
平成３１年度事業計画（総括） 

 

平成３０年度には、熊本地震による被災から長く復旧を待ち望んでいた、はなぞの学苑

の移転建替や平成学園ふれあい棟の工事が完了し、地震前以上の施設環境を整えることが

できました。また、希望荘の復旧耐震工事も完了し、４月１日にはプレオープンを迎えま

す。ご利用者やご家族、地域の皆様には、長くご不便とご迷惑をかけてきましたが、今後

は新たな環境のもとで、より一層のサービス向上を心がけてまいります。 

 

平成３１年度は、第５次中期経営計画（平成 31 年度～平成 35 年度）の初年度にあたり

ます。この計画の策定にあたっては、国の制度動向や熊本市の指針、またご利用者や地域

ニーズ等を踏まえ、法人運営の基本理念及び基本方針から見直しを図りました。その上で

新たな経営目標『持続的発展を可能にするバランスのとれた経営の確立』を掲げ、３つの

経営戦略『人材の確保と育成』、『フレキシブルな事業展開と魅力あるサービスの提供』、『財

務目標の達成』のもとに、向こう５年間の法人全体・各施設等の進むべき方向性と具体的

な取り組みを示しております。 

 

福祉業界全体が直面する大きな課題ではありますが、当法人におきましても、人材の確

保が喫緊の切実な課題となっています。そのため、昨年末に若手職員による求人戦略チー

ムを立ち上げ、新たな求人サイトの開設と求人パンフレットの作成に取りかかりました。

これらを活用し、法人の魅力だけでなく広く福祉の魅力を発信していきます。 

また、確保した人材の育成と定着も法人内の大きな課題となっています。一人ひとりの

職員の働きがいとサービスの質の向上に繋がるように、育成研修の体系化を確立するとと

もに、その実施に向けて、新たに『人材育成プロジェクト』を組織し、職員育成体制の強

化を図ります。 

事業面においては、新規事業として平成３２年度に、明飽苑においてショートステイ事

業の実施、また北部地区において認知症対応型グループホームの新設を目指すため、本年

度はその準備に取り組むこととしております。 

 

私たちは、本事業計画を通して、ご利用者・ご家族・地域に信頼される事業所、法人で

あるために、職員一人ひとりの意識と専門性を高め、更なる質の高い福祉サービスの提供

に努めるとともに、全職員が誇りを持って働くことができる職場づくりに取り組んでまい

ります。 



法人本部 

 

 本年度は第５次中期経営計画の初年度として、定めた経営目標の着実な達成に向け、 

各事業所間との連携体制強化を図るとともに、職員一人ひとりが将来の見通しを持ち

働く意欲を高める組織作りを行い、経営基盤の更なる強化を目指します。そのために、

次の点を重点的に取り組みます。 

 

１．３１年度の取組み 

（１）働きがいのある法人を目指します。 

  ① 人材の安定的な確保に取り組みます。 

   ア．平成３０年度に立ち上げた求人戦略チームが中心となり、福祉のイメージ

アップに取り組み、法人の魅力を効果的にアピールします。また、就職フ

ェア等にも積極的に参加し、人材確保に努めます。 

   イ．福祉系学校等からの実習生受け入れに必要な実習指導者を養成し、実習生

を積極的に受け入れます。また併せて、法人施設見学会や就労体験の受入

も実施していきます。 

   ウ. 「生活援助従事者研修」や「介護実務者研修」の実施に向け、講師の養成

等も含め準備に取り組みます。 

  ② 職員の満足度向上に向けた人材育成・研修体系を構築します。 

   ア．新卒職員や中途採用職員等に対するフォローを主目的とした制度を設計・

運用し、個々が抱く課題を解決しながら職員満足度を向上させ、定着率向

上を目指します。 

   イ．各職制に求める能力基準を明示の上、研修体系を整備するとともに、個別

研修履歴を管理し、人材育成の強化を図ります。 

  ③ 働き方の改善に取り組みます。 

   ア．各種様式の統一や、必要に応じてＩＣＴを導入することで業務の効率化を

図るとともに、労働時間の適正化に向けて、仕事のやり方やルールの見直

しを図ります。 

   イ. 年次有給休暇取得率向上に向けて、休みを取得しやすい職場環境の整備に

取り組みます。 

   ウ．法人のリスクマネジメント対策として管理者向けハラスメント防止研修を

実施すると共に、ストレスチェック結果を基に職員・事業所に対しメンタ

ルヘルスケア対応を図っていきます。 

    

 

 



（２）安定的な法人経営を目指します。 

  ① 経営基盤の強化と組織の充実を図ります。 

   ア．経営分析力等を高める研修会へ参加します。 

   イ．各事業の収支状況把握のため、四半期ごとの資料を整備し、経営状況を共

有することで、課題解決に向けた取組を行います。 

   ウ．計画的な施設整備積立及び建替積立を実施します。 

  ② 会計監査人設置に伴う準備を行います。 

   ア．業務内容や作業範囲にばらつきが出ないよう、法人全体の業務フローを作

成し、法人全体に浸透させ、会計監査人の選定に取り掛かります。 

   イ．会計処理の根拠資料等の整備及び計算書類の不備があった場合の修正等、

後方支援を行います。 

 

（３）法人の事務機能の強化・効率化を図ります。 

① 適正な勤怠管理が徹底出来るように「勤怠の見える化」等のシステム改善を図

るとともに、各事業所のシステム運用について操作指導を継続的に行います。 

② 勤怠システムの安定的な運用によりペーパーレス化を推進し、効率化による費

用削減に取り組みます。 

③ 各事業所における事務処理の効率化を図るため、各種様式の整備を行います。

また、各拠点で予算の執行状況や予算不足を事業所毎で把握できるよう指導を

行い、適正で円滑な法人全体の資金管理に努めます。 

 

（４）地域貢献活動に取り組みます。 

① 前年度から活動を本格化した、花園校区における小学生ボランティアグループ

である「花園キッズふれあい隊」について、新５年生とも活動を継続していき

ます。また、法人内各事業所において地域貢献活動を洗い出し、地域貢献推進

委員会で取組を検討した上で、新たに企画・実施していきます。より一層の地

域貢献を目指し、社会福祉法人としての責務を果たしていきます。 

 

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１０１，０００千円】 

（内訳 積立金額９０，０００千円の実施  収支差額 １１，０００千円） 



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）３１年度の取り組み 

１）入居者サービスの質の向上 

①個別健康維持活動の充実 

○介護予防活動の強化（わくわく活動に参加できない入居者対象） 

アセスメント（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）を活用し、

担当職員・主任を中心に居室等で楽しめる仕組み（生き甲斐）づくりを行い、健康維

持・自立支援へ繋げます。 

○個別運動プログラム（機能維持への対応） 

個別状況（退院時のＡＤＬ等）に応じ、専門職（病院、サービス事業所 PT・OT・看護

師等）と連携を図りながら、園での個別運動プログラムを作り、継続した支援を行う

事で機能維持・向上を図ります。 

 

②自己選択、自己決定の徹底による自立促進 

 「わくわく活動」の推進 

従来の活動メニュー（カラオケクラブ等）に加え、入居者のニーズに沿った参加しや

すく魅力あるプログラム（脳トレ・ゲーム等）を用意し、入居者の生き甲斐づくりを

応援します。またポイント還元には、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。 

 

③自由で楽しい食事と食事を通しての自立支援 

リクエストボックスや給食委員会等で趣向調査を行い、メニューの充実を図ると共に、

食べやすい食事形態調整や楽しい食事環境作りに努めます。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。 

・リクエストメニュー（月２回） 



・新メニュー（月１回） 

・食育講座（年２回） 

 

２）職員の資質向上 

①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指し、リーダーの育成を図ります。 

・認知症介護実践者研修受講（１名） 

・認知症リーダー研修受講（１名） 

・介護福祉士実習指導者講習会受講（１名） 

 

②人権に関する職員意識と接遇の向上 

接遇自己・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。 

 

３）地域貢献（施設の地域開放） 

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。 

 

４）多面的な広報活動の展開（新規入所者の確保） 

①月２回以上の訪問 

○明生園の施設情報や空床情報を提供することを目的とした訪問を一般病院、精神科

病院及びささえりあ等の介護事業所を中心に実施します。入所検討ケースは迅速な対

応で連携を図り申請につなげます。 

○一般病院は、近隣医療機関との連携強化に努めます。特に城西・花園・池田地区の

地区連絡協議会を通した交流や病院ソーシャルワーカーとの関りを深め、こまめな情

報の提供・共有を通して、入所申請につながるよう連携強化に努めます。 

○精神科病院は、協力関係にある精神科病院への定期的な訪問により連携強化に努め

ます。また、退院支援に積極的な精神科救急病棟を持つ精神科病院へは、定期的に訪

問し入所申請者の掘り起しを行います。 

○申請のあがった事業所や協力的な事業所へは、定期的な訪問による情報提供を行い

「養護対象者は明生園」と判断してもらえるよう連携強化に努めます。 

 



②視覚的な広報活動の実践 

○ホームページの定期的な更新を通して、明生園の魅力をアピールします。 

○明生園パンフレットやチラシを通して、園内活動や空床情報を提供します。 

 

③申請者の負担軽減 

○見学の送迎、入所の送迎、荷物の運搬等を行い、申請者やご家族の負担軽減に努め

ます。 

○住民票の異動、保険証、年金等の入所に伴う変更手続きを行います。 

 

（２）31 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 87%を目指します。 

・「わくわく活動」の一日の参加延べ人数 30 名以上を目指します。 

・入居者 110 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）３１年度の取り組み 

１ 短期入所生活介護事業 

介護を必要とされる地域住民が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができ

るように、自宅にこもりきりの利用者の孤立感の解消や心身機能の維持回復、そして

家族の介護の負担軽減などを目的として、ショートステイ 5 室を活用した短期入所生

活介護事業の開始を目指します。 

 

２ 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、入所者の自己選択と自己決定に基づき、

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個別活動の充実 

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。 

 

３ 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。 

 

４ 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、拘束や権利擁護等、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。 

③新任職員が不安なく業務ができる様にアドバイザーとして OJT を通して諸問題の解

決方法など指導を行う新任職員育成担当の育成を行います。 

 

５ 施設・設備の改修工事 

・多目的トイレの設置 

 ショートステイを開始するにあたって、東側に多目的トイレを設置します。 

 

（２）３１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。 

・入所者 49 名（入所率 98%）を目指します。 



熊本市立雁回敬老園 

 

［運営理念］ 

『入居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、入居者が「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 入居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 

入居者の「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の機会を増やし、食事や手作りおやつのセレクトメニュー等の充

実を図ります。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。また、季節感

のある施設の各種行事を含め入居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。 

（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

売等） 

 

（２）入居者の日常生活支援 

入居者の尊厳が守られ、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きめ細

やかな支援をします。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、入居者一人ひとりの状態に応じた支援計画書を作成します。さ

らに、入居者の生活状況・健康状態を十分に把握し、全職員が共有することにより入院や

退所へとつながる事例を最小限にし、今後の入所者の転出に支障が出ないようにします。 

 

（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様々

な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

居者の自立支援と地域貢献に取り組みます。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

することにより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 

「入居者の安心と安全を守る」を基本とする建物や設備・備品の定期的な保守点検を実施

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。さらに、事故防止対策委員

会と身体拘束適正化委員会を一体的に開催し、入居者の人権擁護に取り組みます。また、

熊本地震の経験を忘れることなく災害時に備え非常食等の準備をし、避難訓練も実施しま

す。 

 

（５）快適に暮らせる施設管理 

入居者が気持ち良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、職員自らが入居者にとっての最良の環境要因になることができるように努めます。

また、入居者の意見や要望を取り入れて園庭での花づくり、畑での野菜づくり等を入居者

と協同実施し、安らぎを感じていただけるような環境づくりに努めます。 

 

（６）環境に配慮した効率的な施設管理 

入居者へのサービスの質を保ち、かつ入居者の健康面に配慮しながら、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の多職種

連携会議に出席し施設の現状報告及び広報を行うことによって入居者の転居先の選択肢を

増やすことができるように努力します。 

 

 

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、支援サービスの質の向上と効率化、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 31

年度の計画を作成します） 



② 職員研修を計画的に実施し、すべての職員が入居者の支援や家族、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 日々入居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、心

のこもった挨拶、丁寧な言葉づかい、清潔感のある身だしなみ等接遇面の向上に努め

ます。 

 

３ ３１年度の成果目標 

① すべての入居者が転居するまで、サービスの質の維持と向上を目指し、安心かつ快適

な生活環境を整えます。 

② 入居者の新しい生活の場への転出を計画的にすすめます。 



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平成３１年度からの２年間、『健康寿命のすゝめ』を推進する施

設として、利用者の皆さんの健康増進に貢献するとともに、自分らしく楽しく過ごせ

るためのお手伝いをすることで、心身ともに元気に、健康寿命をのばせるように尽力

します。 

 事業の実施にあたっては、年間の指定事業と自主事業からなる多様な取り組みを通

じて「からだの健康増進」と「こころの健康増進」を進めることで、日々を元気には

つらつと過ごせるように努力し、利用者が「生きがいと社会参加」を実現できるよう

支援をします。 

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）３１年度の取り組み 

<指定事業> 

①「こころの健康増進」 

Ａ 生活、健康等への各種相談 

・健康相談、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

情報提供や相談会を随時実施し、利用者のくらしの不安解消に努めます。（６施

設共通） 

 Ｂ 講習会等の開催 

・認知症予防、口腔ケア予防、感染症予防等の健康増進や介護に関する講習会等

を実施します。 

・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「からだの健康増進」 

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、利用者の興味や関心、ニーズの把握に努めます。 

 

<自主事業> 

①「からだの健康増進」 

・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） 

・百歳体操、ラジオ体操及びパタカラ体操など軽い運動の習慣化を推進します。 

・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

的とし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「こころの健康増進」 

・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９回合同カラオケ大会”を開催します。 

・河内老人福祉センター利用者による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）を実施します。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。 

 

（２）３１年度の成果目標 

① 利用者アンケートの満足度については、前年度比増を目標とします。 

（平成２９年度実績：９９．６％） 

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。 



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。」 

【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 2019 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。 

・高齢者の多くの方々が住み慣れた環境で今の生活を続けていきたいと願っておられ

ます。その思いを叶えていくために、専門職である作業療法士を中心とした家庭生活

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を作

り、自立した在宅生活が継続できるように日々支援に努めていきます。 

・基本動作移動（移動・移乗・起居）、日常生活動作（排泄・入浴・更衣・食事・整容）

といった能力の維持、獲得を図るとともに、役割の獲得（家事動作など）や趣味活動

への参加により、活動的な生活が送れるように、個々に合わせた目標に向けて機能訓

練を実施していきます。 

・平成２９年度より心身機能の維持向上を目的として、野菜作りや花栽培を主とした

園芸療法を取り入れています。普段の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、ストレス発散と種・苗植えから収穫、その後調理して

食べるまでの作業を通して、ご利用者間でのコミュニケーションの機会を得て、共に

達成感を味わうことでの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に関わる状況をアセ

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に取り組みます。また、

ご利用者の ADL 維持改善の度合いがわかるように、アウトカム評価として半年ごとに

各ご利用者に対してバーセルインデックスの算定と加算を導入していきます。 



・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。 

 ・職員の役割分担を再編し、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活用における業務の効率化を

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・促進を図りながら快適な時間を提供していきま

す。またハンドマッサージなど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。 

・編み物や小物、おやつ作りを行い、ご利用者のご希望に沿った趣味活動を提供し

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、ご利用者・ご家族のニーズの把握をし、活動計画の中

に反映しながら実施していきます。 

 

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】 

④ 妻が認知症になったり、先立たれた後に家事で困る男性高齢者は少なくない。料

理作りを通し、家事の方法を学んだり地域の高齢者同士の交流の機会を持つことで孤

立を防ぎ、健康で長生きできる環境づくりの為に地域との共催で取り組み、地域ネッ

トワークの確立を目指します。 

 

⑤ 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。 

 

⑥ 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。 

 

 



⑦ 地域との連携 

〇「介護予防健康教室」年 2 回の開催 

・作業療法士による生活に役立つ健康体操やゲームなどを行い、自分の健康に留意し、 

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・ナイストライ受入、インターンシップ

等 

・ボランティアの受け入れ 

 

⑧ 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において 3 委員会（地域交流・環境・広報）を構成し、随時

活動していきます。 

  ・法人内施設間交流研修の実施 

  ・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 

応が可能である旨を PR していきます。 

② 広報紙 「我が家」の発行 

ご利用者やご家族、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 

ご利用者やご家族、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】 

専門職員の配置に伴い、さらなる職員の資質向上と伝達研修を実施していくことによ

り、中央デイ全体の職員の質の向上に努めるため、以下の研修会へ職員を参加させて

いきます。 

研   修   名 参 加 目 的 

看護職員研修会 看護職の知識を拡大しデイでの業務に活用す

る 

介護職員研修会 介護職の知識を拡大しデイでの業務で活用す

る 

生活相談員研修会 生活相談員の質の向上を図る 

九州ＯＴ学会 作業療法の知識を広げる 

生活向上マネジメント研修 生活行為のリハビリ強化の為 

介護支援専門員研修会 介護支援専門員の知識を拡大しデイでの業務

で活用する 

熊本県老人福祉施設研究大会 職員の知識を拡大しデイでの業務に活用する 

熊本県介護保険施設連絡協議会研究大

会 

プロパー職員が参加し知識を拡大し全職員で 

周知する 

九社連通所介護部会研修会 管理者及び主任が参加し知識を拡大し全職員

で周知する 

九州ブロックカントリーミーティング 管理者及び主任が参加し知識を拡大し全職員

で周知する 

認知症介護基礎研修 新任者等に認知症について理解を深めてもら

う 

認知症実践者研修会及びリーダー研修 認知症についての理解を深め、認知症加算が 

取れる体制づくり 

リスクマネジメント研修会 リスクマネジメントに関しての知識を得、業務

に活用する 

法人内他事業所体験研修 他事業所の長所を学び、デイでの業務に活か

し、職員及び環境の質の向上に努める 

内部研修会（月 1 回 職員会議開催時） 全員参加にて情報共有する 



 

2019 年度の成果目標 

① 2019 年度の利用率目標値（８５％） 

  ア．地域広報誌の発行年度３回 

イ．地域交流事業の開催年４回 

ウ．介護度の維持改善率８０％以上。 

  エ．利用者満足度アンケート（年度２回）において、満足度７５％以上。 

（２９年度は７５％、３０年度は７1％） 

  オ．介護福祉士の確保、全職員の４０％以上。 

② 地域交流事業 

※中央デイサービスセンター主催及び包括・居宅との共催事業 

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 

介護予防健康教室 年 2 回 包括・地域と連携し、いきいきサロンの中で地域 

住民に健康・栄養・介護に関する様々な情報を発

信する。また、作業療法士による生活に役立つ健

康 

体操やゲームを行い介護予防や健康増進を図る。 

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 

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 

地域料理教室 年 3 回 包括・地域と連携し、料理を通じて男女を問わず、

地域の高齢者の交流の場を提供する。 

※地域主催事業への協賛・共催 

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 

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３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、学習発表会等へ地域ネッ

トワーク作りの一環として参加する 

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 

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との介護 

体験・交流を実施 

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 
 



中央居宅介護支援事業所 

 

（１）平成 31 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）地域の交流行事（ふれあい農園、夏祭り、文化祭等々）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。 

   また、貸館利用者様にも居宅介護支援事業所の存在をアピールし、「気軽に介護

相談できる事業所」と認識していただけるようにします。 

丁寧な相談対応の実績を重ねていき、地域の信頼関係を深めていきます。 

（イ）利用者を取り巻くサービス事業所等の各関係機関や地域の自治会や民生委員等 

の地域住民と連携し（地域包括ケアシステムの中で）、個別に事例検討しながら、 

適切かつ迅速に対応を行います。 

（ウ）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。 

  

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）介護保険制度の理解を深め、迅速・適切な対応を行っていきます。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検討会を内外で行いながら、自立支援型ケアマネジ

メントスキルを高めていきます。 

（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

積極的に参加し、事業所全体の質の向上に努めます。 

（エ）圏域の主任介護支援専門員の会議に出席し、利用者様の生活する地域の社会資

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）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、制度理解等）を行っていきます。また、ケアマネ

個々のスキルに応じた個別研修計画を作成し実践していきます。 

（カ）ケアマネジメントの適正化として法人内の居宅介護支援事業所間で相互にケア

プランの点検を行います。 

 

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 31 年度の成果目標 

    介護支援専門員 ５名（管理者１名、他４名） 

    年間目標プラン件数  要介護 150 名  要支援・総合事業 10 名 



中央ヘルパー事業所 

 

“笑顔のあるくらし、支えます。”の法人スローガンの基、多様な利用者ニーズに対応

するとともに、利用者の自立支援と重度化防止に努めて、地域から信頼される事業所

を目指します。 

 専門職である訪問介護員が行う自立支援のための見守り的援助により、「出来るこ

と」を「していること」へ繋げられるように支援することで、身体介護比率を向上さ

せて収入の増加を目指します。人材の確保を最優先課題として取り組み、現在のサー

ビス時間を維持しつつ、生活援助中心型サービス、委託事業、有料サービスは、対応

できる範囲で提供していきます。 

 人員の増加を実現させて、身体介護については前年実績比５％アップを、総合事業

の予防型サービスは前年実績比１０％アップを、障がい福祉サービスで前年実績比

２％アップを実現して、昨年度に劣らぬ年間収入１１９，５００千円を目指します。 

 

１. ３１年度の取り組み 

（１）業務改善と効率化による基盤強化 

①ＩＣＴの活用 

ア 新規依頼から訪問介護計画書作成、ヘルパーの予定表作成、日々の記録、請求、

分析まで一元管理できる介護ソフトの選定を行い事務負担の軽減に取り組みます。 

イ 介護ロボット等の先進技術の情報収集を行い、利用できるものは積極的に導入し、

利用者やご家族に提案できる体制を整えます。 

 

②業務改善 

ア 月１回のサ責会議や懇談会において現在の業務に関する取組みを精査、再検討し

て、業務の効率化を進めていきます。 

 

③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且つ、効

率的に行えるように連携を図ります。 

 

（２）自立支援・重度化防止に資するサービス提供の実施 

①個別研修の実施 

ア 専門職としての知識や技術の習得を進めて、医療的ケア、認知症ケアに対応でき

る人材を育成します。 

イ パートヘルパー向け全体に行っている月１回の研修は、引き続き計画的な研修計

画の一環として位置づけ、法人内外から講師を招いて実施していきます。 



ウ 法人外の研修にも積極的に参加していきます。 

エ ヘルパー協議会の研修についても各種制度の動向や、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。 

オ 毎週１回程度の勉強会を継続して行います。パワーポイントソフトなどを活用し

て、共有しやすい教材作りも進めることや、生活援助従事者研修や実務者研修の講師

も担える人材を育成する事も目指します。また、介護福祉士資格取得を積極的に支援

して、介護福祉士割合の増加を目指していきます。 

 

②専門性の発揮 

ア 自立生活における見守り的援助の身体介護サービスを利用されている利用者に対

しては、モニタリング報告や現況報告の際に具体的な根拠に基づく報告が出来るよう

に努めていきます。報告方法なども「サービス提供の見える化」を推進していきます。 

イ 生活機能向上連携加算の算定を目指して、多職種と連携しながら利用者の自立支

援と重度化防止に取り組んでいきます。 

ウ 入浴介助の利用者には自動血圧計等でのバイタルチエックを確実に実施して、事

故防止と基礎的データの提供に努めていきます。その他、訪問介護サービスのみの利

用者についても同様に包括・居宅介護支援事業者に情報提供できるように努めていき

ます。 

 

③生活援助中心型サービスの検証 

ア 利用者の半数を占める総合事業の利用者に対して、専門職の目線から生活全般の

課題を引き出しながら、自立支援と重度化防止に努めて行く事で予防型サービスへの

転換を図っていきます。 

 

（３）人材の確保と育成 

①営業・広報活動 

ア 福祉従事者養成機関、就職説明会へ随時出向き、訪問介護の魅力や、ライフステ

ージに合わせた柔軟な働き方が出来る事をアピールして、一人でも多くの方に入職し

てもらえるように積極的な求人活動を行います。 

イ タブレット端末を利用し、ＳＮＳ上で研修の様子等を配信しながら、訪問介護の

事を多くの方に知っていただく活動を行っていきます。 

 

②養成研修の実施 

ア 生活援助従事者研修の講習実施に向けて、講師の派遣などで全面的に協力してい

きます。 

イ 実務者研修の講習実施のための準備を行います。 



 

③事業所のイメージアップ 

ア 接遇や職業倫理の研修を行ってサービスの質の向上を目指していきます。 

イ 働きやすい職場づくりの為の検討会議を月に１回開催して、魅力ある職場づくり

を推進していきます。セクハラ、パワハラなどの「ハラスメントは絶対に許さない」

姿勢を明確にして、利用者への説明も丁寧に行っていきます。 

ウ 新規に採用したヘルパーに対して、エルダー制度などＯＪＴをマンツーマンで行

うことで、困りごとや悩みの早期発見と個々に応じた目標設定を親切に示しながら、

やりがいのある訪問介護事業所を目指して行きます。 

 

（４）地域貢献 

①地域貢献と交流 

ア デイサービスと共同で地域交流のための活動を行っていきます。具体的には壷川

校区の夏祭り、運動会準備、ふれあい農園収穫祭への参加とセンター主催の料理教室

やもちつきなどの行事の協力などを行って、地域の方からも必要とされる事業所を目

指します。 

イ 中央デイサービスセンター広報誌「我が家」に主体的に取り組み、年２回の発行

を目指して地域の方にも顔の見える関係づくりを行っていきます。 

 

２. ３１年度の成果目標 

（１） 月間収入１０，０００千円を目指します。 

（２） 月間サービス時間目標３，０００時間を目指します。 

（３） 介護福祉士の割合４０％以上を目指します。 

（４） 新規パートヘルパー３名を確保します。 



 

長寿の里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。 

・ご利用者が、安心して過ごしていただけるよう支援に努めます。 

 

（Ⅰ）３１年度の取り組み 

  ３１年度は第５次中期経営計画開始の年度であり、介護保険の施策と合わせて重  

  要な位置づけとなります。通所介護事業所として地域に根差した施設づくりや、 

2025 年以降も順応していけるように人材確保や人材育成に取り組んでまいります。  

 

Ⅰ.魅力的で特色ある事業展開 

 

 １．自己選択、自己決定プログラムの充実。 

１）その人らしい生活に合わせたプログラムの実施。 

  ①利用者の介護度やニーズに合わせて機能訓練プログラムや活動メニューを提供

してまいります。 

 ②広々とした施設空間を活用してご自身の空いた時間に回廊歩行をして頂き、ゲ 

ーム感覚で楽しく継続できるよう志向を凝らしていきます。 

③敷地内の菜園畑で高校生ボランティアや職員と一緒に園芸療法を行い、土に触 

れることで精神的安定を図ります。 

④広い浴槽で安心、快適な入浴を提供し、温泉気分を味わってもらいます。ご本 

人の希望や身体状況に合わせて浴槽の種類を選べます。 

⑤買い物等の野外活動を通して、日常動作訓練を計画的に実施致します。 

⑥理学療法士や看護職員、相談員、介護職員が協働でご利用者の居宅訪問を行い、 

 効果的な機能訓練メニューの作成、評価を行い見える化に努めて参ります。利

用者の ADL を維持、もしくは改善し元気に暮らしていけるように支援を強化し

ます。また、ADL の加算に繋げていきます。 

 



 

２．認知症の方の受け入れを積極的に進めます。 

①状態に合わせた活動の内容を検討して、ゆっくりした環境で過ごして頂きます。 

②認知症対応型通所介護も併設しており、職員全員が認知症ケアについて知識習

得に力を入れ専門的介護に当たります。         

  ③認知症実践者研修やリーダー研修を積極的に受講して、より専門的なチームケ 

アに努めて参ります。 

 

３．人材育成を行い選ばれる施設づくりを進めます。 

   専門的研修に積極的に参加し、接遇の充実を図るとともに明るく働きやすい職 

   場環境を整えてご利用者の満足度にも繋げて参ります。 

 

４．有料サービスの実施 

 介護保険の非該当に当たられている方や、総合事業の方でサービスご希望の方 

 へ有料サービスを提供致します。 

 

Ⅱ．地域交流事業 

地域交流事業の開拓 

①いきいきサロンや自治会例会等の活動に協力していきながら、連携を図りま 

す。 

②秋祭りを通して地域参加型イベントを開催致します。 

③地域ボランティアの受け入れを充実させスマイルクラブを推進します。また、 

 研修室（会議室）の提供を通して、地域に開かれた施設づくりを進めます。 

 

Ⅲ．広報活動 

  広報活動の強化 

   ①ホームページ、広報紙、ちらし等を活用して、デイサービスの見える化を実 

現して PR 活動を進めていきます。 

   ②毎月の定期的な居宅介護支援事業所への実績報告を行い、関係性の構築に努 

めていきます。 

   ③新規の居宅介護支援事業所や新規ご利用獲得のために、職員全員に内部調査 

を行い、意見をまとめて各代表者で会議を開催し、長寿の里内部で営業強化 

チームを編成して連携を深めていきます。 

 

Ⅳ．職員の資質向上 

  各種研修会開催、参加 

   ①リスクマネジメント、感染症対策、認知症、接遇、レクリエーションの研修 



 

会等への参加及び伝達研修を実施していきます。 

   ②認知症関連の研修への積極的参加で、全職員で理解を深めていきます。 

   ③理学療法士、作業療法士、介護福祉士、介護支援専門員、看護職員等で専門 

的知識の内部研修を定期的に開催して、知識・技術の相互理解を深めていき 

ます。 

 

Ⅴ．施設・設備の改修工事 

  平成３１年度は、以下の改修を進めます。 

浴室改装工事 

    一般浴と特浴が分かれているため、浴室部分を一体化し、職員の目の届かな 

い部分をなくして、ご利用者が安全・安心な環境を作ります。また、個浴を 

設置し、より在宅に合わせた入浴の提供を行います。安全面を考慮して、更 

衣室にベッドを設置します。 

 

Ⅵ．31 年度の成果目標値 

   ①利用者目標値：1 日 35 名 

   ②稼働率：８４％以上 

   ③利用者、家族満足度アンケート（年度内 1 回）において満足度９０％以上 

④ＡＤＬ維持加算の算定 

⑤介護福祉士の確保：介護職員の 50％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）３1 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 1 回）し、利用者・家族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 3 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。また、ボランティア受け入れで活動の充実を図ります。 

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）３1 年度の成果目標値 

・３1 年度の利用目標値：1 日 10 名 

・稼働率：８３％以上 

・満足度アンケート（年 1 回）による満足度９０％以上 

・介護福祉士の安定的確保（介護職員中の５０％以上） 



長寿の里居宅介護支援事業所 

（１）平成３１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及び自立支援型の対応等を通して、各地

域包括、保健･医療・福祉･介護及び地域住民を含め生活に関わるあらゆる人々や機関

との連携・協働づくりの役割を担います（地域包括ケア）。 

（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）ケアマネジメントの適正化として法人内の居宅介護支援事業所間で相互にケア

プランの点検を行います。課題整理総括表を活用したケアプランの自己点検を徹底し

ます。 

（イ）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。 

（ウ）困難事例や自立支援型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。 

（エ）包括圏域の主任ケアマネ部会の運営を担い、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。 

（オ）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。 

（カ）各ケアマネの個別研修計画による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。 

③関係機関との連携強化に努め、利用促進を図ります。 

（ア）拠点の各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）拠点の各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、新規利用者の紹介に繋がる

ように目指します。 

（２）平成３１年度の成果目標 

①年間目標プラン数 介護 108 件/月・予防 12 件/月 

②健康相談・・・西老人センター、天明老人センター   毎月 年間合計 24 回 



 

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

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．３１年度の取り組み 

 

１．魅力的で特色のある事業展開 

（１）専門スタッフによる生活に直結する機能訓練プログラムの充実を図り、ご利用

者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支援します。 

① 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ご利用者の居

宅訪問を行い、アセスメント及び効果的なリハビリメニューの作成・実施・評

価を行います。住環境を考慮し、いつまでも我が家で暮らしたいというご利用

者の願いに応え、生活に直結した効果的な日常動作訓練を行います。 

 

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。 

 

（２）認知症や介護度の高い人の受け入れを進めます。 

① 認知症の方や介護度の高い方には心身の状態に合わせたケア、「その人らしさ」

を重視した支援を行います。 

   ・認知症実践者研修修了者４名 ・認知症ケア専門士３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。 



 

 

（３）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。 

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 生活維持のために、買い物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。 

③ ご本人の希望や身体状況に合わせて選んでいただいた浴槽（大浴槽・個人浴槽・

機械浴槽）で、リラックスできる入浴サービスの提供を行います。 

④ 旬の食材を使用した季節感ある食事を、お一人おひとりの状態に合わせた形態

で提供します。 

 

（４）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 

  

（５）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。                

⑥ 地域への施設開放を積極的に行い、地域の特色の把握を行うとともに、地域ご

利用者との交流促進を図ります。また、災害時の一時避難場所として開放しま

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や季節の行事

における交流を積極的に進め、「ボランティア」などの活動を推進します。 

 

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）やデイの見学会の実

施を行い、デイの活動や役割等の発信に取り組みます。 

③ 老人センター・一般向けに介護者教室を開催し、計画的な広報活動を行います。 

 

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 接遇を徹底し、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。 

５．施設・設備の改修工事 

・経年劣化により外装が剥離している。施設の保全のために外装塗装を行います。 

 

Ⅱ．３１年度の成果目標 

・３１年度の利用率目標値 82.0％ 

・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．３１年度の取り組み 

１．【指定事業】 

 （１）生活、健康等への各種相談 

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、有資格者による、専門性を活かした介護全

般にわたる相談を行います。 

 （２）講習会等の開催 

   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提供を行います。         

２）趣味講座等の活動拠点として場所提供を行います。 

３）災害時の住民の一時避難場所として場所提供を行います。 

（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）自主講座等での活動の成果を発表する場を提供致します。 

３）ふれあい祭、年忘れカラオケ大会、新春の集い等の地域交流イベントを開

催し、生活に張りと楽しみを持っていただきます。 

   ４）介護予防の観点から健康体操・嚥下体操など機能訓練を実施します。 

   ５）入浴施設の清掃美化に努め、楽しく、くつろげる利用者の交流の場を提供

します。 



 

 （５）アンケートの実施                                        

   １）定期的（年１回）な利用者満足度アンケート実施の他、イベント開催時や

講座受講のアンケートを実施し、利用者の趣味や関心、ニーズの把握に努

めます。 

 

２．【自主事業】 

（１）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。 

  (２）ラジオ体操等の軽い運動の習慣化を推進します。 

 (３）施設利用が楽しく励みになる事業（表彰等）を実施します。 

（４）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。 

 

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）接遇、ハラスメント、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．３１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。 



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、住み慣れたご自宅でその人らしくいき

いきとした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。 

・ ご利用者自身の「持てる力と潜在能力」を最大限発揮することができ、自立支

援・自助に繋がるように、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３1 年度の取り組み 

介護保険制度改正ごとに適応し、ご利用者やご家族のニーズに柔軟にきめ細や

かに応えられることが求められる時代となっています。 

団塊の世代が７５歳を迎える２０２５年以降も地域に根差しながら、地域の福

祉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、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・認知症等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、サービスを選択していただくことで、

誰もが主体的に取り組めるプログラムを提供し、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

楽しめる環境や机上課題等プログラムを整え、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、利用者の状況に合わせて 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 機能訓練指導員配置により在宅生活におけるＡＤＬ維持向上の見える化 

・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

目標を設定し、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効

率化を図ります。 

・ご利用者やご家族の相談に応じた機能訓練を、家庭でも継続してできるよ

う機能訓練指導員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支援します。 



・機能訓練専用スペースの整備により、機能訓練機器としての階段昇降機や

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

者が自由な時間に主体的・自主的に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 軽度者の生活機能維持の延長上に活かせるよう、洗濯・買い物・調理等の日

常生活活動を機能訓練活動の一環として計画的に実践していきます。 

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、ご利用者がくつろげる癒しの空間

づくりに努めます。 

 

 (2) ご利用者やご家族が安心・安全に利用していただけるレスパイトの充実に努め

ます。 

① ゆったり・温泉気分でリラックスできる入浴サービスの提供 

ご利用者の身体状況に合わせて、３種類の浴槽（大浴槽・個人浴槽・機械浴槽）

を提供し、更なる満足度向上を図ります。 

② ご利用者やご家族のニーズに合わせたサービスの提供 

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の中で、多様なニーズに対応し、ご利用者の定着

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の対応 

ご利用者の身体状況やご家族のニーズに応じた利用時間を選択できるよ

うフレキシブルな体制を整え対応いたします。 

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、選択的サービス内容の

提供で有料サービスを実施し、在宅でのＡＤＬ維持向上につなげるよう

にします。 

     

 (3) 営業・広報活動及び地域交流の強化 

① 営業活動 

・秋津拠点事業所（秋津デイ・秋津居宅・東部ヘルパー）内で連携し、近隣の

居宅介護支援事業所や地域包括支援センターに対して、毎月の効率的・計画的

な営業・広報を積極的に行い、新規ご利用者開拓と獲得を目指します。 

 



・平成 31 年度中に完成後の「秋津災害公営住宅(復興住宅)」の入居者の方々

に対して、秋津拠点 3 事業所の情報提供とパンフレット等配布により新規ご利

用者獲得に繋げます。 

② 広報誌等の発行とホームページの活用 

・ご利用者とご家族、居宅、包括、地域関係団体へ広報誌等を配布し認知度向

上に努めます。また、ホームページ活用にて行事等活動状況を随時掲載し「見

える化」に努め、法人内デイサービス更新率№１を目指します。 

③ 地域交流事業の開催 

・敬老祝賀会 ・秋津ふれあい秋まつり ・餅つき  

・クリスマスハンドベルコンサート ・地域交流セミナー 

上記の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し地域に開か

れた施設作りを実践していきます。 

④ 世代間交流事業、地域団体との連携 

ア．世代間交流事業 

・秋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、小・中・

高・大学・専門学校等の多世代相互交流を図ります。 

・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で、次世代の福祉教育の支援に繋げます。 

イ．地域関係機関との連携 

・自治会や民生委員を含む地域の方達にボランティアとして協力を仰いだり、

介護予防サロンやイベントへの職員派遣で地域交流を深め、地域に開かれ

た施設づくりに努めます。 

⑤ 地域福祉を担う多世代へのアプローチと地域貢献人材育成 

・各種イベントや季節毎の外出行事のボランティアとして地域関係機関(民生

委員等)や近隣住民の方に参加していただけるよう人材活用に取り組みます。 

・地域包括支援センターとの連携で介護予防サロンへ出向き、介護予防体操や

講話を行います。 

・健軍商店街「よって館ね」で開催の貯筋体操講座(３ヶ月に１回程度)へ職員

(理学療法士・介護福祉士等)を派遣します。 

・４半期に１回程度、運動や交流サロン等の場としてデイルームを地域開放し

ます。 

・秋津居宅や東部ヘルパーと連携し、地域(老人会、秋津小学校等)への出張型

新講座を始めます。 

・自治会・民生委員向けの見学およびランチ会を開催します。 

・開催状況後に、評価を行います。 

 



⑥ 自立支援に取り組むサービスの「見える化」促進 

・月間行事予定表やデイ空き情報など、ご利用者やご家族、地域包括支援セン

ター・居宅介護支援事業所に対してサービスの「見える化」を促進します。 

 

 (4) 各関係事業所との連携強化 

   近隣の居宅介護支援事業所や地域包括支援センターと連携を密にし、多職種連携

会議や地域ケア会議への出席、地域包括ケアへの参画も積極的に行います。 

 

 (5) 各種委員会と専門分野会議の開催で質の高いサービスを提供 

① 秋津拠点 3 事業所所長会議を随時開催し、連携強化に努めます。 

② 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行います。 

③ 介護・看護・機能訓練指導員の連携会議による事例検討を通して、職員ひと

り一人のスキルアップを図ります。 

④ 加算取得へ貢献できる研修や資格取得等に繋がる研修参加を支援します。 

 

(6) 施設・設備の改修工事 

 浴室の大浴槽を改修します。 

 劣化に伴い浴槽からの漏水が発生しているため改修を行います。 

 

Ⅱ. 平成３１年度の成果目標 

・ 利用率目標 ７８％ 

・ 広報誌等の発行と地域交流事業等の開催 

・ 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）３１年度の取り組み 

〇改正後の介護保険制度について更に知識と理解を深めることで、法令順守に努めま

す。 

〇熊本市の高齢者保健事業計画や介護保険事業計画に添い地域の特性を把握し、地域

包括ケアシステムの中で人と人をつなぐ役割を担うことができるよう努めます。 

〇特定事業所加算(Ⅲ)の算定事業所として地域資源を生かした質の高いケアマネジメ

ントを行い、実習生受け入れに際しては即戦力として現場業務に当たることのでき

るケアマネージャーの育成に努めます。 

 

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）地域包括ケアシステムの中で地域課題を共有し、関係各機関と切れ目のない連

携を図り解決に向けての支援を行います。 

 

② 利用者が安心して暮らせる社会を目指して、質の高いサービスを提供できるよう

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るため行政機関主催の集団指導・研修会などは必ず

出席し、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検討を内外で実施し、利用者が住み慣れた地域で健

康で生き生きとその人らしく過ごすことができるようケアマネジメント能力を

高めます。 

（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）東区主任ケアマネージャーの会に参加し、関係機関との連携強化を目指すと共

に、新規の施設や社会資源などの社会資源情報を取得し内部で情報共有し様々

なケースに対応できるよう職員のスキルアップに努めます。 

（オ）ケアマネジメントの適正化として法人内の居宅介護支援事業所間で相互にケア

プランの点検を行います。 

 



 

 

③ 効果的な広報活動の展開 

（ア）拠点のサービス事業所と連携し、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）３１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 ○養育支援家庭訪問 

○産後ホームヘルプサービス  

 

（１）平成 31 年度の取り組み 

平成 29年度より総合事業が始まりヘルパー事業所の運営に大きな影響を及ぼす事態と

なりましたが、平成 30 年度は自立支援を促す介護予防型での契約と、区分変更にて介

護に移行するケースとで収入増に繋がりました。 

平成 31 年度については、地域包括との繋がりも保ちつつ状況に応じて受け入れて行き

たいと思います。 

 

地域包括ケアシステムにおいて当事業所は、①利用者の多様なニーズに対応できる事

業所 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、訪問看護等の事業所及び、居宅介護支援事

業所、地域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・腎臓

病食」等の医療食にも取り組む事で、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（平成 30 年度に引き続き、調理実習に力を入れ定期的にホームペー

ジに掲載していきます）。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）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。 

総合事業の開始に伴い、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、外出時の支援等の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。 

 

・平成 31 年４月に秋津デイの前に復興支援住宅 36 戸が出来上がる為、デイ及びヘル

パー派遣の広報活動を勧めていきます。 

 

・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。 

 

・居宅介護支援事業所、地域包括支援センターに実績配布の際には、デイサービスの

月間予定表も一緒に配布する事で連携を図ります。 

 

・平成 31 年度からは月に１度は、３拠点での定例会議を行う事で、異なる視点での意

見交換会が出来ればと思います。 

 

（イ）広報誌の発行（年２回程度） 

地域交流秋祭りやもちつき、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、今後も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。 

 

・秋津まちづくりセンターや帯山コミュニティセンターの調理室を活用の上、「高血圧

症・糖尿病食・腎臓病食」等の治療食作りを行う事で、ヘルパーのスキルアップを図

ります。 

 また、治療食作りを行い、その改善結果が血液検査等にて数値化される事によって 

利用者は勿論の事、家族やケアマネージャーからの新たな信頼へと繋げます。 

 

・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）平成 31 年度の成果目標 

①毎月の実利用者数            ３１０人 

②毎月のサービス提供時間      ３，０００時間 

③毎月の収入額        ９，４９９，０００円 

④新規パートヘルパー             ２人 



平成居宅介護支援事業所 

 

（１）平成３１年度の取り組み 

・指定居宅介護支援事業所として法令遵守に努めます。 

・地域包括ケアシステムにおいて、ネットワーク推進の一翼を担います。 

・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に努めるとともに、

介護支援専門員の実習生の受け入れを行い後進の育成に努めます。 

① 介護支援専門員としての資質向上を図ります 

（ア）介護保険制度内容についての理解を深め、居宅介護支援事業所としての運営基

準を満たし、自立支援型ケアプランの作成を行います。 

（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、スキルアップを図り

ます。 

（ウ）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

グを確実に行います。 

（エ）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。 

（オ）ケアマネジメントの適正化として、法人内の居宅介護支援事業所内で相互にケ

アプランの点検を行います。 

② 地域の福祉・介護の相談窓口として地域に住民に信頼されるよう努めます。 

（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）困難事例における個別ケース対応を通して、みえてきた地域課題を地域関係機

関と共有し解決に向けて支援を行うことで、地域包括ケアシステムの一翼を担います。 

（ウ）地域関係者との連携を積極的に行い、地域の方々と顔なじみの関係を構築しま

す。 

（エ）介護保険請求に至らない事例においても、相手を選ばず寄り添った相談対応を

行います。 

③ 関係機関との連携強化に努め協働し、より質の高いサービス提供を目指します。 

（ア）地域包括支援センターや医療機関、外部サービス事業所との連携を強化・情報

交換を密に行なうことで、地域包括ケア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。 

（イ）サービスの質の向上に繋げるため、法人内の関係事業所との連動を強化します。 

（ウ）拠点の事業所と協働して、効率的に事業所・医療機関・地域包括支援センター・

障がい事業所等への広報を行い利用者の獲得を目指します。 

 



（２）平成３０年度の成果目標 

介護支援専門員３名体制にて、プラン数、月 105 件を目指します。 

プラン件数 介護 95 件／月・予防 20 件/月（予防 1/2 換算で計 105 件） 



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、重度化防止を念頭に積極的な多職種との連携を行い、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。 

 

１．31 年度の取り組み 

（１）長期的に安定した運営基盤を構築します 

①利益に対する考え方 

    売上高ではなく利益に着目し、収益構造を見直します。身体介護比率の維持、向

上を引き続き目指していきます。 

②労働分配率の維持 

  70～74%の維持。適正な稼働と事務業務時間の確保を目指します。 

③自立支援、重度化防止への取り組み 

  ・「自立のための見守り的援助」（自立支援） 

・「医療的ケア」（予防的ケア） 

・「多職種連携」を柱とした、チームケアを推進していきます。 

専門職として積極的に提案、助言を行い、他事業所との差別化を図ります。 

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」、「質の高いサービス」

を心掛けていきます。 

また、医療依存度が高いご利用者を積極的に受け入れていきます。 

 

（２）コンプライアンス徹底のための内部統制の構築 

  ・サービス提供責任者においては、業務カレンダーの作成と担当エリアの無効化

を検討し、業務の平準化を図ります。 

  ・報告シート等を活用し、業務の報告・相談・連絡を密に行います。 

  ・締め、請求業務等についてはプロセスを細分化し、複数の目で確認ができるよ

う業務の流れを見直していきます。 

 

（３）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。 

 

（４）人材の育成と確保 

①職員一人一人の定期・個別研修の年間計画書を作成し、スタッフ一人一人のス

キルアップを実現します。 

②安定的に質の高いケアが提供できるよう定期的なケアカンファレンスを開催し、

介護目標や介護技術の伝達、問題点の把握を行います。 

③よりレベルの高い介護技術や医療的ケア習得のため外部研修にも積極的に参加 

します。 

④職業訓練校等の訪問を定期的に行います。 

 

２．31 年度の成果目標 

  売り上げ目標           1 億 3 千 7 百万円 

  利益目標             1 千 7 百万円 

  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３１年度の取り組み 

・介護保険制度の要の指定居宅介護支援事業者として法令順守に努めます。 

・北部エリアに事務所を置き、地域に根差した活動に努め、各地域、各関係区役所、

各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

係づくりをはかります。 

・介護保険制度に基づいた介護支援専門員の実習生の受入れを積極的に行い、ケアマ

ネの育成につとめます。 

・主任ケアマネの育成を積極的に促進し、事業団全体のケアマネの資質の向上を図り

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、常にサービ

スの評価を行い、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）介護保険制度についての理解を深め、常にアンテナをはって、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。不備な点があれば、対応します。 

・区役所や圏域内外のケアマネ連絡会または、主任ケアマネ連絡会等への参加をしな

がら、他事業所との情報交換に努めます。また、他事業所との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ながら、ケアマネジメント業務と他に付随する事務

作業等を分担することで、書類を整備し事務作業の効率化を図っていきます。 

・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。 

・ケアマネジメントの適正化として法人内の居宅介護支援事業所間で相互にケアプラ

ンの点検を行います。 

（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、早期の専門医の診断を提

案し、ご家族には認知症の正しい理解をはかり、「認知症家族の会」等の開催情報の



提供を行い、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地域包括ケアシステムの推進 

・地域ケア会議等への事例提出により地域のニーズを地域関係者と共有するほか、個

別事例を通して地域住民や関係機関といったインフォーマルサービスを組み合わせな

がら、協力体制づくりの一翼を担っていきます。 

③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、記録を充実させ、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。 

④相談窓口としての確立 

高い専門性を活かした相談対応をアピールするため、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３１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   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 

 

 平成 31 年度も北部ヘルパー事業所独自の理念・目標として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 点を継続し、職員一人ひ

とりにも浸透してきている中、各個人が理念・目標を昇華し質を高めること。また事

業所としては身体介護に特化し、当事業所がある地域性から障がいサービスも中心に

置き、人材確保、業務の効率化を目指し、収支の安定化を図ります。 

 なお、訪問介護事業所が今後置かれるであろう厳しい状況において、情報をいち早

く収集し今後も地域で求められる事業所として存続できるよう運営をしていきます。 

 

１．平成 31 年度 北部ヘルパー事業所の取り組み 

① 業務改善と効率化による基盤強化 

ア ICT の活用 

  当法人の訪問介護事業に適した介護請求ソフトの選定を行うため、現状の課題、

今後の予測を密に行い、導入に至る際には訪問介護計画書、ヘルパー予定表、記

録、介護請求、分析まで一元管理を目指し、事務負担の軽減、業務の効率化に取

り組みます。 

イ 業務改善 

  手順書の作成、充実を目指し、現状行っているサービスの把握、問題提起、改善

を懇談会のケース検討の時間を利用して、ヘルパー一人ひとりが作成した手順書

を用いつつ、ケース個々の業務改善・効率化を進めます。 

 

② 自立支援・重度化防止に資するサービス提供の実施 

ア 個別研修の実施 

・全ヘルパーにアンケートを行い、「自身が得たい知識・技術等」を確認し、その規

模・重要度に応じてヘルパー報告時の余り時間を利用した個別研修、または懇談会 

の毎に行っているミニ研修にて法人内部を中心に外部から講師を呼んで行う研修を

実施します。 

イ 専門性の発揮 

・顔もサービスも「見える化」の推進 

事業所職員の対外部に対する知名度も研修や実績報告、担当者会議等での積極的な意  

見交換で少しずつ向上している中、継続して顔の見えるサービスを推進し、加えてサ 

ービス自体も「見える化」を推進していきます。 

・「見える化」の具体的な推進方法としては、訪問介護独自のアセスメント表や評価



表を見直し、よりご利用者の生活環境や訪問介護を導入してからの効果がケアマネ

ジャーに伝わりやすいように報告することで、事業所のサービス提供体制の強化・

アピールを図ります。 

・特に懇意にして頂いている居宅介護支援事業所・相談支援事業所（障がい）・圏域

の地域包括介護支援事業所を招待し、「ヘルパーが行うべき自立支援（変更になる可

能性あり）」を題材に意見交換会を開催（初年度のため年１回）することで、自立支

援に向けた相互理解、サービスの見直し、サービス提供責任者～ケアマネジャー間

の交流、ケアマネジャー～相談員（障がい）の交流等を目指し、既存サービスの自

立支援への変換、新規依頼等の相乗効果も図ります。 

ウ 「生活援助中心型サービス」の検証 

・既存の「生活援助中心型サービス」ご利用者のケースを再アセスメントした上で、

ADL、IADL を明らかにし、訪問介護計画書やモニタリングに反映させ、居宅等に向け

てより自立支援に向けた提案を行います。 

エ 障がいサービスの強化 

・近隣に精神病院が多い地域性から、障がいサービスの基盤強化を行い、地域の実

情に合った収入の獲得を目指します。 

・熊本市居宅介護・重度訪問介護ネットワークに前年度から参加し、幹事となった

ことで定期的に行われる他事業所との合同研修において、中心となって研修内容を

決めることが可能となりました。障がい当事者との意見交換会や効果的な研修内容

の提案・実現を行い、またその研修会への職員の派遣を行い、懇談会等でアウトプ

ットを行います。加えて、他の障がい事業所とのネットワークの構築を行い、情報

共有・ヘルパー派遣・人材確保の相互協力、合同就職説明会の実施を行います。 

・熊本市居宅介護・重度訪問介護ネットワークを通して、前年度から参加している

熊本市障がい保健福祉課との意見交換会に継続して参加し、他事業所の要望をまと

め意見を行う上で、行政の求める事業所としての努力も他事業所に伝え、事業所～

行政の橋渡しの他、リーダーシップの取れる事業所として双方に信頼される事業所

作りを目指します。 

・懇談会を利用して、外部講師に来てもらい障がい者（精神、身体）の自立支援、

相談 員、障がい当事者が求めるヘルパーの対応の内容のもとに研修を全ヘルパー

に行います。 

 

③ 人材の確保と育成 

ア 営業・広報活動 

・福祉従事者養成校や就職説明会への積極的な訪問を行い、訪問介護の魅力を発信

し、入職を促進します。 

イ 時代に沿った福祉従事者獲得への広報活動の取り組み 



・facebook を用い、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

ールを個人情報には注意しつつ継続します。また福祉従事者養成校や就職説明会の

訪問の際、養成校の学生や説明会参加者に facebook の閲覧を勧め、上記、研修・活

動報告等の事業所の情報を定期的にアピールすることで、訪問介護への不安、入職

への不安を軽減させ人材の確保に繋げます。 

ウ 法人外事業との連携・広報 

・引き続き、昨年から実行委員となった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。 

・他法人の人事担当者との友好な関係を継続し、互いに人材の紹介を行うことで、

人材の確保を行います。 

エ 法人内事業所との連携 

・総合事業のご利用者の他、介護保険へ移行する 65 歳間近の障がいサービスご利用

者の不安や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 その他取り組み 

ア 社会福祉法人としての地域貢献活動の実施 

・事業所の活動圏域（武蔵ヶ丘、楠、弓削等）において、ささえりあ主体の地域活

動（徘徊模擬訓練、認知症サポーター養成講座、介護講座等における無償講師）で

の地域貢献を、社会福祉法人としての立場からの役割を継続し、かつ地域に選ばれ

る事業所としてのアピール、併せて地域に眠るヘルパー人材の獲得を地域住民や民

生委員・児童委員、コミュニティセンター等の協力を得つつ引き続き行います。 

 

イ インフォーマルサービスとの連携強化 

・現状お断りしている単独の有料サービスを無下に断るのではなく、ご利用者のニー

ズに沿って比較的安価で信頼性のおける家政婦業や掃除業者等の紹介が行えるよう、

インフォーマルサービスとのネットワークの構築を行い、ご利用者のニーズを間接的

に満たせる基盤作りを行います。 

 

 

 



２．H31 年度の北部ヘルパー事業所成果目標 

 

① H31 年度目標収入額 43,526（千円）＊H30 見込みより 7％増 

月目標収入額 3,627（千円） 

月目標時間増 79 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のため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

もに健康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本柱を軸に、当施設を「あんしんの家」と位置付け事業を進めてまいります。 

 

（１）３１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

外レクリエーション（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。 

（こどもまつり、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、要支援者サポートサロンを開催いたします。 

要支援の認定を受けている方々に、ラダーゲッター、カーリンコン、風見鶏またビリヤー

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、かつ広範囲に広報し、

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  

・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 

我が家の一品料理 年６回（隔月） 
食生活改善推進員 

地域住民 

おやつを作ろう 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 

郊外レクリエーション  （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講習会 年２回（１２名以上） 
ささえりあ南 

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 

要支援者サポートサロン 
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 

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）３１年度成果目標 

  平成２９年度 平成３０年度 
平成３１年度 

（実 績） （実績見込み） 

１階多目的ホール ６７７人/月 ７２３人/月 ７３０人/月 

２階多目的ホール ３４２人/月 ３０３人/月 ３０５人/月 

和  室 ２３７人/月 ２７２人/月 ２８０人/月 

調理室 ２６人/月 ２２人/月 ２５人/月 

施設外活動 １７７人/月 １８７人/月 ２１０人/月 

合  計 １，４５９人/月 １，５０７人/月 １，５５０人/月 

 



熊本市中央１地域包括支援センター 

 

１ 31 年度の取り組み 

（１）地域包括ケアシステムの進化・推進 

 ①生活支援コーディネート機能の強化 

（ア）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、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・生活支援サービスの拡充 

 （ア）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（交流会の開催）。また

新規の百歳体操会場立ち上げ支援を行います。 

（イ）趣味活動（マージャン、手芸、料理、映画、ガーデニングなど）を活かした住民

主体の通いの場（通所型サービスＢ）の創出を行います。 

（ウ）地域包括ケアシステム啓発の講演会や勉強会を開催し、住民主体で行う生活援助

（訪問型サービスＢ）の担い手を育成します。 

（エ）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。 

（オ）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、介護予防・生活支援ガイドブックの作成） 

（カ）生活支援・介護予防について先駆的な取り組みが行われている地域を住民と共に

視察し意識づけを行います。 

 

③自立支援・重度化防止に向けたケアマネジメントの強化 

 （ア）居宅介護支援事業所や介護事業所、病院などを対象に自立支援型地域ケア会議の

研修会を行い、資質向上と自立支援・重度化防止の理念の普及・啓発を行います。 

（イ）インフォーマルサービスとしてプランに盛り込めるように介護予防・生活支援ガ

イドブックを地域のケアマネジャーにも配布します。 

 

④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）認知症サポーターアクティブチームと連携して徘徊模擬訓練の準備を行います。 

（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、弁護士との連携をはかります。 

（カ）総合相談や課題解決型地域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。 

 

⑤地域・多職種連携を行います。 

（ア）圏域内居宅・包括研修会、主任ケアマネ会を開催します。 

（イ）圏域内の主任ケアマネとともに医療介護連絡会の立ち上げ準備を行います。（ア

ンケート・グループワーク研修の実施、講演会など） 

（ウ）事業所のスキルアップや連携のための連絡会立ち上げ支援を行います。 

（エ）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。 

（オ）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。 

 （カ）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。 

 

（２）地域共生社会実現のための包括的支援のできる人材育成 

  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。 

③複合課題を抱えた事例を通して多職種との連携の中で個人のスキルアップを図ると

ともに事例の共有を行うことで事業所内のスキルアップも図ります。 

 

２ 31 年度の成果目標 

 ・自立支援型地域ケア会議開催（６回／年１２事例 うち６件は居宅からの事例） 

・課題解決型地域ケア会議開催または困難事例検討会（４回／年） 

・百歳体操たちあげ（壺川） 

・通所型サービスＢの創設（１か所） 

・医療介護連絡会開催（１回／年） 



熊本市障害者福祉センター希望荘 

 

熊本地震からの復旧の歩みの中で培った経験と実績は「地域と共に生き、相互理解を

深めていく」ことを職員の意識に根付かせることができました。さらに、希望荘が「障

がい者による障がい者のための活動拠点」ということをあらためて再確認できました。

障がい者の自立と社会参加を促し、より多くの皆様の心のよりどころ・交流の場とな

る共生社会の実現に貢献できるような取組に努めてまいります。 

 

（１）３１年度の取り組み 

【貸し館事業について】 

① 「ふれあいギャラリー」を常設し、在宅障がい者の方が日々の創作活動の成果で

ある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 さまざまな障がいのある利用者の情報取得の利便性向上を図るため、ホームペー 

ジの画面内容を読み上げる機能を引き続き導入するとともに、合理的配慮に基づ 

きピクトグラム、音声案内、点字、手話、メール配信などを実施し、社会とのつ 

ながりを広くもつことができるよう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 従来の「夏まつり」「文化祭作品展」の内容を踏まえながら「希望荘フェスタ」を

開催します。障がい者の楽しみの場・日頃の活動の成果発表の場、市民との交流

の場とします。さらに、文化及び教養の向上と障がい理解の啓発を目的に、一般

市民も含めた講演会を開催します。 

④ 学習講座は、生きがい作り、仲間作り、文化・教養の向上、レクレーションとし

て各種講座を開催します。利用者ニーズを汲み取り、開講可能な主催講座の拡大

を進めるとともに、自主講座についても幅広い利用者世代の趣味・趣向に即した

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

しながら、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 利用者の個別ニーズに応じた必要な支援を実施するために、利用者の心身の状況、

生活環境などを考慮した個別支援計画を作成し、サービスの向上を図ります。 

③ 利用者が地域で暮らしていく中で、自立した生活を送り、主体的な社会参加につ

ながるよう利用者の心身機能の維持、精神的な負担の軽減を図るため機能訓練を



実施します。 

④ 利用者ニーズの高いパソコンを設置し、知的好奇心の充実を図ります。さらに、

他の利用者とのコミュニケーションの促進や脳の活性化が期待できるレクレーシ

ョンを実施します。 

⑤ 利用者の心身の状況や家族の介護負担軽減に考慮した入浴支援を行います。なお、

入浴支援については、同性介助を実施し、利用者の精神的な安定を図ります。 

⑥ 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、新規の利用を促します。 

⑦ 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」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。また、多くの団体が公平に利用できるよう配慮し、新規団体の

積極的な受入を行います。 

② 「ふれあいギャラリー」展示の作品や文化祭作品展での展示物はホームページ上

に掲載します。また、各障がい団体やグループからのお知らせや交流スペースと

して「みんなの広場」をホームページ上に開設し、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 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

先を選定し実施します。 

⑤ 広報誌「希望荘地活だより」を年６回発行し、関係各所へのＰＲ活動を強化しま

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「傾聴・受容・共感」の

姿勢を徹底し、業務に求められる知識・技能・意識の向上を目指し、さらに職員

の専門性や能力向上が見込まれる研修への積極的な参加をします。 

② 近年、希望荘利用者の割合でも増えている「発達障がい」について、重点的に研

修を行い、発達障がい者支援センター「みなわ」、熊本県精神科協会等との連携を

深め、職員の資質向上を目指します。 

② 「一研修一実践」を合い言葉に、「振り返りミーティング」などを通して、学んだ

研修を業務に生かせるような取り組みを行います。 

 



（２）３１年度の成果目標 

① 貸館利用については、年間利用者数２３，０００名を目指します。 

② 地活利用については、1 日平均利用者数２０名を目指します。 



 

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）熊本市発達障がい者支援地域協議会が設置され、地域支援の更なる体制整備が期

待されます。みなわの地域支援マネージャーを中心に地域支援体制の構築に関わ

る支援力の向上に努めます。 

 

１ 平成 31 年度の取り組みについて 

（１）相談支援・発達支援・就労支援の充実 

・相談の際には、相談の流れを明確にし、インフォームドコンセントを基本として当

事者のニーズを確認し、支援の方向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。 

・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。 

・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。 

・発達支援では、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必要なアセスメントを行い、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。 

・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）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。 

・地域支援マネージャーを配置し、学校、職場、地域において研修を実施し、発達

障がいの理解や支援のための仕組みづくりをコーディネイトするなどして理解促 

進を強化します。 

（３）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

向

け 

家族対象の講座（４回） 家族支援 当事者・家族 各 30 人程度 

関
係
者
向
け 

基礎・ステップアップ研修 

(年間６回の講座を実施）、 

ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ（随時、個別対応） 

障がい理解 

支援の知識と 

技術の習得 

支援者、 

学校教員、 

就労関係者 

各 60 人程度 

強度行動障がい者支援講座 障がい理解 支援者 30 人程度 

企業向けの講座 障がい理解 企業関係者 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 

（４）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。 

（５）熊本市発達障害者支援地域協議会との連携 

・熊本市における支援ニーズや支援体制の現状等を把握し、支援体制の整備状況や

みなわの活動状況に就いての検証を目的に設置された熊本市発達障害者支援地域

協議会において、みなわの役割の重要性を十分に理解し、発達障害者の地域支援

体制の強化が図られるよう積極的な協力関係の構築に努めます。 

（６）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。 

（７）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。 

（８）事業団内での連携 

・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 31 年度の成果目標 

（１）一日の相談件数は１９件、延べ相談者数は、４，５００人とします。 

（２）外部研修会等開催回数は３５件、関係機関への助言件数は１６件とします。 

（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 

 

 「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」、すなわち、利用者の「より豊かな、質の高い生活づくり」を支援

することが学園運営の基本方針です。利用者一人一人を中心とした（利用者本位の）、

利用者目線に立った、利用者の「必要性」、「生活のニーズ」に沿った日中活動を提供

します。 

基本方針を達成するため、以下の３点を取組の柱とします。 

①利用者の生活の質の向上 

②学園としての危機管理能力の向上 

③職員の資質・専門性の向上 

 

１ ３１年度の取組 

（１）利用者一人一人の豊かな、質の高い生活の提供 

一人一人の利用者の「きらり」（持っている力、得意なこと、好きなこと）を支援

の出 

発点として取り組みます。 

ア 「学園のブランド」づくり（平成学園は・・・な施設）のため、学園運営の

「全体構造図」を作成し、全職員の共通理解のもと「利用者の豊かな、質の

高い生活づくり」のための職員一人一人の職務を明らかにします。 

イ 個別の支援計画策定に当たっては、利用者の「きらり」を見据えた、利用者

にも理解できる目標を設定し、目標達成のためのより具体的な手立てを講じ

支援します。また、支援計画の目標には利用者の「夢・取り組みたいこと・

思い」が反映されるよう、関係者との連携のもと策定します。 

ウ 各グループの目標を達成するため、上期と下期にそれぞれ支援のあり方の振

返り、具体的改善策の策定、実践を行い、利用者の「きらり」が生かせる取

組になっているかの検証をします。 

エ 利用者の「きらり」が発揮できる活動を積極的に用意し、日ごろから利用者

と日常的にコミュニケーションを図ります。また、一人一人の「夢・ねがい・

思い」を聞き取り、それらが叶えられるよう活動の場を設定し丁寧に支援を

行います。 

 

（２）学園の危機管理能力の向上 

一人一人の職員の危機管理意識、危険予知の能力を高める取組を強化し、利用者 

の安心・安全な生活を保障します。また、利用者の人権尊重の意識を高め、人権 

感覚をさらに磨き、学園内の虐待ゼロを日常化し、職場の温かい環境づくりを進



めます。 

ア 現在策定している「危機管理マニュアル」を見直し、実情に合ったマニュア

ルにします。有事を想定した各種の訓練（地震・火災・土砂災害・津波の避

難訓練、不審者侵入時の訓練、大気汚染時の訓練等）を年間計画に位置づけ、

職員の「備えあれば憂いなし 憂いなければ備えなし」の意識を高め、利用

者の「命」を守る取組を一層強化します。 

イ 「ヒヤリ・ハットレポートの取組」を継続し、日々の支援に潜む危険要因の

除去に組織あげて取り組みます。年２回、ヒヤリ・ハットレポートの分析を

行い、危険予知の能力を高め、利用者のけが、事故ゼロを目ざします。 

ウ 毎月初めに「安全点検」を実施し、施設内の危険箇所の点検を行い、危険箇

所を速やかに改善し、利用者の安全な生活、職員の安全な支援を図ります。 

エ 利用者の人権を尊重し、人権感覚を磨くため、職員朝会で「利用者の人権を

尊重した支援のあり方」「人権尊重・虐待防止のための人権チェック表」を活

用して、日々の支援の検証を行い、利用者への温かい、一人一人の思いに寄

り添った支援を心がけます。 

オ 職員の虐待防止、利用者の人権を尊重した支援の両面から検証を行う「虐待

防止委員会」を月に１回開催し点検を行います。 

・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。 

  カ 職場の温かい、支持的風土を醸成するため「ハラスメント相談員（男女各１

人）」を任命し、仕事にやりがいの持てる職員集団づくりに活用します。 

 

（３）職員の資質・専門性の向上 

利用者を支える職員の温かいハートと支援力・専門性は利用者支援の根幹をな

すものであり、「利用者の豊かな、質の高い生活」を支える大切な能力です。全職

員でこのことを共通理解し、総力で取り組みます。 

  ア 職員一人一人の福祉職員として、身につけるべき「課業」を明確にした「課

業に係る自己評価シート」を活用し、年 3 回の自己評価を行い達成度が確か

められるようにする。 

  イ 「ＯＪＴの取組」を行い、職員相互のＯＪＴと「認め・ほめ・励まし・伸ば

す」取組を通して、職員一人一人の利用者支援、業務へのモチベーションを

高めます。 

  ウ 年に 1 回、個別の支援計画の目標達成を目ざす実践をまとめ、「事例発表会」

として開催します。「利用者の生活の質の向上」のための支援力向上を目ざし

ます。 

  エ 職員一人一人のより高い専門性を目ざすため、個別に研修のテーマを設定し 1



年間計画的に取り組むようにします。テーマは各自のニーズに応じて設定す

ることとし、人事評価シートに反映させ、成果及び課題を年度末に評価しま

す。 

  オ 個別研修のテーマ達成のため、各種研修会、先進施設視察等に積極的に参加

させます。また、研修後は研修報告書としてまとめ、その成果が全職員で共

有できるようにします。 

 

２ その他の取組 

（１）外部講師を招いての講座の開催 

月１回の音楽療法・ヨガ教室・陶芸・動作法、２か月に１回の全体創作を計画し、

利用者の楽しみや満足感の持てる活動にします。 

（２）園外活動を中心とした余暇活動の実施 

利用者の期待感と楽しみが持てるよう、一人一人の興味関心をもとに、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。 

（３）音楽グループ「へいせいレインボーズ」の活動 

音楽好きの利用者を募り編成します。祭りや地域のイベントに出演し、地域へも学

園の取組を発信します。 

（４）利用者の作品で装飾された「平成学園ギャラリー」 

創作活動で制作された利用者の作品を学園内に飾り、学園全体をギャラリーにし、

園内を潤いのある環境にします。 

併せて、敷地の整備・花いっぱいの環境づくりにも努めます。 

（５）安心･安全な送迎サービス 

 運転士との「送迎関係者会議」を年３回開き、ルートの見直し、送迎における課題

の掘り起こし・改善等を行い、利用者の安全な送迎、「無事故・無違反」を推進しま

す。 

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」を確 

認します。事前のアルコールチェック、車両点検を怠りなく実施します。 

（６）保護者との日常的な連携 

連絡帳や電話で利用者の状況をこまめに伝え、学園だより等で学園の情報を最低月

に 1 回提供します。 

（７）相談支援事業所、医療、療育機関等との連携 

日常的に連携し、利用者の現在、将来にわたる豊かな生活の実現を目ざします。 

（８）学園のＰＲ活動 

支援学校、地域への定期的な訪問や広報紙「時計台」・学園ＰＲ用のリーフレットの 

配布を行ったり、利用者の作品展示会を積極的に開催したりして、学園及び障がい 

者理解を進めます。 



（９）地域との交流 

地域交流サロン、小島小学校との交流会の開催、地域行事への参加を進め、地域に

根ざす、地域の学園としての存在感を一層高めるとともに、障がい者理解のための

啓発活動に取り組みます。 

 

３ 施設・設備の改修工事 

 平成 31 年度は、以下の改修を進める。 

（１）宿泊棟居室、男女トイレ、流し台の改修、更衣室新設 

「はばたき」グループ利用者のための居室・トイレ・更衣室等を改修し、利用

者の 安心・安全な、生活しやすい環境を整えます。 

（２）施設内（「ふれあい棟」を除く）の空調設備の付替え 

学園創立当時から使用しており、老朽化が激しくなっています。パッケージ型

の空調設備にします。体温調節の苦手な利用者も多く在籍しており、利用者の

体調の維持のため全室に設置します。 

 

４ 成果目標 

（１）日々の利用者数  ４８人    

（２）収入目標（月額） １１，３００，０００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 

 

【基本方針】 

 利用者の自立及び社会参加の支援を、自己選択・自己決定を基本としながら、総合的

かつ計画的に行います。また基本的人権を享有する個人として尊重される共生社会の

実現を目指す支援を行います。 

【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 ３１年度の取り組み 

（１）利用者の方の笑顔に満ちた学苑  

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領域での活動を充実させていきます。 

  ◇利用者の状態・ニーズに応じた活動メニューの提供を工夫します。 

◇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。 

  ◇入浴サービスを導入し、サービスのさらなる充実を図ります。 

  ◇カフェを活用し、新たな活動を提供します。 

【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。（自販機販売、草取り作業他） 

◇カフェを活用し、新たな活動を提供します。 

就労の作業種としてカフェの営業予定。 

営業日・時間⇒火、木、土 10:00～14：00 

メニュー  ⇒飲み物（コーヒー等）、クッキー、カレー（学苑の野菜利用） 

※現在実施している作業（農芸、受注、古紙回収、清掃等）は継続し、農芸に関

しては新しい農地の確保を行い、段階的に移行予定。明生園の清掃活動も継続予

定。 

  

２）苑内環境整備の推進 

①日常の整理整頓に努め、清掃活動を充実し、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 

 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。 

 ①地域の文化祭をはじめ、各種展示会での積極的な展示に取り組んでいきます。 

 ②製品・作品についてアドバイスを受け、より良い製品づくりに努めます。 

 ③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 

１）職員の資質の向上 

 ①異動・新人への育成プログラムを実施し無理なく支援に当たれるように取り組みま

す。 

  ②年間を通して全員が外部研修に参加できるようにし支援力の向上に努めます。 

③支援会議及び事例検討会を実施して情報の共有に努めスキルアップを行います。 

 ④強度行動障害の研修等テーマを決めて研修を行い支援力の向上に努めます。 

 ⑤課業一覧を活用し自己評価等を行い資質の向上に努めます。 

 

２）学苑と利用者家族との連携強化 

 ①「グループだより」「月刊はなぞの」を発行し、学苑の思いや様子を伝えていきます。 

  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、連携強化をしていきます。 

 

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個別送迎を希望される方の要望を実施できるようにコースの見直しを行います。 

  必要に応じて個別送迎計画の見直しを行い送迎サービスの充実を図ります。 

②専任ドライバーの導入による効率的な活用を行います。 

 ③生活介護の利用者がそのままサービスを利用できるように共生型サービスの導入も 

  含めて検討していきます。 

（４）地域の方々とともに歩む学苑 

１）地域への広報活動の推進 

 ①地域向けの広報誌を年に数回発行を継続していきます。 

 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カフェを活用し、交流の場として地域に開放していきます。 

 ④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。 

 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。 

  

２ ３１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９０％を目指します。 

（２）生活介護の稼働率８０％を目指します。 

（３）就労継続支援Ｂ型の平均工賃月額６,０００円超を目指します。 

（４）各種研修会への職員１人年 4 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 

 

地域で生活する障がい者（児）や難病者の方々に対して、自立支援の視点を持ちな

がら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維持しながら、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。担当区域での連携を図り

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、管

轄区域内の地域作りを積極的に行います。当センターで企画及び運営を行っている会

議やピアサポートグループに関して、より地域に向けた事業展開を心がけます。 

 

（１）３１年度の取り組み 

 

① 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継続しな

がらあらゆる支援機関とのチームアプローチを中心に、より実効性のあるケース

ワークを展開します。 

② 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行い、「地域生活支援拠点」についての整備及び体制作りを

行います。 

③ 在宅障がい者への自立生活支援、障がい児に対する早期療育と親支援、養護施設

を退所する障がい児に対する生活支援、「親亡き後」支援等、地域で対応が求め

られている事例に対して、熊本市社会福祉事業団としての社会的な使命と障がい

者福祉に対する法人の役割を発揮します。 

④ 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を中心に、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、医療分野や児童療育に関する研修に参加しなが

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 年間の支援件数１６００件越を目標として、より地域に根差した相談支援活動と

困難ケースの対応、相談支援所事業所へ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市及び県主催の研修事業への講師派遣及び開催協力を行いま

す。 

② 「地域生活支援拠点」の構築を主眼として、東区発達支援ネットワーク会議の事

務局開設と新しいインフォーマルサービスの提案をそれぞれ１つ実現し、包括支

援ネットワークの体制作りを前進させます。 



指定相談支援事業所きらり 

 

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。今年度は「親無き後」支援と障がい児とその保護者が 

安心して生活ができるように、地域のあらゆる社会資源との結びつけを大切にした相 

談支援に力を入れていきます。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、障がい児支援や地域の在宅ケースについて、利用者様へのサービス 

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）３１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、利用者様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て支援計画やモニタリング業務を大切にし

ます。生涯に渡って「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 児童療育分野や発達障がい者や精神障がい者の専門的な地域支援技術を習得して、

相談員のスキルを高めながら、相談員の専門性と相談支援技術による事業の継続

性と経営の安定化を図り、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 「親亡き後」支援を重点に置き、障がい者及び高齢の家族を含めた包括的支援を

提供するため、法人内で連携を円滑に行い相談支援事業所として積極的に介入し

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

宅障がい者への包括的支援を行います。 

 

（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２６０件を上限として、自己決定を尊

重して質の高い相談支援を目標とします。 

② より専門性があり信頼される事業所となるように、各種専門研修を受講して、相

談支援の質の向上と専門性を担保し、事業所加算を取得して収益の安定化を図る

とともに、常に最善となるような支援を提供し利用者様へ還元します。 

③ 地域ニーズに答えることができるように、障がい児の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。 



グループホームすまいる  

 

 利用者一人ひとりの思いに寄り添い、自分らしく、安心・安全な生活ができるよう

に支援の充実を図ります。 

 休日活動のメニューを提供し、自己選択、自己決定の環境を提供し、楽しいと感じ

られる生活が送れるように支援します。 

 

（１）３１年度の取り組み 

① すまいる１では、外部サービス利用型から介護サービス包括型に変更し夜間支援

員を配置してより一層の安全面強化と支援を充実します。 

② ご家族に、誕生会、行事等への参加呼び掛けを行い、交流を図り連携を深めます。  

③ すまいる通信を定期的に発行し情報を発信します。 

④ 利用者一人ひとりの支援計画に基づき、目標達成が出来るように支援します。 

⑤ 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、障が

い理解と啓発を行います。 

⑥ スタッフ会議を毎月行い、共通理解と支援方法の統一を図ります。 

⑦ 防災マニュアルに従い地震、火災の避難訓練を定期的に実施し、緊急時の対応に

備えます。 

⑧ 休日支援の年間計画を作成し、楽しい休日を過ごせるように支援します。 

⑨ はなぞの学苑、平成学園共に連携を図り、利用者の健康面をはじめとした情報交

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強化を図りま

す。 

⑩ 研修への参加や、はなぞの学苑、平成学園での実習を行い支援力の向上を図りま

す。 

⑪ 利用者・家族の方に利用者満足度のアンケートを実施、集約し、満足度を高める

取り組みを行います。 

 

（２）３１年度の成果目標 

① すまいる１では稼働率９２.５％を目指します。 

  すまいる２では稼働率９４.５％を目指します。 

② 家族会を年２回実施し、信頼関係を構築します。 

③ すまいる通信を年４回発行し、情報発信を行います。 


