知症の利用者に対しては支援方法の統一など、情報の共有が不可

欠である為、重点的に実施していきます。 

イ 管理栄養士の指導のもと、利用者の多くを占める糖尿病や高血圧症の方への調理

実習を実施して、実践に役立つ研修を行います。 

ウ ヘルパー協議会の研修については、各種制度の動向や、同業種との情報交換の場

として積極的に参加していきます。 

エ 法人外の研修にも積極的に参加します。 

 

（4）重度要介護者、障がい者などへの支援強化 

①重度要介護者への対応 

ア 認定特定行為業務従事者として認定を受けるために実地研修に参加します。登録

特定行為事業者として県への登録を行い、「たんの吸引（口腔内、鼻口腔、気管カ

ニューレ内）及び経管栄養（胃ろう又は腸ろう、経鼻経管栄養）」を実施できる体

制を整えます。 



イ 重度対応要件を満たすことにより、訪問看護事業所との関係性を向上させる等、

事業所の知名度アップを行い、将来的には特定事業所加算Ⅰの取得を目指します。 

 ②精神障がい者への対応 

ア 相談支援センターへの営業・広報活動を積極的に行い、男性ヘルパーの有効な活

用と利用の促進を図ります。 

 ③難病疾患等利用者への対応 

ア 医療関係機関（病院連携室）やＮＰＯなどが主催する各種研修に参加するなど、

介護技術の向上や制度の習得を図ります。 

   

（5）その他の事業 

①委託事業の推進 

ア 市からの委託を受け「産後ホームヘルプ事業」、「養育支援事業」、「高齢者生活援

助事業」の利用の促進を図ります。 

②有料サービス 

ア 介護保険制度や障害者総合支援法による指定福祉サービス事業では対応できない

サービスにおいて、有料サービスの提案を行い、利用者の理解と十分な説明のも

と、有料サービスの利用促進を図ります。保険者である熊本市への説明において、

明確な区分が出来る様に努めて行きます。 

 

（6）地域包括ケアシステムの構築 

①終末期ケアへの取り組み 

ア 地域や医療関係機関と連携して、包括的かつ継続的なサービスの提供を行うこと

を目指します。具体的には「終末期」における医療や看護を中心としたターミナ

ルケアにおいて、地域ボランティアやＮＰＯ、他事業所と連携してサービスの提

供ができるよう、地域での基盤整備を進めて行きます。 

 ②認知症利用者への対応 

ア 認知症実践者研修に参加するなど、増加する認知症利用者へ対応できる人材を育

成します。地域住民や他の専門職と連携して対応するなど、地域包括ケアシステ

ムの一翼を担う事業所としての体制を整えます。 

 

 

２. ３０年度の成果目標 

 

（1） 月間収入 4,458 千円を目指します。 

（2） 月間サービス時間目標 1,260 時間を目指します。 

（3） 新規パートヘルパー2 名を確保します。 



秋津デイサービスセンター 

≪ 運 営 理 念 ≫ 

ご利用者お一人おひとりの意思を尊重し、日々目的をもって、その人らしくいき

いきと健康寿命を延ばせるような日常生活が営めることを目指します。 

≪ 基 本 方 針 ≫ 

・ 自己選択・自己決定を基本とし、充実したプログラムメニューを提供します。 

・ ご利用者自身が持っている「素晴らしい力・いきいきとした潜在能力」を最大限

発揮することができ、ご自身の力でいつまでも健康寿命の延伸に繋がるように、

見守りおよび安全配慮に十分に注意しながら適切な支援に努めます。 

・ 日常生活活動能力が維持できるよう身体及び生活機能の維持向上を支援します。 

 

Ⅰ. 平成３０年度の取り組み 

平成２９年度より、熊本市の介護予防・日常生活支援総合事業が始まり、運営に

大なり小なり変化が生じています。そのような中、地域から必要とされる施設、

利用者のきめ細やかなニーズに応えられる施設、介護保険制度に適応できる施設

が生き残り、そうでない施設は淘汰される時代となりました。 

２０２５年以降も地域に根差しながら、福祉の拠点としての役割が果たせる施設

づくりが出来るように、平成３０年度も中長期的視点で運営に取り組んでまいり

ます。 

 

 (1) 自己選択、自己決定のプログラム 

～団塊の世代のニーズに合わせたプログラムの実施～ 

○利用者の自己選択・自己決定を尊重しサービスを選択することで、誰もが主役

のプログラムを実施し、自立支援を促します。 

○認知症や中重度の方も安全に安心して利用できるよう、利用者の状況に応じて

楽しめる環境やプログラムを整え、できる限り住み慣れた地域で暮らし続ける

ことができるよう支援します。 

① 選択メニューの充実を図り、利用者の介護度に合わせて 1 日のプログラムを組

み立てて参加していただきます。 

② 機能訓練指導員等の配置による生活機能向上のための機能訓練の実施を図り

ます。 

・理学療法士や看護職員等機能訓練指導員の安定配置により、個別機能訓練

加算Ⅱに必要な居宅訪問調査(3 ヶ月毎)を行い、利用者の身体状況に応じた

目標設定をし、多職種協働のもと個別機能訓練計画書の整備や運動の実施を

強化・継続していきます。併せて、プログラム作成や経過記録等の整備も継続

します。 



・家庭でも継続してできる機能訓練を利用者や家族の要望に応え、機能訓練

指導員等が助言することにより、機能訓練の効果を上げ在宅生活の質の向上

に繋がるよう、在宅生活期間が延長できるように継続して支援します。 

・機能訓練専用スペースの充実確保により、機能訓練用機器として階段昇降

機や平行棒、交互滑車運動器、メドマー、リカンベントバイク等を設置し、

利用者が好きな時間に主体的かつ自主的な機能訓練を実施できるようにしま

す。 

・あん摩・マッサージ指圧師の配置により、認知症の方や整形外科的疾患・

ロコモテイブシンドローム(運動器症候群)の方々に対して、血流循環の改善、

筋緊張緩和、全身のリラクゼーションに繋げるよう継続して努めていきます。 

 

  ③ 軽度者の生活維持のために、洗濯・買い物・調理等の家事活動を機能訓練活動

の一環として計画的に実施し、生活の質の向上を図ります。 

④ 利用者の多様化するニーズを把握して、誰でも興味を持って楽しめるような活

動の仕掛けづくりをします。 

⑤ 秋津カフェやアロマテラピーを活用して、認知症の方をはじめ利用者のどなた

にとってもくつろげる空間づくりに努めます。 

 

 (2) 利用者や家族が満足して利用してもらうサービス内容の実施 

① ゆっくりと温泉気分でリラックスできる入浴サービスの提供 

大浴槽、個人浴槽、機械浴槽の３種類から本人の希望や身体状況に合わせて選

んでいただき、ゆっくりと入浴できるようにします。 

② 利用者や家族のニーズに合わせたサービスについて 

ア. 月曜日から土曜日までのサービス提供 

月曜日から土曜日の営業を行い、多様なニーズに対応できるようにして、

利用者の定着及び新規利用者の獲得に努めます。 

イ．選択できるサービス利用時間 

利用者の身体状況や家族のニーズに応じて、３－８時間の利用時間を選択

できるようフレキシブルな体制を整えます。 

ウ．有料サービスの実施について 

     ・要支援者等(総合事業・予防給付対象)を対象にサービス内容を選択でき

るような有料サービスを実施して、利用者のＡＤＬの維持、向上が損な

われないようにします。 

     

 (3) 営業活動、広報活動及び地域交流の強化 

① 営業活動 



・秋津拠点の事業所（秋津居宅・東部ヘルパー）と連携し、近隣の居宅介護支

援事業所、ささえりあに対しての利用状況報告および情報提供を行います。ま

た、医療機関等に対してのパンフレット配布、各種研修会等への参加により、

効率的・計画的に実施することで利用者の増加に繋げます。 

・新規居宅の開拓のための営業活動を毎月継続して取り組み、要介護の利用者

獲得を目指していきます。 

 

② 広報誌の発行(年２回) 

秋津拠点の事業所と共同で作成し、各事業所の広報活動が効果的に展開できる

ようにします。 

利用者、家族、居宅、包括、地域の関係団体、地域の方  (年間 1,200 部) 

③ 秋津デイサービス、秋津居宅、東部ヘルパーの３事業所の広報活動を広報誌や

ホームページで効果的に行います。また、各事業所が情報を共有し連携強化を

図り、質の高いサービスを提供し口コミで広がるようにします。 

④ 地域交流事業の開催 

・夏まつり  ・餅つき  ・ハンドベルコンサート 

地域交流事業を開催し、地域の方々と意義ある時間を共有することで、地域に

根差した事業運営と地域に開かれた施設作りを継続していきます。 

⑤ 世代間交流事業、地域団体との連携 

ア．世代間交流事業 

・夏まつりや餅つきなどの行事を通して、地域の保育園、児童館や子育てサ

ークル、小・中・高・大学・専門学校等の多世代間の交流を図ります。 

・小学生の体験学習や施設見学、ナイストライ(中学生) 、高校生の実習等、

職業訓練校の実習等の受け入れを積極的に行い、次世代の福祉教育の支援

をいたします。 

イ．地域関係機関との連携 

・自治会や民生委員、老人クラブ連合会の皆様・地域の方達にもボランティ

アとして参加していただくことで連携を深め、地域に開かれた施設づくり

に努めます。また、地域のサロンやイベントにも積極的に協力し、地域の

方々との連携の強化に努めます。 

ウ.地域包括システムのなかで、地域事業所としての役割を十分に果たせるよ

う環境整備をし、住民の方が参加できるプログラムを実施します。 

 

⑥ボランティアの活用と育成 

・各種イベントや季節毎の外出行事、個別活動のボランティアとして地域関係

機関や近隣住民の方に参加していただけるよう取り組みます。 



・介護、健康相談の実施 

老人憩の家や地域のサロン等で秋津居宅ケアマネジャーと共に介護相談や健

康相談を支援します。 

・健軍商店街「よって館ね」で開催される、貯筋体操講座(３ヶ月に１回程度)

に職員を派遣し、地域の介護予防のための取り組みの一躍を担うことを継続し

て努めていきます。 

⑦みえる化の促進 

・行事予定表や利用状況など、ご利用者やご家族、地域包括・居宅のケアマネ

ジャーが見てわかるようみえる化を促進します。 

 

 

 (4) 各関係事業所との連携強化 

   地域の居宅介護支援事業所や地域包括支援センターとの密な連携に努め、地域 

との情報の共有ができるようにします。また、多職種連携会や地域ケア会議に

も積極的に出席し、地域包括ケアへの参画も積極的に行います。 

 

 (5) 職員のスキルアップと委員会設置 

① 組織内の各種委員会を適宜開催し、職員間の情報の共有を図り、全職員が運営

に積極的に関わる体制作りをします。 

② 各種研修会に積極的に参加し、職員ひとり一人のスキルアップを図り、資格取

得等に繋がるよう支援します。 

 

 

Ⅱ. 平成３０年度の成果目標 

・ ３０年度の利用率目標 ８０％ 

・ 介護予防・日常生活支援総合事業対象者の適切かつフレキシブルな受入 

・ 地域広報誌の発行 年２回、地域交流事業の開催 年４回 

・ 介護度の維持改善率８０％以上 

・ 利用者満足度アンケート実施。満足度９０％以上 

・ 介護福祉士の安定的確保（介護職員の５０％以上）  



秋津居宅介護支援事業所 

（１） ３０年度の取り組み 

  ・総合事業等の介護保険制度改正について把握し法令順守に努めます。 

・特定事業所加算（Ⅲ）の算定事業所として質の高いケアマネジメントを行いま

す。 

・地域包括ケアシステムにおいて「介護」「医療」「予防」「生活支援」「住まい」

のネットワークを繋ぐ役目を担い、「その人らしい自立した生活」の実現の支援

を目指します。 

・実習生の受け入れを行いケアマネの育成に努めます。 

 

 ① 地域の介護相談の拠点として、地域住民に信頼されるよう努めます。 

（ア）地域住民が気軽に相談できるよう、ホームページや広報誌でＰＲし認知度を

高め「地域の介護相談」の拠点となるよう取り組みます。 

   24 時間連絡体制を確保し必要時は緊急時には適切に対応します。 

           （イ）介護予防ケースの委託や困難ケースへの対応等を通して、各地域包 

括支援センターとの連携強化をはかります。また地域ネットワー 

ク連絡会等で、地域の事業所との連携を深めます。 

(ウ) 利用者を取り巻く各関係機関や住民等と連携し（地域包括ケアシステムの中

で）、地域課題を共有し解決に向けて連携支援を行います。 

 

② 利用者のニーズに対応した質の高いサービス提供を目指すため、職員の資質向上

に努めます。 

 （ア）介護保険制度の理解を深め、制度改正への迅速な対応をおこまいます。具体

的には、行政機関主催の集団指導・研修会などは必ず参加し、伝達研修し最

新の情報の周知徹底を図ります。 

（イ）困難ケースやその他の事例研修を内外で実施し、自立支援型のケアマネジメ

ント能力を高めていきます。 

 （ウ）台帳管理を統一して、だれが見ても分かり易いケースファイルを作 

成し情報の共有を図っていきます 

（エ）新規の施設や社会資源の情報をサービスごとに整理して情報共有を図ります。 

（オ）東区主任ケアマネの会に参加し関係機関との連携強化を目指すと共に、様々

なケースにも対応できるよう職員のスキルアップに努めます。 

③ 効果的な広報活動の展開 

（ア）拠点の事業所と連携し、広報範囲の拡大を図りイベントや地域活動を通して

認知度アップを図ります。 

（イ）ホームページや広報誌を拠点で作成し、情報の共有により効果的な広報活動



を展開します。 

（ウ）地域ケア会議、ケアマネ部会、医療機関との連携会議等へ参加することで幅

広く広報活動し認知度を高めると共に、職員の質の向上に努めます。 

④ 関係機関との連携強化に努め、利用促進を図ります。 

（ア）事業所や病院、地域民生委員や自治会等関係機関と連携を図り、地域福祉の

増進に努めます。 

（イ）地域交流セミナー等を開催し、介護技術や知識を地域の方々と学び、地域の

介護力を高めるための支援をいたします。 

 

（２）３０年度の成果目標 

① 地域交流セミナーの開催・・・年 1～2 回(秋津デイ共催事業) 

② プラン件数      ・・・１０５件/月  

   

 

 



東部ヘルパー事業所  

【 運 営 理 念 】 

・あなたにも、家族にもやさしい介護を届けます。 

・365 日安心して在宅生活が送れるよう、まごころを込めて支援いたします。 

【 事 業 内 容 】 

○予防・介護保険サービス ○介護予防・生活支援サービス ○障がい者総合支援 

○有料ホームヘルプサービス ○高齢者生活援助事業 ○産後ホームヘルプサービス 

○養育支援家庭訪問 

 

（1） 30 年度の取り組み 

29 年度より総合事業所が始まりヘルパー事業所の運営に大きな影響が予測さ

れる事態となりました。 

当事業所は、地域包括ケアシステムのヘルパー事業所として、①利用者のニー

ズに対応できる ②地域から必要とされる事業所を目指して運営にあたってき

ました。 

今後も引き続きサービスを通して利用者、ケアマネ、訪問看護等の事業所及び 

包括支援センターと信頼関係を築き、安定した事業展開をしていきます。        

また、職員間で「報告．連絡．相談」を密にし「チーム力」を最大限に発揮し、

中長期的視点で安定した事業運営を行っていきます。                

今年度も「認知症ケア」「終末期ケア」に重点を置くと共に「高血圧や糖尿病食」   

にも取り組み、専門性を高めてヘルパーひとり一人の資質向上を図っていきま

す。 

また、拠点として一体的な運営にも努めていきます。   

 

① 各事業の推進 

(ア) 予防・介護保険サービス 

生活援助サービス、身体介護サービス、重度障害サービスなど、東部方面を中心に

事業展開をします。 

利用者の要望に合わせてヘルパーの特性が発揮できるような調整をし、満足度を高

めます 

ヘルパー協議会研修（年 3 回）や東部エリアサ責会議（年 3 回）、経営コンサルタ

ント等が行う研修に積極的に参加し、各種制度の動向や同業種の情報収集を行い事

業運営に反映させます。  

 

(イ) 委託事業 

市から委託を受けている「産後ホームヘルプ事業」、「養育支援家庭訪問事業」、「高



齢者生活援助事業」については、状況に応じて対応していきます。 

 

(ウ) 有料ホームヘルプ事業 

介護保険等公的サービスでは対応できないものについては、今後も有料のホームヘ

ルプサービスを提供し、ご利用者の満足度を高めます。 

(非該当となった方の支援、利用者以外の共有部分の掃除、入退院の支援、外出時

の支援等)総合事業の開始により有料サービスの需要が拡大しており、ご利用者の

ニーズに  合わせた提供時間や料金等の有料ホームヘルプサービスのチラシを

契約及び、担当者 会議時に随時、説明を致します。 

 

② 広報活動の推進と各事業所との連携 

(ア) 広報活動 

・ 秋津拠点(秋津デイサービス・秋津居宅)の事業所と共同で広報誌やチラシ、ホーム

ページを作成し効果的に広報活動を展開します。 

 

・ 毎月の実績配布時に、事業所の強みである「年中無休、３６５日営業」「４０年の

実績」「介護福祉士取得者３割強の 60 名体制」をアピールして新規利用者獲得を図

ります。 

 

・ 居宅．包括支援センターに実績配布の際には、ディサービスの月間予定表も一緒に

配布する事で連携を図ります。 

 

(イ) 広報誌の発行(年２回程度) 

地域交流夏祭りやもちつき、ハンドベルコンサートの案内に合わせて秋津拠点の３

事業所の PR を行います。 

(利用者、包括、居宅、地域の関係機関、地域の方 1,200 部) 

 

③ ヘルパーの確保と研修の強化 

(ア) ヘルパーの確保 

・ 東部ヘルパー事業所の最大の強みである明るく、働きやすい職場である事をヘルパ

ーの方々の口コミにて知人にアピールをして頂きながら求人活動に努めます。 

 

・ 「和やかな雰囲気作り」にてヘルパーが定着できるよう、経験豊富なヘルパーが支

援・指導できる体制作りをします。 

 

(イ) ヘルパーの質の向上の為の研修の実施 



・ 所長（管理者）、サービス提供責任者、常勤ヘルパー、パートヘルパーごとの職責

に応じた研修計画に基づき実施し、資質の向上を図ります。また、「認知症ケア」

及び「終末期ケア」については、それぞれに精通し経験と実績を兼ね備えた外部講

師に依頼し、実践まで取り組めるよう内容の充実を図り、必要な資格取得も支援し

ます。 

 

・秋津市民センターや帯山コミュニティセンター、殿の山コミュティセンターの調理

室を活用の上、「高血圧症や糖尿病食」等の治療食作りをし、ヘルパーのスキルアッ

プを図ります。 

 

・ 外部の訪問介護事業所体験研修 (年 1 回)、ヘルパー協議会研修(年３回)や東部エ

リアサービス提供責任者会議(年３回)、経営コンサルタント等が行う研修に積極的

に参加し各種制度の動向や同業種の情報収集を行い事業運営に反映させます。 

 

(２)  30 年度の成果目標 

  ①毎月の実利用者数           ３００人 

② 毎月のサービス提供時間      ３，０００時間 

③ 新規パートヘルパー            ２人 

 

   



平成居宅介護支援事業所 

【30 年度の取り組み】 

  《１》地域に頼られる事業所として気軽に相談できる雰囲気を造り、地域住民

に頼られる事業所を目指します。 

（ア） 平成居宅介護支援事業所という事業所名が幅広く認知されてきた

と感じられるようになってきました。 

更に、事業展開範囲を拡大出来るよう、積極的に広報活動を行う

とともに関係機関との連携強化に努めます。 

（イ） 地域の行事に参加、協力し、交流を深め良好な関係性を継続でき

るよう努力します。  

     介護相談等の開催依頼や講演会への依頼等に積極的に協力します。 

  

《２》 利用者のニーズに対応した質の高いサービス提供を目指すため、職員の

資質向上に努めます。 

（ア） 行政機関や地域包括支援センター主催の研修会や会議等にはでき

る限り出席し欠席した職員にも伝達研修を行い、職員全体で共有

します。 

（イ）制度の改定に対応し、質の高いサービスが提供できるよう内部での

事例検討の実施などにより各自、自己研鑽に努めます。 

 

 

    《３》 積極的に広報活動を行うとともに関係機関との連携に努め、利用促進を

はかります。 

     (ア) 居宅の併設がない病院や施設との良好な関係性を保ち、各担当者と

定期的に事業所の広報を行うことで、利用者増を目指します。 

     (イ) 地元民生委員や自治会長の参加が多い地域ケア会議には、全職員で

出席し、顔の見える関係性を築くとともに地域包括ケアの一員とし

て役割を担うことができることをアピールし、利用向上を目指しま

す。 

(ウ) 居宅としての研修会や講演会で得られた情報を同法人内の居宅介護

支援事業所や、必要に応じて各サービス事業所に提供し、相互の質の

向上に資します。 

 

 

 

 



【30 年度の成果目標】 

 《１》  地域行事への参加、協力・・・随時 

   ・居宅と包括の連絡会  7 回/年 

   ・地域ケア会議   10 回/年 

   ・ケアマネサロン  12 回/年 

   ・講演会   2/年 

   ・エンドオブライフ・ケア養成講座  1/年 

   ・その他 

 

 

   《２》 プラン件数・・・介護 105 件/月   

  介護予防プラン・・・10/月 



平成ヘルパー事業所 

 平成ヘルパー事業所は“専門性の高いケアをチームで提供する”ことを事業所の方針と

し、地域コミュニティに貢献していきます。 

 お客様の自立支援、QOL 向上のため積極的に多職種との連携を図り、専門職としてより

質の高い個別計画の作成とサービスの提供を目指してまいります。 

 

１．30 年度の取り組み 

（１）安定的な運営基盤の構築 

①既存業務の刷新 

  重複した書類や業務の流れの見直し、サービス提供責任者の担当を適正数にするこ

とで、無駄を省き効率的な業務が行えるよう新しい体制作りに取り組みます。優先

順位をつけコンプライアンスを徹底していきます。 

②労働分配率の向上 

  適切な人材配置と稼働管理を徹底します。 

③介護保険法改正後の早期対応と身体介護比率の向上 

  ご利用者の自立支援、QOL 向上のため、“自立のための見守り的援助”を推進して

いきます。ご利用者の個別計画書の見直しをおこない、必要な身体介護の提案をし

ます。 

④新規ご利用者の獲得 

  地域で一番に相談したい事業所を目指し、「安心」と「信頼」、「即時対応」を心掛

けていきます。 

 

（２）営業広報活動の強化 

①365 日 24 時間、切れ目のないサービスの提供を謳い、滞在型ヘルパーサービスと 24

時間巡回の連携の取れた体制を強みとして、未取引の居宅介護支援事業所や地域病院

の連携室（SW・MSW）への営業を展開していきます。在宅生活を支える、地域に密

着した平成事業所の存在を浸透させていきます。 

 ②地域の研修会等にも積極的に参加し、他職種に対しても情報共有、広報活動を展開し

ていきます。 

 ③継続的な求人活動を行います。 

 

（３）人材の育成 

①職員一人一人の定期・個別研修の年間計画書を作成し、個人のレベルにあった研修を

行っていきます。 

②チームとしての連携や協力体制を強化し、問題解決能力の向上やスキルアップを目指

します。 



 

③よりレベルの高い介護技術習得のため外部研修にも積極的に参加します。 

 

 

２．30 年度の成果目標 

  毎月の実利用者数           210 名の確保 

  新規ヘルパー数            パート 4 名の確保 

  新規ガイドヘルパー数         登録 2 名の確保 

 



北部居宅介護支援事業所 

（１）平成３０年度の取り組み 

・介護保険制度改正に伴って、指定居宅介護支援事業者として法令順守に努めます。 

・地域に根差した活動の協力、連携に努め、各地域、各関係区役所、地域包括支援

センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護事業所等との綿密な関係づくりを

図ります。 

・介護支援専門員の実習生の受入を行いケアマネの育成につとめます。 

・特定事業所加算の算定事業所として質の高いケアマネジメントを行い、サービス

の評価を行い、常に見直すことで改善を図っていきます。 

① 介護支援専門員としての資質の向上 

（ア）介護保険制度改正内容の理解を深め、制度改正への迅速な対応を行います。 

・行政機関主催の集団指導・研修会などには必ず参加し、伝達研修し最新の情報の

周知徹底を図ります。 

・区役所、圏域のケアマネ連絡会、主任ケアマネ連絡会等へ参加し、他事業所との

情報交換に努めます。また、事例検討会等を行っていきます。 

（イ）ケアプランの質の向上 

・介護保険制度の法令順守に努めるとともに、効率的に業務ができるように分担を

見直し、マニュアル化を行い、書類を整備することで、事務作業の効率化を図り

ます。 

・ケアプランの情報を共有しながら、相互に事業所内でのプランニングの質を上げ

ていくために、職員会議での事例検討とともにケアプランの具体的な内容につい

ての検討会を開きます。 

・介護保険事業者の動向の把握と新規の施設・事業や社会資源の情報をサービスご

とに整理をし、情報共有を図ります。 

・介護支援専門員として知っておくべき制度や知識の理解の為、各種研修会や講習

会など法人内外問わず積極的に参加し利用者の要望に応えていきます。 

（ウ）認知症を有する方や介護する家族に対する対応について 

・在宅支援を進める上で、認知症が問題となるケースでは、早期の確定診断を出発

点とした対応を提案し、ご家族には認知症の正しい理解を図り、認知症の中核症

状の進行を抑え、行動・心理状況の悪化予防や悪化緩和を図り、在宅生活の継続

がご本人、ご家族共に困難な状況に陥らないよう支援します。 

② 連携の推進 

（ア）介護支援専門員同士の連携 

・事業所内で週１回会議を行い、ケースについて一人で悩み考えるのではなく、事

業所全体で問題の解決方法を探っていきます。 

・担当が不在でもきちんとした対応が行えるよう、記録を充実し、内容を分かりや



すく整えます。 

(イ)地域包括支援センターとの連携 

・対応困難な事例に関しては、地域包括支援センターにその都度相談し、連携して

解決していきます。 

(ウ)北部ヘルパー事業所との連携 

 ・北部ヘルパー事業所とは、広報等を協力して行いながら、利用者様の生活支援に

立って活動し、２事業所の利用者確保に努めます。 

（エ）介護保険サービス事業者や医療機関との連携 

・法人内外の介護事業所等との関係を良くしながら、利用者様の自立に向けた取り

組みを進め、情報共有に努めます。 

・利用者の入院や退院時には病院や主治医との情報交換を密に行い、常に医療サー

ビスとの連携を図ります。 

③ 相談窓口としての立場の確立 

(ア) 相談しやすい環境作り 

 ・出入り口を明るく、入りやすさを常に考え、来所者の対場に立った相談所として

認知度を上げていきます。 

・困ったことが、生活上の些細な事柄にしても、そこから見えてくる根本の原因を

見定めて、的確にしかも、真摯に受け止め対応します。 

(イ)高い専門性を活かした相談対応 

・地域行事等に積極的に参加し、地域の方々と顔なじみの関係を構築します。 

・施設への入所相談やターミナルケアへの対応等、介護保険請求に至らない事例に

おいても真摯に対応し、相談者の不安を軽減していきます。 

 

（２）平成３０年度の成果目標 

・介護支援専門員 3名体制   

プラン件数月105件を目指します。 

プラン件数   ・・・一人当たり介護 33 件/月  介護予防 4 件/月 

             介護 99 件/月    介護予防 12 件/月 

             介護 1,188 件/年 介護予防 144 件/年 



北部ヘルパー事業所  

昨年度立てた北部ヘルパー事業所の理念・目標は①「職員一人ひとりがご利用者の

自立を目標に掲げ支援に努めます。」 ②「介護保険制度のもと、安定した運営を

図ります。」 ③「ご利用者へご満足頂ける質の高いサービスを提供できるよう、

自らの健康を維持し安定した生活を送ります。」の 3 点を今年度も運営していく上

での理念として掲げ、職員一人一人が誇りを持ち、安心して長く働ける事業所を目

指します。 

なお、平成 30 年度は報酬改定において、生活援助サービスの減収が予想されます。

そういった状況に耐えうる為に、人材の確保と育成に努め、サービスの質の向上と

収支の安定を図ります。 

 

１．平成 30 年度 北部ヘルパー事業所の取り組み 

① サービス提供体制の基盤の強化 

ア 「顔の見えるサービス」の推進 

・ 管理者のみならず、職員一人一人が事業所の顔として意識し、サービスまたは

他事業所や外部との関係づくりに努めます。方法として研修等への積極的参加

にて他事業所との意見交換や積極的な提案を行います。 

・ 地域になくてはならない事業所として更なる知名度の向上に努めます。地域包

括支援センターの担当区再編により、圏域であるささえりあ武蔵塚の圏域拡充

がほぼ決定しております。そのささえりあ武蔵塚が中心となって行われている

武蔵校区介護サービス事業所連絡会への積極的参加を行い、近隣の学校、老人

会、企業等での認知症サポーター養成講座のキャラバン・メイト（講師）や徘

徊模擬訓練への協力等を通してアピールを行います。 

イ 介護サービス提供基盤の強化 

・   介護保険を遵守した揺るぎない姿勢を徹底し、自立支援という目的を意識しつ

つ利用者、居宅から信頼の持てる事業所としての評判を得ることを目指します。 

・ サービス提供責任者が、自身の職務を全うし、健全なサービス提供体制を整備

することで、利用者の細かいニーズ、ヘルパーの不安等をいち早く吸い上げ、

満足度に繋げます。 

そのためにサービス提供責任者のサービス時間を見直し、事務作業等を行う時

間を整えます。 

・ 業務上の必要書類の整備に努め、いち早く提出出来る事業所として、居宅、行

政にも信頼される事業所を目指します。 

・ 事故防止を前提に、起きてしまった事故やヒヤリハットについては、報告書の

作成などでの検証を徹底し、職員一人ひとりに問題提起を行い、全員で解決策、

防止策を検討し、業務改善を行います。 



・ 認知症介護実践者研修をサ責１名で取得し、認知症患者の増加という状況に耐

えうる人材育成を行い、重度の利用者にも専門知識を持って対応出来る体制を

整え、併せて関係機関へのアピールも行います。 

 

② 平成 30 年度 介護保険・介護報酬改正への対応 

ア 身体介護強化型への転換 

  平成 30 年度の報酬改定において予想される生活援助の報酬減に対応するべく、身

体介護を主とした事業所への転換を行います。そのためにも厚生労働省の情報を

収集し、関係機関や他事業所と情報交換をしながら連携を強化して、地域に求め

られているサービスを行います。 

イ 改正案への具体的な対応 

改正で訪問介護・居宅に求められる、利用者の口腔機能や服薬等の状態を注意深

く観察し、ケアマネジャーに細かく報告して居宅と医療機関との連携を深める一

役を担う。 

また、生活援助中心型の不要な回数増に対しても、事業所の立場からも積極的に

居宅等に進言し、適正なサービスが行われるよう信頼関係の構築に努めます。加

えて共生型訪問介護の推進において、元来から障がいと高齢の訪問介護を行って

いることを相談支援事業所等へアピールし、障がいから介護保険に移行する際に

選ばれる事業所を目指します。 

ウ サービスモニタリングの強化 

  ご利用者のサービスモニタリングを行い、ご利用者様の状態を再確認します。そ

の中で、関係機関と連携を図りながら、介護度の見直しやサービスの見直しを提

案していきます。 

 

③ 営業・広報活動の推進と各事業との連携 

ア 営業・広報活動の推進と新たな展開 

  福祉・医療関係者が最も利用する facebook に一本化して SNS での事業所で参加

した研修や地域活動報告、資格取得情報等のアピールを継続します。（個人情報に

は十分注意します）併せて、居宅等への訪問も上記と併用しつつ先方に合わせた

タイミングで効果的に行います。その際にはパンフレット等の紙媒体の広報ツー

ルを更新しつつ使用していきます。その際には北部居宅との合同での広報を意識

し、センターとしての知名度の向上に繋げます。 

イ 法人外事業との連携・広報 

  在宅支援研究会てとてとココロ等の大型研修機関での活動を継続し、交流会等も

通して広報活動、今後の福祉の展望、意見交換を行い、依頼しやすい関係づくり

を目指します。 



また、他法人との関係性も維持し人材確保、早期の情報収集等に繋げます。 

ウ 法人内事業との連携 

  総合事業のご利用者の介護相談等をよく聞き、要介護状態になっても同センター

で北部居宅のケアマネが常駐しており安心して任せられることを当事者にもアピ

ールします。 

  同じく、同行での地域活動、広報活動や SNS でのアピール等を行うことにより圏

域包括との関係性を深めるなど、地域での複合サービス事業所としての知名度向

上に努めます。 

 

④ ヘルパーの質の向上と確保 

ア ヘルパーの質の向上の為の研修の実施 

・ 平成 30 年度の報酬改定による制度の変更点等を、懇談会を利用して研修を行い

ます。 

全従業員が理解と共有が出来るよう事前の情報収集を行います。 

・ チーム懇談会を有効に活用し、ご利用者様の情報共有や助言、時として当該利

用者様の身体介護実践等を行い、各自の自己研鑚さらにはチーム力向上の機会

としていきます。 

・ 外部研修や他の関係機関との連携会議に積極的に参加し、最新情報や困難事例

の情報共有を図ります。 

・ 職員（パート含む）全員分のヘルパー協会が作成している訪問介護マニュアル

を購入しているため、引き続き研修や現場での確認作業に活用します。 

・ 障がい者サポーターを全員で取得後のステップアップ研修を受講し、障がいに

ついての更なる理解を深め、業務に活かします。 

イ ヘルパーの確保 

・ 地域活動の場で、自治会長等との関係性を密にし、地域の人材募集を行います。  

・ SNS・ホームページを利用した募集活動を行い、若い年齢層にもアピールを行い

ます。 

・ 他法人の人事関係者との関係を維持し、互いに紹介を行うことで人材獲得を行

います。 

 

⑤ 各事業の推進 

ア 委託事業 

・ 市からの委託「産後ホームヘルプ事業」、「養育支援事業」、「高齢者生活援助事

業」を受け、地方自治体との関係強化に努めます。 

 

イ 有料サービス 



・ 介護保険制度、障がい者総合支援法等では対応できないご利用者のニーズにお 

いて、有料サービスの提案と提供を行い、利用者満足度の向上に繋げます。 

 

２．30 年度の北部ヘルパー事業所成果目標 

① H30 年度目標収入額 38,456（千円）＊H29 達成率より 3％増 

         月目標収入額 3,204（千円） 

         月目標時間増 29 時間 

 

    ② パートヘルパー 3 名の確保 

 



熊本市南部在宅福祉センター 

＜基本方針＞ 

今日の少子高齢化などの社会の中で、貸館事業や福祉相談業務などを行うとともに、地域

交流や福祉サービスの向上に様々な事業を展開し、地域の皆様が生きがいをもって心身と

もに安心して暮らせるよう、関係機関・各団体と連携し支援してまいります。 

今年度の取り組みとしては、「くらしサポート」「つながりサポート」「いきがいサポート」

の３本柱を「あんしんの家」と位置付け事業を進めてまいります。 

      

（１） ３０年度の取り組み 

① 各事業（指定事業・自主事業）の実施 

「くらしサポート」 

・ 福祉相談に関することについては、法人内の有資格者の指導のもと窓口及び電話

で子育てや介護相談などを受け付けるとともに行政書士による相続などに関する

無料相談を実施いたします。    

・ 介護予防、認知症予防のための各講座を開催いたします。 

『はつらつ教室、いきいきサロン、認知症対策支援活動、認知症サポーター養成講 

座、郊外レクレーション（バスハイクなど）』 

「つながりサポート」 

・ 地域住民の福祉活動及び交流活動の支援に関することについては、つながりサポ

ートとして地域の子ども達と高齢者が一緒になって、みんなで楽しめる企画を通

して地域の方々との交流と親睦を図り、季節に応じた催しを毎月開催いたします。

（子供まつり、七夕まつり、敬老会、ふれあい祭、節分豆まき、学習発表会など） 

・ ボランティア育成に関することについては、当法人の専門職員が脳トレ等のノウ

ハウを地域の方に指導します。それを修得した地域の方が地元の公民館やコミセ

ンなどで要支援者の皆様を含む高齢者の方に実践し、福祉ボランティアとして活

躍してもらい、地域でのサポート体制を強化し、長期的に地域共生社会に貢献し

てまいります。 

「いきがいサポート」 

・ いきがいサポートとして、旬の食材を使った料理や郷土料理、地産地消などを意 

識した料理教室を開催し、食と健康への関心を高め、ハリのある生活を応援して

まいります。（おばあちゃんの料理教室、四季の料理、我が家の一品料理） 

・ 高齢者支援事業として、要支援者サポートを開催いたします。 

要支援の認定を受けている方々に、手作りのスカットボールやボウリング、また

ビリヤードや卓球等、下肢筋力の強化体操等の身体運動を行ってもらい、楽しみ

ながら ADL の低下防止を目指します。 

 



②広報活動 

・広報誌（年４回）を発行し、各校区自治会への回覧を直接出向き依頼するなど広報

活動に努めます。 

・ 市政だより、ホームページ、各新聞社の情報コーナー、ミニコミ誌など様々なツ

ールを活用して、事業や講座、イベントなどの情報を発信します。 

・ 希望者に対し、e メール配信を行い行事の案内等をきめ細やかに広範囲に広報活動

を展開し、利用者増を目指します。 

・地域活動（近隣校区の各種会議・行事等参加）において、事業や講座、イベントな

どの紹介をし、周知を図ります。 

③貸し館事業 

・ホームページ、パンフレット、広報誌等による広報活動及び情報収集を行います。 

・利用しやすい環境の整備と、必要に応じた協力を行います。 

④関係機関との連携強化 

・運営委員及び利用者の意見を反映した事業の運営を心がけます。 

運営委員会・・・・年３回 

アンケート・・・・年１回 その他各講座、イベント終了時 

・関係機関との協力体制の中で、ニーズの把握に努め、更にネットワーク作りを進め

てまいります。 

⑤他事業所との連携 

・他事業所との協力体制の下、双方に無理のないスムーズな形での職員の有効活用に 

努めます。 

職員の派遣依頼・・・介護相談 各種講座 イベント 福祉ボランティア育成 

職員の派遣・・・・・いきいきサロン、健康講座、認知症予防・介護予防活動  

 ⑥研 修 

・法人内外の研修に積極的に参加すると共に、参加した職員が、伝達研修を実施する

事により、全職員のスキルアップを図ります。 

・ 職員に必要な研修により、スムーズな職務の遂行、資質の向上を図ります。 

 ⑦個人情報の適正な管理 

・ 個人情報については、管理責任者を定め、管理保管に努めます。 

 ⑧事業内容  

  （指定事業） 

事  業  名 実 施 回 数 講  師  等 

ふれあい相談 随 時 南部在宅職員 

介護相談 随 時 
平成居宅職員 

南部在宅職員 



行政書士無料相談 年６回（隔月） 行政書士 

４月：春の感謝祭 １回 南部在宅職員 

５月：こどもまつり １回 南部在宅職員 

６月：梅雨を吹き飛ばせ太鼓祭り １回 南部在宅職員 

７月：七夕まつり １回 南部在宅職員 

８月：プチ夏祭り １回 南部在宅職員 

９月：敬老会 １回 南部在宅職員 

１０月：お月見会 １回 南部在宅職員 

１１月：秋の音楽祭 1 回 南部在宅職員 

１２月：ふれあい祭 １回 南部在宅職員 

１月：お正月福笑い １回 南部在宅職員 

２月：節分豆まき １回 南部在宅職員 

３月：学習発表会 １回 南部在宅職員 

３月：ひな祭りお茶会 １回 南部在宅職員 

四季の料理 年２回（４月、２月） 
食生活改善推進員 

地域住民 

おばあちゃんの料理教室 年２回（６月、１０月） 
食生活改善推進員 

地域住民 

わが家の一品料理 年６回（隔月） 
食生活改善推進員 

地域住民 

おやつ作り教室 年１０回 地域住民 

はつらつ教室 毎週月曜日 南部在宅職員 

いきいきサロン 月１回以上 南部在宅職員 

認知症対策支援活動 

脳トレ体操 
週１回 南部在宅職員 

認知症対策支援活動 

童謡・唱歌クラブ 
月１回 外部講師 

認知症対策支援活動 

キルト教室 
随 時 

外部講師 

南部在宅職員 

認知症対策支援活動 

囲碁・将棋 
週２回（火・木） 南部在宅職員 

認知症対策支援活動 

ラジオ体操 
毎 日 南部在宅職員 

認知症対策支援活動 

絵手紙 
随 時 外部講師 



認知症対策支援活動 

映画鑑賞会 
毎月第４土曜日 南部在宅職員 

認知症対策支援活動 

カラオケクラブ 
毎月１、２、３月曜日 南部在宅職員 

認知症サポーター養成講座 年１回 外部講師 

郊外レクリェーション  

（バスハイクなど） 
年４回 南部在宅職員 

（自主事業） 

福祉ボランティア育成 年２回（10 名以上） 当法人専門職員 

ボランティア育成研修 年１回 （市）社協 

高齢者支援 

要支援サポート 
月１回以上 

当法人専門職員 

地域福祉ボランティア 

障がい者支援 

施設外活動 
年１回 南部在宅職員 

子育て支援 

寺子屋 
営業日 

ボランティア 

南部在宅職員 

生活安全教室 年１回 所轄の警察・消防署 

地域連携 

地域行事への参加 
年１回 南部在宅職員 

リクエスト講座 随 時 
ボランティア、外部講師 

南部在宅職員 

 

地域活動及びネットワーク作りへの参加 

みなみ社協長会議 年６回 所長出席 

子育てネットワーク会議 年１２回 所長出席 

高齢者支援 

ネットワーク協議会 
年１回 所長出席 

日吉校区夏祭り（救護班） 年１回 南部在宅職員 

近隣校区敬老の集い 年１回 南部在宅職員 

いきいきサロン 

老人会 
要請時 南部在宅職員 

 

 

 

 



（２）３０年度成果目標 

  平成２８年度 平成２９年度 
平成３０年度 

（実 績） （実績見込み） 

１階多目的ホール ６６６人/月 ６７６人/月 ７５０人/月 

２階多目的ホール ４０５人/月 ３５５人/月 ３６０人/月 

和  室 ２０５人/月 ２３３人/月 ２３５人/月 

調理室 ３０人/月 ２３人/月 ３０人/月 

施設外活動 １２４人/月 １４６人/月 １４５人/月 

合  計 １，４３０人/月 １，４３３人/月 １，５２０人/月 

 

 

 



熊本市中央１地域包括支援センター  

１ ３０年度の取り組み 

（１）地域包括ケアシステム構築に向けての取り組み 

   ①校区協議体の中で発見された地域の課題や強みを活かしてネットワークを構築し

ます。 

    （ア）地域と協働してニーズに応じた特色ある地域活動を実施するために、生活

支援コーディネーターを中心に校区協議体を開催し、現状や地域の課題を

「見える化」します。 

    （イ）運営協議会にて各校区の取り組みの報告を行い、圏域内校区の情報交換の

場とします。 

     

    ②介護予防・生活支援・生きがいづくりを行います。 

    （ア）自立支援型地域ケア会議を通してケアマネジメントの質を高めます。 

（イ）既存の百歳体操会場運営、継続に対しての支援を行います。 

（ウ）新規の百歳体操会場立ち上げ支援を行います。 

（エ）インフォーマル資源や校区内の催し、高齢者の集う場所、ボランティア情

報などの収集を行い、自治会や校区社協、商店会の協力を得ながら地域の

状況を見える化します。 （地域ケア計画、お役立ちガイドの作成）    

（オ）買い物が困難な地域に対して移動販売等の業者とのマッチングを図り生活

支援の充実を図ります。 

（カ）地域の課題を住民全体が考えることができるよう、町内単位での協議体を

開催します。 

（キ）サロン・校区行事への参加をします。 

（ク）町内の結びつきを強化するため、モデルとして五福校区町内サロン立ち上

げを支援します 

（ケ）老人会の活動継続、新規立ち上げの後方支援を行います。 

方法として、アンケートでのニーズ調査等を行い、現代の高齢者に合った

取り組みを老人会や地域に提案していきます。（壺川・一新・慶徳・五福） 

 

③認知症支援、権利擁護を行います。 

 （ア）認知症サポーター養成講座、フォローアップ講座を開催します。 

 （イ）認知症の方を介護する家族の会を支援します。（もやいのひろば） 

 （ウ）徘徊声掛け訓練を行います。（一新又は壺川） 

（エ）虐待や困難ケースに対しては職員の専門性を活かして迅速・適切に相談対

応にあたり、必要時はケース会議を開催し関係機関と連携をとり解決をは

かります。 



（オ）成年後見制度の活用や司法書士との連携をはかります。 

（カ）総合相談や課題解決型ケア会議を通じて地域の課題発見やネットワーク構

築を行います。 

 

④地域・多職種連携を行います。 

 （ア）圏域内居宅・包括連絡会、主任ケアマネ会、事業所連絡会を開催します。  

 （イ）小学校・中学校・高校・専門学校に対してイベント協力依頼や研修会を行

います。 

（ウ）圏域内の民生委員さんの交流を目的に勉強会を開催します。 

（エ）高齢者見守り事業にて民生委員さんとのすり合わせ、情報交換、訪問を行

います。 

 （オ）病院相談員、歯科、栄養士、リハ職など医療関係者の連絡会を立ち上げま

す。 

 

⑤広報・PR 活動を通して認知度向上や地域との連携を図ります。 

（ア）広報紙やホームページで包括の取り組みや介護保険情報などを掲載し、住

民や地域に情報を発信します。 

（イ）医療機関や自治会に入っていないマンション等にも広報誌を配布します。 

  

（２）職員の資質向上 

   ①総合相談の内容が複雑多岐にわたっており、専門性や資質向上を図るために研修

会参加や資格習得を奨励します。 

   ②地域包括ケアシステムの構築のために地域ケア会議に関する研修や生活支援コー    

ディネーターの研修、連絡会に積極的に参加します。 

   

 

２ ３０年度の成果目標 

   ・地域ケア会議開催（６回/年） 

・校区協議体の開催（各校区２回/年以上） 

・住民主体の体操教室（百歳体操）立ち上げ（五福・壺川） 

・キャラバンメイト資格取得  

  



熊本市障害者福祉センター希望荘  

熊本地震により館内立ち入り禁止の状態であるため、平成 28 年 12 月より、イオン熊

本中央店２階に希望荘別館を開館し運営しています。このため従来同様の事業展開に

はさまざまな制約がありますが、相談支援事業所をはじめ関係機関・団体と連携を深

め、在宅障がい者の社会参加を促し、生きがいを感じることの出来る取り組みを進め

ます。このことにより、希望荘がより広く多くの在宅障がい者のみなさまの心のより

どころ・交流の場となることができるよう努めます。 

 

（１）３０年度の取り組み 

【貸し館事業について】 

① イオン熊本中央店内に「ふれあいギャラリー」を常設し、在宅障がい者の方の作品

などを展示することで、障がい者の生きがい作りと社会参加を進めます。 

② 利用者への情報提供のため、ホームページに「Ｒead Ｓpeaker」を導入し、また、

メールや音声案内を実施しコミュニケーションの円滑化を図ります。さらに、区役

所、相談支援事業所への広報を充実します。 

③ ２９年度と同様に「夏まつり」「文化祭作品展」に代わる「希望荘フェスタ２０１

８」を開催します。前年度をさらに発展拡大させ、地域での役割・貢献が確実に

なるよう、また、積極的な広報活動により希望荘の知名度が上がるようメディア

等の活用を実施します。 

④ 学習講座は、開講可能な主催講座の拡大を進めるとともに、自主事業で利用者のニ

ーズに即した講座の拡充を図ります。 

⑤ ふれあい相談は、委託先である「NPO 法人ともにある会」と協力し、障がい別に特

化した相談員を引き続き配置し、相談者の迅速な問題解決に繋がるよう努め、相

談の掘り起こしや増加につなげます。 

【地域活動支援センターについて】 

①  障がい者が、地域で生き生きと輝きながら暮らしていくために、自分の力を活か  

して、生きがいを持てるよう日中活動などを通して様々なサポートを行います。  

②  震災の影響でひきこもり状態になっている方が、安心して集える「憩いの場所」

として利用できるよう広報活動に努めます。 

③  機能訓練及び社会適応活動のため、パソコンを活用し、脳活性及び知的好奇心活 

動の充実に努めます。 

④  利用者が地域で暮らしていく中で、自立した生活が送れ、社会参加に繋がるよう

に主体的な機能訓練活動の支援を行います。 

⑤  生活支援等の相談対応にあたり、各区役所や障がい者相談支援事業所との連携強

化に努め、広く地活を知って頂き、新規のご利用を促します。 

⑥ 利用者のサービス利便性の向上を図るとともに、利用者の声に耳を傾け、改善と効



率化を進めていきます。 

【自主事業について】 

① 「バスハイク」については、アンケートに基づき、行き先、内容等を精査し、ニー

ズに応じて実施します。 

② 在宅の障がい者の方に作品などを展示する場所を確保し、ホームページ上の「作品

展」「ふれあいギャラリー」に加え「みんなの広場」を常設し社会参加の広まりを

支援します。 

③  障がい者がスキルアップ出来るパソコン講座を、年間講座以外に 3 ヶ月程度のカ

リキュラムを組み、より多くの希望者が受講できるように配慮します。 

④  希望荘別館や他施設を利用して、多くの方が楽しめる催し物を実施します。 

⑤ 地活外出行事については、アンケートに基づき、利用者ニーズにあった内容で行先

を選定し、小規模で実施します 

⑥他施設での入浴サービスでは使用時間の制限はあるが、より多くの方が利用できる

よう実施します。 

⑦広報誌「希望荘 地活だより」の定期発刊とともに、利用者とのコミュニケーショ

ンツールとして、職員から利用者への手紙の送付を実施します。 

【職員の資質向上について】 

① 希望荘を利用される全ての方の満足度が高くなるように、サービスの質の向上に

つながる会議の実施、研修への参加をします。 

② 「一研修一実践」を合い言葉に、学んだ研修内容が日常で生かせるような取り組

みを行います。 

 

（２）３０年度の成果目標 

① 講座事業については、実利用率８５％を目指します。 

② 希望荘別館地活利用者及び入浴サービス利用者の１日平均利用率を震災前の１日

平均利用率７０％を目指します。 

③ 指定管理モニタリングで問題の指摘が無いよう、引き続き適切な施設運営に努め 

ます。 

④ 指定管理の公募に応じ、３１年度からの新たな運営に備えます。 

 



 

熊本市発達障がい者支援センターみなわ 

発達障がい者支援の充実と拡充のために以下のことに努めます。 

（１）発達障がい者支援センターの支援力の向上 

・関係機関との連携やネットワークの要としてマネジメントの機能（学校、事業

所等が発達障がい者の特性に沿った対応ができるよう連絡、調整、助言、指導

等を総合的に行う）を発揮できるよう支援力の向上に努めます。 

・発達障がい者への支援のための知識と技術の向上を図ります。 

（２）発達障がいを理解し継続的に支援ができる支援者の育成 

・行政、医療、教育、福祉、労働、司法、地域等と連携して、主催講座、研修会

等で発達障がいの特性理解を踏まえた支援のできる者の育成に取り組ます。 

・当事者のニーズに対応できるよう支援者育成講座の充実を図ります。 

（３）発達障がいへの理解・啓発活動及び機関支援 

・発達障がいの理解のための普及・啓発活動に力をいれます。さらに関係機関へ

のバックアップ等、地域支援の更なる整備と支援力アップに努力します。 

１ 平成３０年度の取り組みについて 

（１）発達障がい者支援センターの支援力の向上 

①相談支援・発達支援・就労支援の充実 

・相談の際には、インフォームドコンセントを基本として当事者とルールの決定、

また他機関との連携の必要性等を丁寧に説明しながら同意を得て相談を進めて

いきます。また、当事者の学習上や生活上の困り感・生きづらさなどの背景と

なる発達障がいの特性、などについて一人ひとりの苦手さ、困難さを整理し、

自己理解を支援していきます。 

・相談支援については、来所相談を中心に、必要に応じてグループ活動の支援を

行います。ケースによっては、心理特性を把握して、発達支援や学校等のケース会

議や研修等に活かします。 

・相談支援事業所や所属先のキーパーソンを核として調整機能を活かしながら連

携して当事者の思いに沿って取り組みます。 

・当事者一人ひとりのライフステージに沿って、本人や家族のニーズを整理します。

また、学校や相談支援事業所が作成する支援計画と連携した支援に努めます。 

・就労支援では、当事者の「主訴」等の状況を見極め、特性を整理し、苦手さの対処

方法の工夫や自らの強みを活かした働き方など自己理解の支援に力をいれ、福祉・

労働機関へつなぐまでの必要な支援を行います。また、働く際に職場の環境調整な

ど合理的配慮を求めるために「自己説明書」などの作成支援を行います。 

②職員の支援力の向上等 

・みなわ職員の支援力向上のための内部研修の実施及び充実と外部の研修会等へ

の積極的参加に努めます。 



 

・スタッフの業務の明確化や標準化を行い、マニュアルを整備し、定期的な見直しを

図ります。 

（２）発達障がいを理解し継続的に支援ができる支援者の育成 

①支援者の育成 

  年間スケジュール（※） 研修等の内容 予定対象者の種別 人数 

一
般 

向
け 

自閉症啓発デー 障がい理解 一般市民等 150 人程度 

県・市連携発達障がい講演会 障がい理解 一般市民 500 人程度 

 家族対象の講座 家族支援 当事者・家族 30 人程度 

関
係
者
向
け 

基礎・ステップアップ研修を実

施、フォローアップ（随時、個別

対応） 

支援者育成 

支 援 の知 識 と

技術の習得 

支援者、学校教員、就

労関係者 

各 100 人程

度 

強度行動障がい支援講座 事業所等支援 支援者・家族等 200 人程度 

就労に関する講座 職場環境調整 就労関係者、当事者 100 人程度 

  研修講師（随時） 行政、医療、教育、福祉、労働、司法、地域からの依頼 

（３）発達障がいへの理解・啓発活動及び機関支援 

①発達障がいの理解啓発・研修に関わる普及啓発 

 ・みなわホームページや市政だよりを積極的に活用し、各地域の諸団体等の会 

合・研修会等で発達障がいの理解啓発に努めます。 

   ・県市連携支援では、就労等成人期の様々な課題をテーマに関して、講演を中心

とした市民向けの理解啓発を行います。 

②関係機関との連携 

  ・教育、福祉、労働等の関係機関との連携やネットワークで支援する場合は、み 

なわの役割を明確にしつつ、必要に応じて連携をとる時期や関連する他の機関 

をコーディネイトし、支援と情報共有の最適化に努めます。 

・学校や事業所への支援は、家族からの依頼の他に関係機関からの依頼に応じた

相談支援、行動観察、コンサルテーション、支援会議等を行います。 

（４）連絡協議会の開催（年 3 回：6 月、10 月、2 月を予定） 

・年３回の協議会で運営に専門的な指導助言を得て事業充実に努めます。 

（５）法人内での連携 

・希望荘、はなぞの学苑、平成学園を利用する自閉症・発達障がい者への支援 

並びにきらりと連携し地域の発達障がい者支援に努めます。 

２ ３０年度の成果目標 

（１）一日の相談件数は１５件とし、延べ相談者数は、３，８００人とします。 

（２）支援者育成講座を年６回実施し、地域の支援体制づくりに努めます。 



 

（３）「発達障がい者支援センター職員の支援等に関する専門性（厚労省）」のチェッ 

クリストに基づき職員の個々の支援力の向上を図り、その成果を数値で把握し 

ます。（障害の特性、関連制度・施策等、アセスメント、地域資源の活用等） 



平成学園 

 学園運営の基本を、「利用者が日々の生活に目的をもち、自分の力で自分らしく生活

することができるよう支援すること」とします。基本方針達成のため「意思決定支援」

（自己選択・自己決定）、「社会生活支援」（主体的にその人らしく生きること）をキー

ワードに掲げ、一人一人の利用者の「必要性」、「生活のニーズ」に合った日中活動を

提供し、より豊かな、質の高い生活づくりを目指します。 

 

１ ３０年度の取組 

（１） 利用者一人一人の「思い・ねがい」に寄り添った支援に取り組みます。 

ア 利用者の個性や特性、ニーズを十分把握し、利用者の「きらり」、利用者の意

思を尊重した活動を大切にして支援します。 

〇「そらグループ」（強度行動障害を併せ持つ重度の自閉症グループ） 

・生活や時間をより視覚化、可視化して支援します。 

・利用者一人一人が楽しく、意欲的に活動できるよう、利用者一人一人の特

性を考慮したグループ編成（３グループ）を行い支援の質を高めます。 

   〇「だいちグループ」（肢体不自由を中心とした重度のグループ） 

・身体機能の維持・向上を支援の中心とします。 

・音楽活動、創作、余暇活動など、できることに着目した生活体験の機会を

増やし、日中活動を更に充実させます。 

   〇「はばたき・ひだまりグループ」（軽中度のグループ）               

・一人一人の個性と良さが発揮できる活動に積極的に取り組みます。       

・多くの社会体験や地域と共に活動できる機会と場を提供し、生活の質の向

上を図るとともに、日々の活動の成果を地域社会に発信していきます。    

イ 健康活動の取組を更に進めます。 

・職員、看護師による日々の健康状態をチェックし、利用者の高齢化に向けた

対策を講じます。「健康だより」の発行、定期的な「健康相談」を行い、保護

者との連携を強化します。 

・ラジオ体操をはじめ、ヨガ活動、ウォーキング、水浴等々個々の年齢や体力

に応じた活動に取り組みます。 

・地域の医療機関でのインフルエンザ予防接種（１１月）、無料歯科検診（１２

月）を実施し利用者の健康維持、増進に努めます。 

ウ 「きらりプロジェクト」の取組を進め、一人一人の利用者が持っている力（得

意なこと、好きなこと、興味関心のあること等）が発揮できるよう、日々の活

動を一人一人に合わせるようにします。 

・個別の支援計画の支援目標設定に当たっては、一人一人の「きらり」が生か

せる目標にします。 



・音楽グループ「へいせいレインボーズ」を更に充実させ、活躍の場を地域に

拡げます。また音楽療法の講師の協力のもと、いろいろな楽曲に触れる機会

を増やし、利用者の情操を豊かにします。 

・各グループの創作活動では外部講師を活用し、音楽を楽しんだり、創作活動

をしたり、ヨガ活動でリラックスマしたりできるようにします。 

・様々な作品作り（陶芸・木工・紙すき・さをり等）にも取り組み、その成果

を学園祭、地域の施設で展示したりします。   

エ 余暇活動の充実を図ります。 

利用者の豊かな地域生活の拡充を図ることができるよう、カラオケ､ドライブ､

茶話会､買物､映画･美術の鑑賞・見学旅行等の様々な活動を提供します。 

（２） 安心･安全な送迎サービスを心がけます。 

ア 必要に応じてルートの見直しなどを行い、適切かつ効率的な運行を目指します。 

イ 利用者のニーズを定期的に確認し、送迎における課題の掘り起こし、改善に

努めます。 

ウ 運転士との「送迎関係者会議」を年３回開き、利用者の安全な送迎と「無事

故・無違反・クレームゼロ」の推進を図ります。 

エ 送迎前の徹底した車両の安全点検を行います。また、日常的に運転士の健康

状態の把握に努めます。 

オ 万が一の事故、けがに適時・適切に対応できるよう、「安心・安全マニュアル」

を策定します。 

（３） 環境整備を計画的に行います。 

ア 利用者一人一人が生活しやすく、活動しやすい環境づくりをします（各グル

ープの居室の整備）。 

イ 利用者の安心・安全な生活を確保するため、職員の危機管理意識を高める講

話を月１回行います。また、「ヒヤリハット防止の取組」にも力を入れ、一人一

人の職員の危険予知の能力を高めます。また、「平成学園危機管理マニュアル」

を活用し、不測の事態に臨機応変に、適切に対応できるようにします。 

ウ 施設の安全点検を月１回実施し、利用者の事故、けがゼロを目ざします。 

エ 季節感あふれる花いっぱいの環境づくりに努めます。また、施設周辺の庭木

の剪定、除草を定期的に行います。 

（４） 職員の資質の向上を図ります。 

ア 外部研修・施設見学等を積極的に活用し、職員全体の資質・専門性、支援力

の向上を図ります。また、外部講師招聘による研究会（事例研究会）を実施し、

専門性をより一層高めます。 

イ 各種専門家（ＯＴ、ＰＴ等）からも必要に応じて助言を求め、日々の支援に

役立てます。 



ウ 「個別支援計画書」を利用者にも分かる利用者中心の計画にします。 

エ 特別支援学校の授業等を参観し、一人一人の利用者支援の基礎を学びます。 

 

（５） 利用者・保護者との連携に努めます。 

ア 連絡帳や電話等による日々のやりとりのほか、保護者会やふれあい参観、面

談、家庭訪問を通して、より良い関係が築けるようにします。 

イ 「園長室だより」を毎月発行し、学園の運営の様子、利用者の活動の状況等

を知らせるようにします。 

ウ 保護者会、ふれあい参観を学園の情報発信、保護者の要望等の吸上げの場と

します。 

（６） 関係諸機関との連携を通じて利用者支援の充実を図ります。 

 利用者を中心に据え、福祉課、相談支援事業所、障害者発達支援センター、医療、

療 育機関等と日常的な連携を図り、利用者の現在、将来にわたる豊かな生活の実

現に向けて取り組みます。 

（７） 学園のＰＲ活動に積極的に取り組みます。 

ア 支援学校、地域に対して定期的な訪問や広報紙配布を行い、学園の理解啓発

を図ります。 

イ 特別支援学校に「施設見学会」や「施設体験利用」の案内を行い、学園を知

り、活用いただく機会を設けます。 

ウ ３０年度版の学園ＰＲ用のリーフレットを作成し、学園見学者、特別支援学

校等に配布します。また、学園紹介パネルを作品展示会等に展示し、学園の理

解、啓発を図ります。 

（８） 地域との交流を推進し、障がい者理解のための啓発活動に取り組みます。 

ア 地域交流サロンの開催、小島小学校交流会、広報紙「時計台」の発行を通し

て積極的に地域とかかわりを深め、学園へのより一層の理解を図ります。 

イ 地域行事や町内会合に参加し、地域に根ざす、地域の学園としての存在感を

一層高めます。 

ウ 学園行事では、必要に応じてボランティアを募り活動の充実を図り、学園の

サポーターを増やします。 

 

２ 成果目標 

 （１）日々の利用者数  ４８人    

 （２）収入目標（月額） １０，０００，０００円 

（３）ゼロ運動の実施 

（利用者への虐待、利用者のけが、職員の交通事故・交通違反） 

  



はなぞの学苑 

 

利用者の自立支援に向けて、自己選択・自己決定を基本とした様々な活動を行いま

す。定員の見直しも行い、生活介護４０名、就労継続支援Ｂ型２０名に変更しました。

生活介護と就労継続支援Ｂ型の適正な運用と支援の充実を図ります。また今年度は学

苑の移転建て替えを行う大切な一年となります。地域への対策を計画的に行い、移転

が滞りなく進められるようにしていきます。 

 

【基本理念】 

 信頼されるはなぞの学苑 

【目指す学苑像】 

 利用者の方の笑顔に満ちた学苑 

 利用者の方の個性をきらりと輝かせる学苑 

 家族の方が安心できる学苑 

 地域の方々とともに歩む学苑 

 

１ ３０年度の取り組み 

（１）利用者の方の笑顔に満ちた学苑 「もっとうれしい、楽しい、大好き！ 作戦」 

１）利用者一人一人の満足を追求したサービスの提供 

【 生活介護 】 

  ◇作業・健康・創作・余暇の４領域での活動をさらに充実させていきます。 

  ◇活動内容については、常に見直しを行い支援の工夫をしていきます。 

  ◇家庭生活での充実を考え、健康活動や余暇活動にも工夫をしていきます。 

  ◇新たな作業活動について検討していきます。 

【 就労継続支援Ｂ型 】 

    ◇ひとりひとりが喜びを持って働くことができるように、作業工程や作業環境等   

についての更なる工夫をしていきます。 

  ◇新しい作業の導入を検討していきます。 

  ◇毎年の工賃アップができるように、作業収益が上がるような努力をします。 

  ◇「工賃お楽しみプラン」のさらなる充実に取り組みます。 

２）苑内環境整備の推進 

①日常の整理整頓に努め、安全で活動しやすい環境作りをします。 

②年間を通して、プランターや鉢による「花いっぱい運動」に取り組みます。 

 

（２）利用者の方の個性をきらりと輝かせる学苑 「みんなの個性がきらりだね！ 作戦」 

 きらりプロジェクト委員会を組織し、各種展示会での作品展示や関係機関と連携し



た製品の改良・開発を推進していきます。 

【 製品の質の向上 】 

  ◇外部機関のアドバイスを受け、より質の高い製品作りに努めます。 

   (石けん、陶芸製品、竹製品、牛乳パック再生、縫製製品など） 

【 販路の拡大 】  

   ①地域の文化祭をはじめ、各種展示会での展示販売に取り組んでいきます。 

 ②新たな販売経路等についても検討していきます。 

 

（３）家族の方が安心できる学苑 「いつも笑顔で安心サービスステーション！ 作戦」 

１）職員の資質の向上 

 ①県内外の研修会に積極的に参加します。 

  ②強度行動障害の研修に取り組み、日々の支援に活かします。 

③毎月のグループ別支援会議を充実させていきます。 

 ④利用者ひとりひとりの様子をしっかりと捉える力の向上に努めます。 

 ⑤建て替えを目処に、苑内のＩＴ化に取り組みます。 

２）学苑と利用者家族との連携強化 

   ①グループだよりと月刊“はなぞの”を発行し、学苑の思いや様子を伝えます。   

  ②連絡帳や電話等で、更なる連携をとっていきます。直接、お話もしていきます。 

 ③グループ懇談会や個別面談会を行います。 

３）送迎サービスの充実及び高齢化に伴うサービスの情報提供 

 ①より多くの方の個別送迎ができるように、コースの見直しを行います。 

 ②専任ドライバーの導入による効率的な活用を検討します。 

 ③建て替えに伴う新たな個別送迎計画を検討していきます。 

 ④高齢事業部との更なる連携を深め、サービス利用の情報を提供していきます。 

 

 （４）地域の方々とともに歩む学苑 「来なっせ、見なっせ、かたんなっせ！ 作戦」 

１）地域への広報活動の推進 

 ①地域向けの広報誌発行を年に数回継続していきます。 

 ②地域の行事には利用者とともに積極的に参加して交流を深めていきます。 

 ③学苑行事へのお誘いのポスターを工夫していきます。 

２）施設見学や体験･実習の受け入れ 

 ①地域住民をはじめ、地元関係機関との連携を深め、ボランティアの要請と受け入

れを進めていきます。 

   ②特別支援学校と特別支援学級の実習や施設見学会・施設体験会を充実させていき  

ます。肢体不自由児の受け入れも積極的に進めていきます。 

 ③精神障がいの方の見学や相談が増えてきています。その受入れも進めていきます。 



３）行政や他の機関との連携強化 

 ①相談支援事業所への情報発信をより多く行い、連携を深めていきます。 

   ②区役所等との連携を深め、在宅の方の現状を把握していくと共に、学苑の利用へ  

とつながるようにしていきます。 

   ③関係機関と連携して情報交換に努めるとともに、精神障がい者の方の社会参加へ

の協力体制と受け入れの強化をしていきます。 

 

（５）移転建て替えに伴う取り組みについて 

  移転元及び移転先に関して必要な対応ができるように、それぞれプロジェクトチーム

を組織し速やかな移転が行えるよう努めます。 

  移転元の花園に対しては 36 年間お世話になった場所であり、盆踊り大会や学苑祭、

ふれあいの集い等様々な行事を通して地域への感謝の気持ちを表したいと思います。 

また移転先に関しては、先ず“はなぞの”を知っていただくことが大切であると思

います。学苑のサービス（生活介護・就労継続支援Ｂ型）や施設についての広報に努

めます。さらに新しい場所で展開する活動についても、例えば就労の畑の確保等必要

な対応を行います。 

建物が 30 年度の 2 月までには完成するので、3 月に内覧会を実施し 31 年度 4 月に

開所式を行ってスタートを切りたいと考えています。 

 

２ ３０年度の成果目標 

（１）家族利用満足度アンケートにより、利用満足度８５％を目指します。 

（２）生活介護の稼働率７５％を目指します。 

（３）就労継続支援Ｂ型の平均工賃月額５，０００円超を目指します。 

（４）各種研修会への職員１人年３回参加を目指します。 

 



熊本市障がい者相談支援センターきらり 

 

地域の中で様々な要因が絡む事例を中心として、障がい者（児）や難病者の方々に対 

して自己決定を尊重した生活支援を行います。又、指定特定相談支援事業所への後方 

支援や人材育成、地域内外の社会資源と強い連携を結び構築しながら、当事業所が持 

つ専門的領域への介入力を活かしたケース対応に努めます。地域に対しては、区内で 

の連携を図りながら保健・医療・福祉分野の機関と共同で地域の置かれている現状を 

踏まえて、取り組むべき課題に対して、熊本市自立支援協議会への参加や事例の検討 

を行いながら当事業所の役割を担っていきます。 

 

（１）３０年度の取り組み 

 

① 困難を抱えながらも地域で生活をされている障がい者（児）や難病者の方々を対

象に、積極的なアウトリーチ支援を心がけます。 

② 地域ネットワークの構築を主眼として、圏域内の主な連携機関である保健、医療、

福祉、相談ケースを通して地域に求められる事業所運営を目指します。 

③ 熊本市自立支援協議会や東区障がい者ネットワーク会議等、積極的に運営及び参

加を行いながら、熊本市社会福祉事業団としての社会的な使命と障がい者福祉に

対する提言を行います。 

④ 法人が持つスケールメリットを活かして、障がい者を家族に持つ高齢者の家族支

援にも、包括的でワンストップの支援を目指しながら、相談支援事業所の介入及

び事業所への後方支援を積極的に行います。 

⑤ 地域内の福祉、医療、教育、就労などの関係者とのネットワークを構築及び強化

しながら、顔の見える連携に努めます。又、各種研修に参加しながら、相談支援

専門員の質の向上及び事業所機能の強化に努めます。 

 

（２）成果目標 

  

① 地域に根差した相談活動と困難ケースの対応、相談支援事業所の後方支援を行

います。又、他事業所との合同事例検討会や先進地視察、県主催の研修事業へ

協力をしながら委託相談支援専門員の質の向上及び事業所機能の強化を行いま

す。 

② 熊本市自立支援協議会や東区障がい者ネットワーク会議の企画・運営を行いな

がら、高齢者分野との連携も入れた包括支援ネットワーク体制作りに取り組み

ます。 



指定相談支援事業所きらり 

 

東区を中心に地域の社会資源を活用しながら福祉、医療、教育、就労などの関係者と

のネットワークを構築しながら、質の高い相談支援サービスを提供します。又、熊本

市全体で相談支援の受け入れが難しい状況が続いている中で、特に障がい児や地域の

在宅ケースについて、利用者へのサービス利用計画やモニタリングの提供を大切にし

ながら、一貫した途切れることない相談支援を行います。 

 

（１） ３０年度の取り組み 

① 相談支援の基本的な業務を忠実に行いながら、利用者が社会の中で持てる力を最大

限に発揮できるように環境を整え、「きらり」と輝く人生を送れるような相談支援

に努めます。 

② 利用者の個別の支援計画やモニタリングを大切にしながら、事業の継続性と経営の

安定化を重視し、一貫した途切れることない丁寧な相談支援に努めます。 

③ 法人が持つスケールメリットを活かして、障がい者を家族に持つ高齢者の家族支援

にも包括的でワンストップの支援を目指しながら、相談支援事業所の介入を積極的

に行います。 

④ 地域内の福祉、医療、教育、就労などの関係者とのネットワークを構築及び強化し

ながら、顔の見える連携に努めます。地域の中でニーズの高い障がい児及び在宅障

がい者への支援を行います。 

 

（２） 成果目標 

① 障害福祉サービス利用者のプラン作成件数２４０件を上限として、自己決定を尊重

しながら質の高い相談支援を目標とします。 

② 支給決定を受けたプランニング及びモニタリングを計画的に実施しながら、収益の

安定化を目指します。 

③ 障がい児の計画相談について、地域ニーズに答えることができるように新規ケース

の受け入れと初回の電話相談について親身になって対応します。又、家族支援も視

野に入れながら教育機関や専門機関との連携を行いながら、相談支援の質の向上に

努めます。 

④ 各種研修に参加しながら、相談支援専門員の業務への対応力を高めていきます。 



グループホームすまいる  

 平成 28 年 12 月に 2 棟目ができ、すまいる１・２の合同交流を充実するなど、休日

の余暇活動をより楽しみのある内容に工夫します。 

 地域活動等にも積極的に参加し、地域とより密接な関係を深めます。さらに日頃の

様子について、すまいる通信を発行し日々の生活情報を家族に具体的にわかりやす

く伝えます。 

 

（１）３０年度の取り組み 

 ① 家族との連携を深める為に誕生会等の行事を行い家族への参加呼び掛け、すま

いる通信を定期的に発行して情報を発信します。 

 ② 共同生活での様々な場面で利用者一人ひとりの力が発揮できるように、スタッ

フが協力して支援します。 

③ 地域の行事参加（町内一斉清掃・夏祭り等）を通じて地域との交流を図り、世

話役の方々をはじめ、住民の方々の理解と啓発をより一層進めていきます。 

④ 利用者の健康と共同生活の安全安心を確保するために、毎月スタッフ会議を開  

き利用者に対する共通理解と支援方法を統一し、防災マニュアルに従い地震、

火災の避難訓練を実施して事故防止に努めます。 

⑤ 休日支援については、すまいる１・２との交流を行い、利用者にとって楽しい

休日を過ごせるように支援します。 

⑥ はなぞの学苑、平成学園共に連絡を密にして利用者の方々の健康面について情

報交換（体温、摂取量、排泄等）を行い、健康管理についてより一層の連携の

強化を図ります。  

⑦ スタッフに対する様々な研修を通してスキルアップの向上を目指します。 

 

（２）３０年度の成果目標 

① すまいる１では利用率９２％を目指します。 

  すまいる２では利用率９３％を目指します。 

すまいる１では、休日等について一人ひとりが自立出来るように支援を目指し

ます。 

休日では、色々なイベントに参加できるように支援します。 

病院受診時に家族対応が困難な場合は、スタッフが支援を行います。 

② すまいる１・２家族会（食事、生活、住み心地等）を実施し、家族会とスタッ

フ間との信頼関係をより深く築きあげて行きます。 

③ 利用者・家族の方に利用満足度のアンケートを実施します。 

④ すまいる通信、年３回発行します。 


