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２０１９年度社会福祉法人土佐清風会事業計画 
 

 

社会福祉法人土佐清風会経営理念 

Ⅰ．社会福祉法人土佐清風会は地域社会の一員として、その役割を果たすため地域に開かれた

施設づくりを目指すとともに、受容と共生の心をもって高齢者の自助の支援に努める。 
Ⅱ．本会は、高齢者が地域社会の中で威厳を持って、尊敬されながら生活できる、また、あた

り前の生活をあたり前に継続できる環境を創造するため、役職員の資質の向上に取り組む。 
Ⅲ．本会は、福祉サービスを地域社会に継続して提供するために、健全で適正な経営を維持す

ることに努め、財務内容についても公に開示することを原則とする。 

 

１．基本方針 

（１）地域に必要とされる施設づくりを目指すと共に、利用者の人権を尊重し豊かな気持ちで生活

できるよう支援を行う。 

（２）利用者の状況に応じた専門的な支援ができるようスキルアップに努め、信頼される介護サー

ビスの提供に努める。 

２．運営方針 

（１）人材育成を強化し、質の高い介護サービスの提供を実践する。 

（２）利用者、家族とのコミュニケーションを深め信頼される施設を構築する。 

（３）安心、安全性を高める環境整備を実施する。 

（４）地域の中で必要とされる事業所づくりを目指すために、地域活動を積極的に展開していく。 

（５）職員の処遇改善をさらに進め、人材の定着及び確保に繋がる雇用管理を推進する。 

３．事業活動計画 

平成１２年の移転改築後から 初の大規模改修工事を２年の工期で行った結果、省エネルギー対

策の新規設備の設置等が完了したことで、残された工事としては、屋根の塗装工事及び自動ドアで

あることから、今後は多額の費用を伴う工事は発生しない。従って、本年度以降は人材育成に主眼

を置き、優秀な人材を育てていくことに尽力していく。 

まず、地域との連携を進めていくことが重要である。昨年から少しずつきっかけづくりができ始

めたという段階であり、これから地域の中で法人が認知されていくためには、地域で活動している

組織等との連携体制の協議が求められる。今後、地域の中で何ができるのかについては、人的な問

題もあり、できることはそれほど多くないと思われるが、地域とともに発展していく法人となれる

よう公益的な取り組みを踏まえて、社会福祉法人に相応しい活動が出来るようにしていきたい。 

次に、人材確保と定着に関して、現状、 も厳しい課題として法人に降りかかってきている。求

人を行っても応募者がなかなか現れない状態が長く続いており、労働者の確保においては、有効求

人倍率から見ても人材不足が当然のように叫ばれている中で、特に介護業界への参入は少なくなる

一方であることが推測される。現在は、人材紹介会社に職員を求めている状況である。このことか

ら今後の人材確保について対策を考えるなら、これからは未来志向型で事業運営の見直しを行い、

職員の確保や定着に向けた方策を考えて行かなければならないだろう。これまで行ってきた賃金制

度改革も 終局面を迎えており、職員の処遇改善をもう一段進め、健康経営やＩｏＴも活かした事

業展開、並びにＡＩを活用することで介護現場におけるストレスの減少などを目的に積極的な投資
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活動も行う。これができることにより、介護現場にやり甲斐を持たせることができると考え、競合

する他法人との競争で優位な展開ができることに繋がり、延いては労務管理上の問題で悩まされる

ことが少なくなると考える。 

設備投資への活動も資金の確保ができなければ難しい話であり、事業活動における利益率を一定

の割合で出していくことができるように経営努力を引き続き重ねて行かなければならない。目標達

成には、特別養護老人ホームにおける空床ベッドを作らない対応を心掛けることや、各介護サービ

ス事業所にも言えることであるが新しい加算の取得を積極的に検討し、さらに増収を目指す必要が

ある。短期入所生活介護サービスにおいてもベッド稼働率８５％以上を毎年達成できるようにする

とともに、地域の居宅介護支援事業所から信頼される事業所となれるよう不断の努力で目標を達成

できるように自力を付けて行かなければならない。通所介護サービスでも営業日における利用者数

を定員の８０％以上の稼働率で介護サービスを提供していくことを 低限の目標とし、稼働率を上

昇させるための取り組みを考案していくことが必要である。そのためには、現状の利用者の希望等

を酌み取り、従来からのサービス提供方法の転換を行いデイサービスセンターに行きたいと思わせ

る対応策を講じることも大切だろう。 

災害発生時の対応についても、毎年、訓練を実施しているが災害発生時に果たすべき役割も大き

くなっていることから、実際に災害が発生したときに即応できる人材育成が重要である。これまで

は職員が自主的な対応を考えて災害時に適切な行動が取れることが本来の目的となった訓練である

べきところ、そうはなっていなかったことから訓練内容もまだまだ不十分な状況であり、その点も

踏まえて災害訓練の充実を図っていく。前年度も台風、大雨、地震と自然災害が多数発生し、介護

事業所が災害に直面した事実もあり、他の事業が災害にあった場合に災害支援に赴くことも視野に

入れた教育を積んでいくこともこれからの課題である。 

職員教育では、昨年度と同様に外部団体に研修会の講師の派遣を依頼し、これまで以上に研修の機

会を設けて参加したくなるような研修内容を考えて知識及び能力開発を図っていく。特に、中間管

理職の成長を目的に専門職としてのスキルアップに力を注ぐ一年としたい。虐待及び事故防止対策

も、法人としての課題もあることから徹底した教育を実施して人間性の高い介護職員の育成を目指

していきたい。 

介護支援課や栄養課では、業務の標準化の実現のための可視化も進めなければならない。業務改善

が求められる部署であり、「見える化」や「言える化」により職員同士で指摘し合うことを繰り返す

ことで業務改善を実現させ、部署における生産性向上に繋げて働きやすい職場への転換に向けた取り

組みを行っていく。これまでも働きやすい職場づくりのために、「言える化」、「見える化」を推進し

ているところであるが、職員が十分に理解し対応できていないことから面接等を通して周知を図り、

真に働きやすさを実感できる法人として職員から認知して貰える対応を行っていく。 
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２０１９年度特別養護老人ホーム土佐清風園事業計画 

 

１．運営の基本方針及び目標 

（１）基本方針 

① 利用者がその人らしい生活の実現を達成できるように現状の能力をベースにした日常生

活の支援を行う。そのために必要な援助や機能訓練、健康管理及び療養上の支援を施設サ

ービス計画に基づいて行う。 

② 利用者の人権を尊重し、利用者を主体とした施設サービスの提供に努める。 

③ 明るく家庭的な雰囲気を心がけ、地域や家庭と結びつきのある生活となるよう支援する。 

④ 利用者へのサービスの提供においては、関係市町村、他の介護保険サービス事業者、そ

の他の保健医療、福祉サービス事業者等との連携を図る。 

（２）目標 

① 事故防止や感染予防対策などを通して安全と安心を創る介護サービスの提供ができる。 

② 日常生活に温かさや愉しさが見えるようなかかわり方ができる。 

③ 根拠に基づく介護サービスの提供ができる。 

２．担当課の目標 

 （１）介護支援課 

※ 相談係（生活相談員） 

① 利用者自身がその人らしい生活を送ることができるよう、個々に抱えるニーズ、課題

と向き合い、可能な限りそれらに答えられるように家族等や職員との連携を図り、フォ

ーマル、インフォーマルサービスなども利用し、限られた空間の中での生活であっても、

愉しみを持って過ごせるように支援する。 

② 施設入所の手続きをスムーズに行い、社会資源の一つとして必要なサービスを円滑に

提供する。 

③ 新規入所の契約に際しては、利用者、家族等に契約内容や重要事項、事故発生リスク、

事故発生時の対応などについても丁寧に説明し、同意を得た上で適切な利用契約に努め

る。 

④ 利用者が安心して生活できるよう家族等との連携を図るため、多職種から日々の状態

や変化など面会時に伝え、病状や生活に影響が出る変化が起きている場合には電話等に

より状態を連絡し、情報共有を適切に行うよう努める。 

⑤ 医療機関等で長期入院の見込みや入所が継続する場合、施設で対応することが困難な

医療処置が必要な場合などが早期に発覚した時点で、利用者及び家族等に退所、再入所

の可能性について丁寧に説明し、退所後のサービスに困ることが無いよう、他の機関と

の連携、必要な情報提供を行いスムーズな入退所の流れを実践する。 

※ 施設サービス計画担当係（介護支援専門員） 

① サービス計画 

施設は、地域包括ケアシステムの重要な拠点であることを踏まえ、利用者本位の立場

に立った支援を行うため、生活の場としての利用者のニーズに沿ったサービス計画を立



5 
 

て支援する。 

② その人らしい生活が出来るように家族や職員等からの情報収集、職員や利用者との関

わり、さらには施設内のみならず、利用者に関わりのある社会資源の活用により「生活

の継続性」という視点に立って支援する。 

③ 定期的、また状態変化時に利用者にとって必要なサービスの質と量を把握及び評価し、

過剰なサービスの提供を控え、利用者の生活の質（ＱＯＬ）の向上を支援する。 

④ 利用者の尊厳ある生活を守りつつ、意見を伝えられない利用者については真のニーズ

の理解に努める。 

⑤ サービスを提供する職員が情報を共有し、各職種が協働しながら連携を密にしていく

ことで、ケアプランに基づく継続したサービスが提供されるように支援する。 

⑥ 利用者の生活状況や状態変化を把握してもらうため、適切に家族へ情報提供を行うよ

うに努める。 

⑦ 要介護認定更新時には、家族に連絡し立ち合いができない場合は代行申請や認定調査

員への情報提供を行う。 

⑧ 利用者の体調により医療機関への受診や入院、退院に際し、医療関係者との情報共有

を行いながら連携を図る。 

※ 介護係（介護職員） 

    ［目的］利用者の気持ちに沿った介護を目指し、居心地がよく充実した生活が送れるサービ

スを提供する。 

 ［目標］ 

① 個別ケアの徹底とゆとりのある生活づくりを目指す。 

② 利用者一人ひとりの尊厳を守り、その人らしい生活の支援ができる。 

③ 利用者の状況の把握と信頼関係を構築することで安心できる生活を支援する。 

［トータルビジョン］ 

① 全グループにおいて作業を統一し業務の適正化を図る。 

② 絆ソフトを活用して情報の管理を一括化していく。 

③  環境に適したケアの充実を図る。 

④ 全グループの介護度等を考慮した適正な人員配置のもとサービスの向上を目指す。 

⑤ スライディングボードやマルチグローブの使用の推進を促進し、腰痛予防対策を講じ

ながら労働環境を整え働きやすい職場づくりを目指す。 

［はるグループ］ 

① チーム力の向上 

ア．組織的な報連相ができるように指導、教育を行う。 

イ．職員一人ひとりのスキルアップに繋がる意識強化（介護技術・介護知識・各種研修

参加等）の推進。 

ウ．介護サービスの提供について定期的な評価と改善を行う。 

② 利用者の残存機能の維持・向上に努める。 

ア．機能訓練、集団体操、レクリエーション等の支援の実施。 



6 
 

イ．出来ること、出来ないことを把握し、利用者の自律を支援する。 

③ 食事・水分摂取の維持・向上 

ア．自力摂取が出来る方への対応を工夫し食事支援・促進を目指す 

④ 感染症予防 

ア．手洗い、うがいの励行、咳エチケット、清掃等から感染予防を図る。 

イ．感染症対策としては、早期発見に努め、発症が確認された時点で早期に適切対応を

行い感染症のまん延防止を図る。 

ウ．職員自身の体調管理への意識強化を目指す 

エ．入退社時の更衣を継続する 

［なつグループ］ 

① 職員１人１人の介護力の向上、知識、技術をあげる。 

ア．内部、外部研修に積極的に参加し各自スキルアップに努める。 

② 定期的にグループ内での検討会を実施し、個別ケア、その人らしい生活環境を整える。 

ア．日中、検討会（１４時～）を開き、その都度個別ケアを見直していく。 

③ 介護事故の減少（ＫＹＴを活用）、感染予防対策（定期的にロールプレイ実施）に努め

る。 

ア．グループ内でＫＹＴ訓練を活用しリスクマネジメントに努める。 

イ．手洗い、うがいの励行の徹底を図る。 

ウ．手順を身につけ感染予防に努める。 

［あきグループ］ 

① 委員、担当を中心とした介護への取り組みによるサービスと職員の質の向上と標準化。 

② 介護事故減少のためにヒヤリハットを活用しリスクマネジメントに取り組む。 

③ 絆ソフト活用できる環境を作る。 

※ 機能訓練係（機能訓練指導員） 

利用者がその人らしい生活を維持できるよう、ご本人のその有する能力を 大限活用し

て、身体機能や姿勢、生活行為全般の維持、改善が図れるよう、また減退防止を考慮した

アセスメントを行い、多職種と共同で機能訓練を実施する。 

① 機能訓練は、日常的に不可欠な要素であることから、利用者の健康維持、また加齢等

の現状を考慮し、ラジオ体操、リズム体操を始め、集団や少人数・個別の生活訓練を利

用者の状態に合わせた個別機能訓練計画書に基づいて実施する。 

② 多職種と共同で日常生活動作やレクリエーション、行事等を通した生活訓練を実施し、

明るく元気に楽しく希望を持って、積極的な日常生活が送れるよう心の健康も図りなが

ら、会話や笑顔などで表情も豊かになり生活が愉しくなるように支援する。 

③ 口腔機能改善を歯科医や歯科衛生士等と連携して実施し、食べる意欲の向上を図り生

活の高揚に繋げる。利用者の口から食べる喜びを続けるために、リスクマネジメントを

行いながら、適切な食事介助技術を推進していく。 

（２）看護支援課（看護職員） 

利用者一人ひとりの心理的、身体的特徴を把握し、日常生活の中で利用者に寄り添い家族
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の思いやかかわりを大切にした健康管理に努め、その人に応じた日常生活が継続できるよう

に援助する。 

① 受け持ち制を継続し利用者一人ひとりの情報を把握して利用者の変化や異常の早期発見

に努める。 

② 多職種と連携を図るとともに職員相互の意識の統一に努める。 

③ 褥瘡リスクマネジメントを行い発生予防に努める。発生があった場合は、各部署間で連

携を図り早期治癒に努める。 

④ 利用者の生活の質向上を目的とした知識や技術を習得し、多職種と共有するための教育

活動を行う。 

（３）栄養課（管理栄養士・栄養士・調理員） 

給食部門は、特別養護老人ホーム、ショートステイ、デイサービス、南国市の委託による

食の自立支援事業及び南国市社会福祉協議会のしらゆり配食と、様々な状態の利用者へ食事

の提供を継続していく。 

個々の高齢者が持ち合わせている慢性疾患、いわゆる老年病の予防、治療に見合った、ま

た、自然現象である老化を少しでも遅らせ、これからの人生を心安らかに、潤いのある生活

が送れるように、食事を通して地域へのサービスを引き続き展開していく。 

① 清潔（衛生管理の徹底） 

② 朝食の主食選択（ご飯・粥・パン） 

③ 利用者及び利用者の食べやすい食形態への対応 

【並菜、軟菜（きざみ、ミンチ､ソフト、ミキサー）、流動食】 

④ 適時適温給食 

⑤ 療養食加算による収入増を目指す。 

⑥ 栄養状態を改善し、生活の質を向上させ、楽しみが得られる日常生活となるように栄

養ケアマネジメントを充実させる。 

⑦ 利用者及び利用者とのふれあい 

⑧ 食器や食事形態、とろみ、食事環境、健康･衛生面等、多職種で連携･協働しながら、

より良い食生活の提供を目的とした栄養委員会の定期開催 

以上の８項目に心という一味を添えて日々努力していく。 

（４）総務課（事務員） 

① 整理・整頓・清掃・清潔に努める。 

② 来客者及び電話等での応対時の接遇を適切に行う。 

③ 報告・連絡・相談を的確に行うことにより正確な業務遂行に努める。 

④ 習得できていない業務の理解に努める。 

⑤ ＩｏＴやＡＩ技術の導入に向けた対応を検討していく。 

⑥ 健康経営の取り組みを行い、職員の健康管理を推進する。 

⑦ 法人運営にあたり、財務管理、経理処理等を適切に行う。 

⑧ 法人の備品等の適切な管理と必要に応じて修理・買替等を行い、利用者及び職員にと

って、より良い環境の整備に努める。 
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３．職員育成 

（１）ＯＪＴ、ＯＦＦ-ＪＴ、ＳＤＳを通じて、職員のスキルアップを図り、利用者へのサービス

の質の向上、安心・安全なケアの提供を目指す。 

（２）介護に従事する者として利用者の生活を支えている自覚を持ち、現場で必要とされる人間

力を備えた専門性の高い職員の育成を図る。 

（３）学習だけでなく伝達することでチームの一員としての役割を理解する。 

① 採用時の新人研修プログラムの実施 

職員採用時研修プログラムに基づき、教育を行う。 

② 階層別施設内外研修への参加（新任・中堅・指導的職員など） 

③ 継続的な学習意欲のある職員へのフォローアップ 

（継続研修・資格取得のための講義研修への派遣など） 

④ 各種委員会開催の施設内研修及び各種研修会の実施 

各委員会の研修のほか、介護サービスに必要な研修会を開催し、職員の知識、技術の

向上を図る。 

⑤ 研修参加後の伝達講習の実施 

（研修内容を他職員に報告、伝達し、学んだことを反映できる風土づくり） 

⑥ 医療的ケア実施に関わっている介護職員の継続研修実施 

喀痰吸引等の医療的ケアを実施することで職員の意識統一、知識・技術の底上げを図

り、利用者へのサービスの質の向上、安心・安全なケアの提供を目指す。 

⑦ 実習生、体験学習生の受け入れ 

福祉専門学校、介護職員基礎研修、小・中・高等学校、大学生、各種体験学習の受け

入れを行い、福祉にかかわる人材育成への協力とともに、職員の教える力、伝える力を

醸成する。 

４．防災・安全対策 

（１）災害対策訓練(地震・火災) 

地震発生に伴うＢＣＰ(事業継続計画)に基づいた訓練を行うことによって円滑に事業の継

続ができるよう、職員の実践教育を行う。ＢＣＰが事業内容、現状に沿ったものになるよう、

適宜、改正を行う。火災訓練では避難誘導の方法を徹底させ有事の際に実際に動くことので

きる実践教育を行う。 

（２）災害防止 

① 施設からの火災発生を防止するため、定められた場所以外における喫煙、火器使用の

禁止。 

② 施設内外における事故防止の安全対策について、十分な指導、教育を行う。 

③ 防災委員会を中心として、防災マニュアルを随時見直し、大規模地震及び風水害等の

災害時の対応について訓練を通して、ＢＣＰとの関連性についても理解しつつ非常時に

実践行動が取れるよう訓練を重ねていく。 

５．相談・苦情、個人情報等への対応 

（１）苦情解決の仕組みに関する要綱に基づいて、利用者、家族等からの苦情などに適切に対応
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できる体制を取る。 

（２）個人情報については、本会の基本方針、利用目的に基づいた取り扱いを実施する。また、

職員に業務上知り得た利用者またはその家族等の秘密を保持するとともに、職員でなくなっ

た後においても守秘義務があることの周知徹底を図る。 

６．委員会 

〔各種委員会〕 

（１）運営委員会（第１木曜日）及び衛生委員会（毎月第１水曜日）、栄養委員会（第４水曜日）

は、毎月開催する。 

（２）感染対策委員会、事故防止検討委員会、虐待防止検討委員会、入退所判定委員会、褥瘡対

策委員会、医療的ケア安全対策委員会は、年４回以上開催する。 

（３）防災委員会は、年２回以上開催する。 

（４）研修委員会は、年１回以上開催する。 

〔その他施設行事等実行委員会〕 

（１）開園記念実行委員会、敬老祭実行委員会、忘年会実行委員会は、３回程度実施。 

 〔各種施設内研修会〕 

（１）医療的ケア及び口腔ケアＯＪＴは、毎月１回実施。 

（２）医療的ケア研修会は、５月、９月、１１月、２月に実施。 

（３）ＡＥＤ取扱講習会（４月） 

（４）防災訓練等は、年間８回以上実施。 

訓練内容は、火災における通報・消火・避難訓練、ＢＣＰにおける机上訓練、参集・安否

確認訓練及び炊き出し訓練、風水害時の避難訓練等。 

（５）事故防止検討委員会全体研修会は、７月、１月に実施。 

（６）感染対策委員会全体研修会は、１０月、２月に実施。 

（７）虐待防止検討委員会全体研修会は、８月、１２月に実施。 

（８）褥瘡対策委員会全体研修会は、６月、１１月に実施。 

（９）外部研修参加者による研修報告会は、９月、３月に実施。 

７．行事 

（１）開園４８周年記念式典（６月１日） 

（２）敬老祭（９月１４日又は２１日） 

（３）利用者忘年会（１２月２１日） 

８．教室及びボランティア協力等 

（１）書道教室は、毎週水曜日に実施。 

（２）注文売店（隔週木曜日に注文） 

（３）スワン衣料品訪問販売（６月・１０月） 

（４）オールドパワー展見学（９月） 

（５）彼岸の法要（９月・３月） 

（６）高知県立高知農業高等学校の清掃ボランティア 

（７）清和女子中高等学校のキャロリング 
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（８）南国協会のキャロリング 

（９）高知県立岡豊高等学校の裁縫ボランティア 

（１０）舟入川の川干による用水路清掃（３月） 

９．短期入所生活介護事業（介護予防を含む。）                               

在宅生活を継続する上での社会資源として、ショートステイ利用のニーズが高まっている中、

様々なニーズを抱える利用者及び家族等に事業所として対応できる範囲内で柔軟に応えることが

できるよう、職員間の情報共有、スキルアップを図り、在宅生活を支援していく。 

特別養護老人ホームの併設施設であり、サービス内容については特別養護老人ホーム土佐清風

園の運営に準じて行う。 

（１）新規ショートステイの利用に際しては、予め利用者、家族等に契約手続きの時点で重要事

項等の説明のもと、事故発生リスク、事故発生時の対応などについても丁寧に説明し、適切

な利用契約に努める。 

（２）ショートステイ利用者のサービス担当者会議や送迎時には、積極的に情報を得ることで個

別サービスの充実と事故予防を図っていく。 

（３）ベッド稼働率８５％以上を目標とする。 
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２０１９年度デイサービスセンターせいふう事業計画書 

 

１．運営方針 

（１）利用者が住み慣れた地域、生活環境において、可能な限り在宅生活を継続していけるよう

に個々に必要な機能訓練及び日常生活の援助を行う。 

（２）利用者及び家族等のニーズを的確に捉え、利用者の人格を尊重した援助を行い、家族等の

身体的、精神的負担の軽減を図る。 

（３）利用者の社会的孤立感の解消と心身機能の維持を行う。 

（４）地域に根ざしたデイサービスセンターを目指す。 

２．目標 

（１）１日の平均利用人数を２０人以上とし、稼働率８０パーセント以上を目指す。 

（２）認知症加算及び個別機能訓練加算の算定に向けた取り組みを行いながら、算定の実施を行

い収入の増加を図る。 

※ 具体的な内容として 

（１）各居宅支援事業所への宣伝とし毎月発行している『せいふう便り』の内容を充実し、合わ

せて受入可能状況表も添付し、利用状況を事前に把握してもらえるようにアプローチしてい

く。 

（２）施設行事や来客等の外部の方へデイサービスでの活動内容の展示等を行う。 

（３）介護職員は、バーセルインデックスを用いアセスメントからＡＤＬの評価を数値化し、維

持・改善を目に見える形で捉える事で利用者の状態の把握をしていく。看護職員は、研修等に

参加し機能訓練指導員としてのスキルアップを図る。 

（４）職員のスキルアップを目的とし、個々の段階に応じた研修への参加を促す。また本年度も

認知症実践者研修への参加者を選出し、より認知症への見識を深めると共にケアの向上を目

指す。 

（５）季節感を感じて頂けるようなイベント（手芸・誕生日会・手作りおやつ等行事）を計画し

実施する。 

３．生活相談 

利用者及び家族等の各種相談に応じ、内容により担当ケアマネージャーと連絡調整を行い利用

者の在宅生活を支えるとともに、家族の介護負担の軽減を図る。 

認知症高齢者に対しては、区別することなく、他の利用者と共存してサービスが受けられるよ

うに工夫する。また、その人らしく利用が出来るように援助し、日々変化する症状に対して、職

員は専門的知識をしっかりと持ち、利用者本人及び家族の支援も行っていく。 

４．送迎及び家族交流と連携 

利用者個人の心身状態及び地理的状況を考慮した送迎車両・送迎ルート・適切な職員配置を設

定し、無理のない送迎サービスを提供する。また、安全運転を念頭に置いた走行及び車両の定期

的な点検・整備を行い、利用者の安全確保に注意を払う。 

家族との連携については、利用前の状態確認、利用中の状態観察（体調変化、バイタルチェッ

ク、食事量、入浴状態、レクリエーションや各種運動等）、利用後の状態報告等を利用連絡ノート
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や送迎時の口頭での申し送りで行う。（但し、緊急を要する場合は速やかに家族と医療機関に連絡

する。） 

（１）乗車・下車時の介助（ドアツードア） 

（２）乗車中の状態観察 

（３）迎え時の状態確認・送り時の状態報告 

（４）チャイルドロックやシートベルト着用及び車椅子固定の確認 

５．通所介護計画等に基づくサービス提供 

利用者の居宅サービス計画等に沿って、利用者並びに家族等の意向と在宅での生活状況の把握

に努め、通所介護計画書等を作成し、より良い在宅生活を継続できるようにサービス提供を行う。 

通所介護計画書等を作成し評価を行う。（通所介護は概ね３か月～半年毎） 

６．相談・苦情、個人情報等への対応 

（１）苦情解決の仕組みに関する要綱に基づいて、相談・苦情等に適切に対応できる体制をとる

とともに、日頃から利用者並びに家族等、また、居宅介護支援事業者や他サービス事業所、保

険者等の関係機関との連携を密にする。 

（２）個人情報については、本会の基本方針、利用目的に基づいた取り扱いを行う。また、職員

に業務上知り得た利用者またはその家族等の秘密を保持するとともに、職員でなくなった後

においても守秘義務があることの周知徹底を図る。 

７．介護事故発生の予防と防止 

事故防止対策に関する指針に基づき、事故発生時の対応方法の周知徹底、事実の報告及び分析

を通じた再発防止、事故防止検討委員会の設置、職員研修を継続することで介護事故等発生の予

防に努める。 

８．機能訓練 

利用者の心身機能の維持向上並びに在宅生活の継続に役立つ内容を取り入れながら援助を行う。 

（１）日常生活動作 

（２）アクティビティサービス(創作、行事等の活動) 

（３）集団リハビリテーション 

（４）個々の在宅環境に応じた家事動作訓練や個別機能訓練の実施 

（５）随時内容を評価し見直すことでケアマネージャーにフィードバックし通所介護計画書及び

個別機能訓練計画書等に反映していく。 

９．入浴サービス 

利用者個人の状態・希望に応じ、 適な入浴サービスを提供する。必要に応じて、在宅での

入浴確保のための助言、訓練等を行う。また、快適な入浴が出来るよう環境整備に努める。 

（１）入浴種類・・・個別浴、機械浴（１台設置） 

（２）入浴に係るその他の介護 

衣類着脱、洗髪、洗身、浴室内外の移動、浴槽の出入り等 

１０．食事サービス 

利用者個人の嗜好を把握し、食事内容・形態及び食事用具の検討を行う。また、栄養面・食

事制限等に配慮しながらも、利用者が食に喜びを感じられるようなサービスを提供する。 
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（１）食事介助(食事状況の確認) 

（２）嚥下状態及び食事摂取量の観察 

（３）口腔体操による嚥下訓練 

１１．その他の日常生活上の援助 

利用者個人の有する能力・可能性を尊重し、一人ひとりの個別性を尊重した自立支援を目指

し、サービス提供を行う。 

（１）移動：歩行状態の確認、適切な歩行器具の紹介、車椅子操作の指導及び介助 

（２）排泄：トイレ動作の訓練、介助、声掛け誘導、おむつ交換 

（３）その他必要な身体の介護 

１２．健康管理 

利用者の健康状態を観察し、把握する。健康管理及び健康指導に努め、異常の早期発見・早

期対応に努める。緊急時は家族等及び主治医との連携により、迅速かつ 善の対応に努める。

また、感染症予防のための適切な対応及び対策の徹底を図る。 

① バイタル測定   ② 体重測定   ③ 状態観察   ④ 健康相談 

⑤ 感染症予防   ⑥ 内服・外用薬の管理および投与 

１３．活動(レクリエーション等)プログラム 

年間活動計画を立て、月ごとの誕生日会や季節の行事に合わせたレクリエーション等を提供

する。その中で個性を活かした分野を見出だし、受動的プログラムから能動的プログラムへと

転換を図り、達成感を味わう事で心身の活性化や認知症進行予防に繋げる。 
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≪日   課   表≫ 

 

 

≪年 間 行 事 計 画 表≫ 

 

４月 創作（桜） お誕生月会 

５月 端午の節句 お誕生月会 

６月 創作（紫陽花） お誕生月会 

７月 七夕祭り お誕生月会 

８月 夏祭 お誕生月会 

９月 敬老会 お誕生月会 

１０月 運動会 お誕生月会 

１１月 音楽会 お誕生月会 

１２月 忘年会・クリスマス会 お誕生月会 

１月 新年会 お誕生月会 

２月 節分 お誕生月会 

３月 雛祭り お誕生月会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９：３０ 到着、水分補給、健康チェック（血圧・脈拍・体温） 

１０：００ 入浴、個別機能訓練、脳トレ、水分補給 

１１：２０  口腔体操 

１１：４５ 昼食 

１２：１５ 口腔ケア 

１３：３０ ラジオ体操、リハビリ手指体操、脳トレ、水分補給 

１４：３０ 個別機能訓練、レクリエーション、創作活動 

１４：４５ おやつ、水分補給 

１５：４５ 送り出発 
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２０１９年度土佐清風園居宅介護支援事業所 
 

１．事業の目的 

社会福祉法人土佐清風会が設置をする土佐清風園居宅介護支援事業所が行う指定居宅介護支援

事業の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の職員が、

要支援・要介護状態と認定された利用者に対し、適正な居宅介護支援を提供することを目的とす

る。（※要支援者については南国市地域包括支援センターからの委託業務とする。） 

２．運営基本方針 

（１）要支援・要介護状態となった利用者が、可能な限りその居宅において、その有する能力に

応じて、自立した日常生活が送れるように配慮した支援を行う。 

（２）利用者の心身の状況や環境等に応じて、利用者及びその代理者の選択に基づき、適切な保

健医療、福祉サービスが多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるように配慮する。 

（３）サービスの提供に当たっては、常に利用者及びその代理者の立場に立って、利用者の意思

及び人格を尊重し、提供される指定居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス

事業者に不当に偏ることのないよう公正中立そして公明に行う。 

（４）事業の運営に当たっては、各関係市町村、地域包括支援センター、在宅介護支援センター、

指定介護保険施設、保健医療機関、指定居宅介護支援事業所や指定居宅介護サービス事業者

等との連携に努める。 

（５）事業所は、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うよ

うに努める。また研修などを通じて自らその提供するサービスの質の評価を行い、サービス

の評価を常に見直すことで改善を図る。 

３．今年度の重点目標 

（１）前期においては、前年度から引き続き特定事業所加算（Ⅲ）から（Ⅱ）の算定へ向けての

人員体制作りと準備をし、年度後期には人員を増やし算定を実施していくこととする。 

（２）３名体制を維持しつつ、年度後期から４名体制にすることで引き続き単月にて人件費対象

で黒字化を維持し、常時充足率９５％以上を目指す（３名体制：１００件以上／１０５件、

４名体制：１３２件以上／１４０件）。引き続き医療との連携の強化の延長でもある入院時情

報連携加算・退院・退所加算・新設のターミナルケアマネジメント加算の確実な取得を行う

ことで収益にも繋げる。また特定事業所加算（Ⅲ）若しくは（Ⅳ）の減算に該当しないよう

各ケース及び運営管理のチェックを引き続き実施。 

（３）事業所の職員間の情報交換・課題の共有・相談がスムーズに行うことができるよう定例会

議や内部研修等を行い活性化に繋げる。（適時業務の見直しや各職員個別ケースについての

検討など。） 

（４）人材育成とチームとして働く快適な職場環境作り。（報告・連絡・相談の体制作りや災害時

などを含めた担当者不在時のフォロー体制作りの確立。ワーク・ライフ・バランスの確保のた

めの計画的な有休消化：年間５日以上。） 

（５）法人内での事業所の存在意義の発信。（ＥＸ：引き続き在宅部門共同会議の開催や施設スタ

ッフ希望者また介護支援専門員実務見学実習生への研修受け入れや事業所内事例検討会な
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ど。） 

（６）全職員が研修への計画的参加・企画を実施。（ＥＸ：高知県社会福祉協議会主催、高知県介

護支援専門員連絡協議会主催、高知県介護支援専門員連絡協議会中央ブロック主催、南国市

ケアマネ連絡協議会主催、土佐長岡郡医師会主催・事業所内勉強会・他法人居宅介護支援事

業所との勉強会など。） 

（７）事業所内での事故（車両事故含む）・苦情ゼロを目指す。 

（８）主任介護支援専門員を１名から２名へ研修を経て配置できるようにし、新人介護支援専門

員への助言・指導ができる者の増員。 

（９）特定事業所加算算定事業所として、他居宅介護支援事業所との共同事例検討会・勉強会を

通じて地域の他の居宅介護支援事業所を含めた介護支援専門員の質の底上げを一緒に行っ

ていく。 

４．事業内容 

（１）市町村から委託を受けて行う訪問調査 

（２）居宅介護サービス計画の作成 

（３）南国市地域包括支援センターから委託されて行う介護予防ケアマネジメント 

（４）介護に係る相談援助や要介護認定の申請、更新、変更手続きの代行 

（５）福祉用具の購入、住宅改修費申請の手続き代行 

（６）給付管理業務 

（７）サ－ビス事業者との連絡調整、指定介護保険施設等の紹介 

５．事業の実施地域 

（１）南国市・高知市・その他（相談に応じて提供） 

６．職員研修 

（１）外部研修 

研修名 講習時間 受講対象者 

介護支援専門員実務研修 ８７時間 
原則介護支援専門員試験合格者全員

が受講する研修。 

更新研修：専門研修過程Ⅰ ５６時間 主に就業後６ケ月以上１年未満の者。

更新研修：専門研修過程Ⅱ ３２時間 主に就業後３年以上の者。 

主任介護支援専門員研修・更新研修 ７０・４６時間 

専任介護支援専門員（専従期間５年以

上）・ケアマネリーダー・認定ケアマ

ネージャー（専従３年以上）・地域包

括支援センター主任ケアマネ。 

他研修（県社協主催・高知県介護支

援専門員連絡協議会主催・南国市ケ

アマネ連絡協議会主催・南国市主任

ケアマネ連絡協議会・土佐長岡郡医

師会主催など）・他事業所との事例

検討会及び勉強会 

適時 

※県社協主催は毎年４月に通知。（計

画的に参加）他は適時通知ありで内容

により検討参加。他事業所との事例検

討会及び勉強会について年計画に沿

って実施。 
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（２）内部研修 

研修内容（年計画に沿って実施） 事例検討会・勉強会（１回／３月） 

 

（３）新任研修（３～６ケ月以内） 

研修内容 研修方法 

対人援助技術・ケアマネジメント・アセスメン

ト・プランニング・モニタリング・権利擁護 

テキスト『介護報酬の解釈１・２』他使用。主

任介護支援専門員による講習・同行訪問・ケア

マネジメントの確認。 

サービス提供・社会資源・福祉用具購入や住宅

改修について 

受け持ちケースの中で他介護支援専門員がフ

ォローアップ。 

パソコンの操作方法や庶務など 
管理者、または他介護支援専門員がフォローア

ップ。 

 

７．諸会議 

会議名 会議内容 

居宅部会【原則週１回】 

・利用者に関する情報またはサービス提供に当たっての留意事

項に係る伝達事項 

・困難ケースについての具体的方針の検討 

・地域における社会資源の現状についての確認及び検討 

・保険医療及び福祉に関する諸制度や法令や運営基準について 

・担当利用者からの苦情に関する改善方法の検討 

・職員間での問題点・課題の共有や相談 

・各書式の見直し 

・各介護支援専門員による参加研修の伝達 

在宅部門共同会議 

【３か月に１回開催】 

・居宅と通所サービスとショートステイ３事業所の利用者数の

稼働率や収益の推移確認 

・利用者や家族からの意見・苦情に関する改善方法の検討 

・サービス提供についての意見交換 

・その他 

 

８．人材育成計画 

事項 具体的内容 

専門職としての資質向上 

・対人援助技術、ケアマネジメント、認知症ケア、接遇、権利

擁護、苦情処理、個人情報保護・リスクマネジメントに関す

る研修会に参加と管理者・主任介護支援専門員による助言 

・定期的に管理者との面接による目標設定や達成状況の確認 

法人職員としての資質向上 

・採用時における理事長若しくは施設長や管理者等からの講義 

・法人全体の行事や研修への参加 

・定期的に管理者との面接による目標設定の達成状況の確認 
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９．秘密の保持 

   個人情報文書類については、鍵のかかる書棚や引き出しにて保管し事務所も営業時間外は施錠

する。パソコンやＵＳＢあるいはＣＤ－Ｒなどでの管理は情報漏えいや紛失などの恐れがあるこ

とを自覚し、法人外部への持ち出しを行わない。また、職員は、業務上知り得た利用者またはそ

の家族の秘密を保持するとともに、職員でなくなった後においても守秘義務があるものとする。 

１０．苦情処理 

苦情解決の仕組みに関する規程に基づいて、苦情相談窓口を設けるとともに、利用者及び家

族、各居宅サービス事業者、保険者との連携を常日頃から取り苦情や相談には敏速に対応する。 

１１．事故発生（車両事故含む）の防止 

事故発生の防止の指針に基づき事故発生時の対応方法の周知徹底、事実の報告及び分析を通

じた再発防止、事故等発生の防止に努める。 

１２．勤務体制及び職員配置（配置計画） 

 

１３．南国市地域包括支援センター出張所（ブランチ）委託事業 

（１）介護や介護予防に関する各種の相談に総合的に対応し、指導および助言を行う。また南国

市社会福祉協議会地域包括支援センターに引き継ぐ。 

① 地域の住民に対する総合相談窓口 

（２）各種の保健福祉サービス等の円滑な適用に資するため、要援護高齢者等及びその家族等(原

則として、担当事務所の管轄区域内の者に限る) に関する基本情報の収集・支援(モニタリン

グを含む)を行う。 

① 配食サービス・通院支援・緊急通報装置等に関する訪問調査 

（３）高齢者への虐待・困難ケース等への対応を南国市地域包括支援センター及び各市町村介護

保険係と担当居宅介護支援事業所と共に支援する。 

① 支援が必要と思われる高齢者の早期発見 

② 高齢者虐待および困難ケースについての見守り・情報収集等し南国市地域包括支援セン

ターや各市町村介護保険係への報告 

（４）市民や関係機関からの情報や日常業務により要援護者となるおそれのある高齢者の実態把

握を行う。 

   ① 定期的または随時の見守りが必要な高齢者への訪問 

（５）介護予防に関する地域活動や啓発等を支援する。 

① いきいきサークルなどの民間の組織や民生委員と連携をとり支援を行う。 

（６）その他市長が必要と認める業務。 

 

営業日：月～土（祝日含む） 
営業時間：８：３０～１７：３０ 

（※２４時間連絡相談可） 

管理者兼主任介護支援専門員 １名（常勤で兼務） 

介護支援専門員 ２名若しくは３名 
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［職員体制］ 

職員１名（土佐清風園居宅介護支援事業所との兼務） 

 

〔担当地域〕 

□後免地区（４丁目） 

□大篠地区（伊達野、住吉野、稲吉、篠原、明見、南小籠南） 

□長岡地区（東崎西部、祈年、たちばな、小山団地、北小籠、南小籠、小籠１・２丁目、東崎・

野中・廿枝・東山町、幸町、元町） 

□岡豊町地区（小籠） 


