平成 29 年度事業報告
テーマ

平成 29 年度事業計画

美里敬愛ホーム

平成 29 年度事業報告

平成 30 年度事業計画

1.引き続き介護技術の向上に努めていく。
(1)OJT の継続及び強化を図る。
(2)中堅職員の人材育成への意識及び介護技術の向上を図る。

■援助
サービス

■地域
保護者交流

■環境整備
安全対策

■その他
人材育成

1.引き続き介護技術の向上に努めていく。
1.介護の質・技術の向上に努めていく。
ペアで行なう業務について、お互いの経験年数等を考慮して組み合わ (1)一つ一つの業務・介護などに対して目的（目指すべきゴール）を明確
る。また、ｲﾝｼﾃﾞﾝﾄやｱｸｼﾃﾞﾝﾄの報告について、引継ぎ等で全体共有する
にすることで取り組むべき行動や判断などがしやすい環境作りを行う。
ことなど基本的な取り組みを継続し実施してきた。
(2)働きやすい環境・風土作りに努めていく。
2.サービスの質の向上と業務負担軽減を図るため福祉機器の導入を積極的に行う（継続）
①考えなど自由に議論できる環境つくりを行う。
(1)見守りセンサー、移乗介助機器、自動排泄処理装置などのデモの実施。 2.サービスの質の向上と業務負担軽減を図るため福祉機器の導入を積極的に行う（継続）
②隠ぺいをしない環境つくりを行う。
(2)介護ロボットなど余暇活動についても検討していく。
数種類の機器を検討し、
「見守りセンサー」を導入したが、業務負担軽
減への改善には至らない状況である。引き続き情報を取集する。
2.福祉機器の導入を進めていく。
3.日常生活においての質の向上に努めていく。
(1)利用者状況や介護負担の状況を把握する。
(1)整容や生活環境の衛生保持などの支援を強化していく。
3.日常生活においての質の向上に努めていく。
(2)情報を収集し試行を積極的に行っていく。
(2)定期的な栄養科との会議を利用者の意見を反映できる場とし、食事提供 (1)衛生面の意識活動や自動おしぼり機の導入などにより、施設全体の衛
へ繋げていく。
生意識が向上した。
3.介護職と看護職との連携を強化していく。
(2)行事食やおやつ等に一部意見を反映することが出来た。
(1)看護職の（美里会看護職員育成制度の卒業者が復帰する）知識・技術
4.現状の職員体制を維持しながら計画的な受け入れを実施していく。
の向上できる環境作りに取り組む。
4.現状の職員体制を維持しながら計画的な受け入れを実施していく。
(2)協働作業の実現を目指す。（職種間の縦割りや格差を作らない）
入所申込者の近況確認を行ったところ、他介護サービスを利用してい
る方が多くいることがわかり、計画的な受け入れが出来なかった。

1.引き続き家族との連携強化を図っていく。
(1)施設に来所してもらえる行事等の企画を継続していく。
(2)気になることは速やかに報告等していく。

1.引き続き家族との連携強化を図っていく。
(1)複数の行事において食事会を実施し、家族の来所を促した。
(2)体調不良など中心に速やかに家族への報告を行い、信頼関係の構築に
努めた。

1.引き続き家族との連携強化を図っていく。
(1)施設に来所してもらえる行事等の企画を継続していく。
(2)気になることは速やかに報告等していく。

1.修繕等の整備を計画的に実施する。
(1)本館脱衣場の改修
(2)本館北棟トイレを身障用に改修する
(3)別館 2F からの現実的な避難経路を確保できるか検討していく
2.感染予防・利用者事故防止等の推進（継続）

1.修繕等の整備を計画的に実施する。
1.効率化を図る上で必要な整備を実施する。
(1)(2)未実施。改築工事（本館）及び施設運営（定員等）など踏まえ再度 (1)見守りシステム導入を検討する。
検討する。
(3)現状の避難器具（すべり台）に介助用階段の設置が可能か広域消防本 2.感染予防・利用者事故防止等の推進（継続）
部へ相談する等検証を行ったが、現設備の運用に留まる。
(1)引き続き時期毎の感染予防策を実施していく。
(2)トイレ付近での転倒骨折事故が多いので手すり位置や床材などの見直
2.感染予防・利用者事故防止等の推進（継続）
しを検討する。
転倒による骨折 5 件、誤薬 1 件が発生。またｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ B 型が 1 月から 2
月にかけ 5 名が罹患され県へ報告した。

1.介護保険制度改正及び行方に関して情報収集を行い加算取得などの対策 1.介護保険制度改正及び行方に関して情報収集を行い加算取得などの対策 1.今後の施設運営の在り方を検討し明確化していく。
や準備を検討していく。
や準備を検討していく。
(1)本館・別館・デイサービスの 3 ヶ所での運営を一体化出来るか検討す
2.中期的な施設運営の在り方を検討していく。
職員配置数で取得できる加算取得を検討してくことを家族会にて説明 る。
した。
(2)適正且つ安定した運営を目指すべく建て替え前に効率化出来ることや
準備できることを整理していく。
2.中期的な施設運営の在り方を検討していく。
(1)介護サービスの効率化・重点化が図られ業務省力化を図るのも厳し 2.指定された休暇を取得できる体制作りを行い、働く環境の向上を目指す。
く、また人材確保も困難な状況を踏まえるとデイサービスとの一体化 （不満・不安の軽減）
を進めることが現段階では最有力と判断をした。
(2)安定した経営を行うために、本館の改築工事を計画する際、定員減も 3.喀痰吸引等の行為を出来る介護職員を確保していく
含めた検討が必要であると考え、今後、継続的検証を行う。
4.取り組まなければならない研修や会議等の在り方を検討していく。

平成 29 年度事業報告
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■援助サービス

平成 29 年度事業計画

平成 29 年度事業報告

1. 基本方針「サービスの質の向上を目指す」
1. 基本方針「サービスの質の向上を目指す」
(1)介護技術、支援力の向上を図る。
(1) 介護保険制度の改正に対応できるよう介護技術の向上を図った。
①美里敬愛ホームへの実習を定期的に実施する。
①美里敬愛ホームと勤務体制を一体化し効率的な勤務体制とした。
②定期的に個別の支援について話し合う機会を設ける。（ケアカンファ
②内部研修を行い、介護技術、支援力の向上を図った。
レンス）
(2) レクリエーションの充実を引き続き行う。
(2) 身体を動かす（リハビリ）レクリエーションの拡充を図る。
①レクリエーション用のゲーム機「うり坊タタキ」と「タッチパネル」を
①ゲーム機などの福祉機器が活用できるか検討する。
導入した。月のレクリエーション活動で現在使用している。
②集団に対応できるコミュニケーションロボット等の導入を検討す
②新たなコミュニケーションロボットは導入せず。午前中は脳の活性化
る。
レク活動として実施した。
(3) 季節ごとの行事の充実（継続）
(3) 季節ごとの行事の充実
マンネリ化しないように内容等について検討する。
4/6.7 桜見学 8/2～4 夏祭り ふれあい作品展 9/25～9/29 運動会
(4)食事内容の再検討を行う。（品数及び費用が他施設と違う）
10/9～10/14 忘年会 12/6～8 新年会 1/17～1/19 を実施した。
2.経営の安定化
(1) 随時新規顧客獲得 1 日平均 22.5 名維持を目標とする。
(2) 他事業所からの安定した紹介を獲得するため、営業を図る。

1.家族との協力体制を強化していく。
(1)家族懇談会を年 1 回実施する。
2.地域ボランティアの受入れをする。
(1)新規ボランティアの獲得をする。
■地域
保護者交流

デイサービスセンター「けいあい」

3.町のいきいき対策事業への職員派遣を継続して行う。

平成 30 年度事業計画
1. 経営の安定化
(1) 1 日平均 21.0 名の利用を目標とする。
(2) 居宅介護支援センター・ヘルパーステーションに協力を要請し、事業所の
パンフレットを配布し営業強化を図る。
(3) 送迎可能な範囲を再検討し、送迎範囲拡大を進めていく。
(4) 介護度の高い利用者を積極的に受け入れる。

2. 基本方針「サービスの質の向上を目指す」
(1) 介護技術、支援力の向上を図る。
①美里敬愛ホームへの現任職員実習を定期的に実施する。
②定期的に内部研修を開催する。
(2) 身体を動かす（リハビリ）レクリエーションの拡充を図る。
全員参加型の目で見ても楽しめるゲーム機の導入を検討する。
2. 経営の安定化
(3) 季節ごとの行事の充実（継続）
(1) 利用実績結果（1 日平均 22.5 名維持を目標）
日帰り旅行に替わる外出の行事を企画し、短時間（1～2 時間程度）外出の
4 月 588 名（19.6 名）05 月 577 名（19.2 名）06 月 590 名（19.7 名）
企画や新しい行事（春の食事会・秋祭りなど）を開催する。
7 月 622 名（20.7 名）08 月 599 名（20.0 名）09 月 579 名（19.6 名） (4) 食事内容の再検討を行い、食事の充実を図る。
10 月 599 名（19.3 名）11 月 589 名（19.4 名）12 月 582 名（21.0 名）
1 月 573 名（20.0 名）
(2) 新規顧客獲得のため事業所のパンフレットを作成し関係機関に配布
した。
1. 家族懇談会の充実を図る。
1. 家族との協力体制を強化していく。
(1) 家族間で情報共有とピュアカウンセリングを行った。
(1) 家族懇談会を年 1 回開催。
（同じ立場にある同士のカウンセリング）
2. 地域ボランティアの受け入れ。
2. 地域ボランティアの受け入れをする。
(1) 新規ボランティアの情報を収集し、新規ボランティアを受け入れる。
(1) 新規ボランティアが 1 件追加されている。
4 月 4 回 005 月 4 回 006 月 3 回 007 月 4 回 8 月 5 回 9 月 5 回
3. 町のいきいき対策事業への職員派遣。（継続）
10 月 2 回 011 月 3 回 012 月 5 回 001 月 3 回 の受け入れを行った。
3. 町のいきいき対策事業への職員派遣を継続して行った。
4/19 5/17 6/14 7/26 8/24 9/12 11/14 1/15 の 8 回。

■環境整備
安全対策

■その他
人材育成

1.交通事故防止対策
1. 交通事故防止対策
(1)リフト付き車両（ハイエース等）の運転は、引き続き他部署との協力
(1) リフト付き車両（ハイエース等）の運転は、居宅介護支援センター・
にて行う。
ヘルパーステーション・総務部の協力を得て、運行した。
(2) 送迎コースや乗降場所の統一を図る。
(2) 送迎コースや乗降場所の統一を図り、また職員間で事故のリスクが高
い場所を共有し、交通安全対策を図った。
2.リスクマネジメントに関する内部研修の実施。
（1）感染症対策
2. リスクマネジメントに関する内部研修を実施した。
（2）介護事故防止対策
(1) 感染症対策
(2) 介護事故防止対策
3.浴室内床シートの改修
3. 浴室内床シートの改修工事完了。
4.ソファー買替（老朽化の為）
4. 老朽化のためソファーの買い替えを行った。
1.職員間の連携及び協力体制を強化しチームアプローチの向上を図る。
1. 職員間の連携及び協力体制を強化しチームアプローチの向上を図るこ
とができた。
2.禁止事項（虐待・セクシャルハラスメント等）や接遇マナーなどの内部
研修を計画的に実施する。
2. 禁止事項（虐待・セクシャルハラスメント等）や接遇マナーなどの内部
研修を実施した。
3.職員の出勤日に偏りがある為対応策を検討して行く。
3. 土日出勤が可能な職員に協力を要請し、偏りがないように体制を整備
した。

1.
(1)
(2)
(3)

交通事故防止対策
現任職員による大型車両（ハイエース等）の運行練習を実施。
送迎コースの危険個所の共有研修会を開催。
所轄警察による安全運転教育を受講。

2.
(1)
(2)
(3)

リスクマネジメントに関する内部研修の実施。
感染症予防対策研修
介護事故防止対策研修
虐待防止研修

3. 浴槽循環ろ過機の変更（老朽化の為）
4.
1.
(1)
(2)

リクライニング椅子の購入。
職員会議を定期的に開催
利用者情報を共有し、チームケアの向上を図る。
業務マニュアル、サービス内容の定期的な見直しを行い、早期課題解決に
努める。

2. 人材育成に関する研修の実施
(1) 禁止事項研修
(2) 接遇マナー研修
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■援助サービス

■地域保護者交流

平成 29 年度事業計画

1.

1. 新規事業所開拓
(1) 新規居宅介護支援事業所 6 ヶ所から依頼があり、サービスにつながっ
た。
(2) 営業活動により、特に大里広域の利用者が増えた。
※前年度より 14%アップ
2. 顧客や家族との連携強化
(1) 担当者会議や顧客訪問時に利用者や家族と対話を通じ、家族関係のト
ラブルなく事業を遂行した。
(2) サービス提供責任者は、適宜、顧客訪問を心掛け、すべての担当者会
議に出席した。
1. 介護現場との連携強化
(1) 計画的利用者宅へ訪問し、直接支援に対する要望等を聞く機会を設け、
ケアに反映する情報は速やかにサービスにつなぐよう努めた。
(2) 面談にて得られた支援情報を他スッタフと共有し、サービス提供に反
映するよう努めた。
2. 正確な事務管理の遂行
(1) 新たな介護支援・請求ソフト「ワイズマン」を 12 月に導入した。年度
末まで従前システムと並行して使用し、新年度 4 月からすべて移行完
了した。
(2) 必要に応じて話し合いを行い、迅速に対応している。
3. 交通安全
(1) 今年度は交通事故 1 件。(追突される事故)
(2) 天候等で危険な可能性がある際は、その都度、電話、メールにて注意
喚起を行った。
1. 職員のスキルアップ
(1) カリキュラムを作る事で統一した支援を提供できた。
(2) 新任ヘルパーに対し、個別研修を行い、スキルアップに繋げた。
(3) 研修時や個別面談にて、特に働きやすい職場作りをテーマとした話し
合いを行い、意見交換に努めた。
(4) 登録ヘルパーを含めた全体研修は年 1 回開催。
提供責任者間での会議、研修会は 12 回開催できた。

1.

1.
(1)
(2)
(3)
(4)

1. 登録ヘルパーの定着と顧客確保
(1) 引き続き登録ヘルパーに対しモチベーションアップ企画を立案し、計
画を立てる。
(2) 福祉の仕事説明会の定期実施や新たなヘルパー紹介キャンペーンの実
施。
(3) みさと福祉カレッジの PR を行うと共に顧客獲得に努める。
(4) 介護専門学校への訪問や実習生の積極的な受け入れを継続。

新規居宅事業所の開拓
新規居宅事業所の開拓の為、常に情報収集と営業活動に努め、ケアマ
ネージャーとの交流を深める。

2. 顧客や家族との連携強化
(1) サービス提供責任者は顧客訪問を積極的に行い、顧客や家族との関係
構築を図る。
(2) 担当者会議に 100％出席出来るようにする。

2. 正確な事務管理の遂行
(1) 新たに介護請求ソフトを導入し、業務効率化を図るとともに正確な手
続きが遂行できるよう強化する。
(2) 5 名のサービス提供責任者のミーティングを定期的、また必要に応じて
随時継続的に実施する。

1.
(1)
(2)
(3)

(4)
1.
(1)
(2)

■その他
(3)
(4)

交通安全対策
警察を入れての交通安全教育を実施し、事故数 0 を継続する。
職員スキルアップ
安心・安全に支援が行える様、新人教育の強化を図る。
必要に応じて個別研修を実施し、さらにスキルアップを目指す。
日常支援での悩みを早急に解決する為、研修での意見交換やその都
度面接等を行い、不安・不満の解消に努め、働きやすい職場を提供す
る。
年間 6 回以上ヘルパー内での研修を実施する。
（職業倫理・接遇とマナー・プライバシー配慮、事故防止認知症等）
登録ヘルパーの定着と顧客の確保
引き続き登録ヘルパーに対しモチベーションアップの為の企画をし、
計画を立てる。
福祉の仕事説明会の定期実施や新たなヘルパー紹介キャンペーンの実
施。
みさと福祉カレッジの PR を行うと共に顧客獲得に努める。
介護専門学校への訪問や実習生の積極的な受け入れを継続。

3.

4.

必要に応じて必要なサービス提供を行った。
営業活動を強化する事により、新規事業所 6 箇所と契約する事ができ
た。
総合事業の移行は藤岡市を除き、すべての市町で手続きが完了した。
数件の訪問漏れがあり。その原因により個別対策を立て、再発防止策
を実行。報告書や引き継ぎで周知・徹底を行った。
情報共有については、事務連絡や登録ヘルパーへのダイレクトメール
等を活用し効果的に共有した。
人員体制等の理由により、今年度開設は見送り。今後も介護保険動向
と体制の確保をしながらリサーチを行っていく。現在登録ヘルパーは
43 名である。

平成 30 年度事業計画

1.
2.

3.

■人材育成

平成 29 年度事業報告

1. 基本方針
「人権・人格を尊重し、きめ細かいサービスの充実を構築する」
2. 平成 28 年度に引き続き、関係機関との情報交換を強化
平成 30 年までに総合事業にすみやかに参入移行する。
3. 事務連絡・利用者情報の共有
(1) 訪問漏れや訪問忘れが無い様、情報共有の強化や確認業務を強化する。
(2) 利用料等の金銭管理方法をマニュアル化し、確実に管理・徹底できる
ようにする。
4. 新規事業所開設
大里広域方面に事業所開設に向け、動向を見ながら引き続きリサーチ
を行い、実現させる。その為にはまずヘルパー50 名体制を目指す。

1. 介護現場との連携強化
(1) サービス提供責任者は顧客宅に定期的に訪問し、サービス状況を把握
する。
(2) ヘルパーとの意見交換が密に行なえる様、随時面談やモニタリングを
行う。

■環境整備
安全対策

ヘルパーステーション「けいあい」

登録ヘルパー・顧客の確保
3 月にモチベーションアップ企画を計画中。
ヘルパー紹介キャンペーンから 3 名の採用に繋がった。
みさと福祉カレッジから 1 名の採用に繋がった。
かんな福祉専門学校から実習生を 9 名受け入れた。

1. 基本方針
「人権・人格を尊重し、きめ細かいサービスの充実を構築する」
2. 平成 29 年度に引き続き、関係機関との情報交換を強化
30 年度の法改正の動向を見ながらスムーズに移行できるようにする。
3. 事務連絡・利用者情報の共有
訪問漏れや訪問忘れが無い様、情報共有の強化や確認業務を強化する。
4. 新規事業所開設
大里広域方面に事業所開設に向け、引き続きリサーチを行い、実現さ
せる。実現に際し、ヘルパー50 名体制を目指す。

新規居宅事業所の開拓
新規居宅事業所の開拓の為、常に情報収集と営業活動に努め、他事業
所のケアマネージャーとの交流を深める。

2. 顧客や家族との連携強化
(1) サービス提供責任者は顧客訪問を積極的に行い、顧客や家族との関係
構築を図る。
(2) すべての担当者会議に出席出来るよう業務スケジュール調整を行う。

1. 介護現場との連携強化
(1) サービス提供責任者は顧客宅に定期的に訪問し、サービス状況の把握
を強化する。
(2) 登録ヘルパーとの意見交換が密に行える様、随時面談やモニタリング
を行う。
2. 正確な事務管理の遂行
(1) 介護支援ソフト「ワイズマン」を使用し、業務効率化を図るとともに
正確な手続きが遂行できるよう業務マニュアルを再構築する。
(2) 4 名のサービス提供責任者のミーティングを定期的、また必要に応じて
随時継続的に実施する。
3.
1.
(1)
(2)
(3)
(4)

交通安全対策
所轄警察の交通安全教育を受講し、事故数 0 を継続する。
職員スキルアップ
安心・安全に支援が行える様、新任ヘルパー研修の強化を図る。
必要に応じて介護個別研修を実施し、スキルアップを目指す。
日常支援での悩みを迅速に解決する為、その都度面接等により、不安・
不満の解消に努め、働きやすい職場を提供する。
ヘルパー内での研修を実施する。
（職業倫理・接遇とマナー・プライバシー配慮、事故防止認知症等）

平成 29 年度事業報告
テーマ

平成 29 年度事業計画

居宅介護支援センター「けいあい」
平成 29 年度事業報告

1.

■援助サービス

利用者本位の視点に立って、生活主体者である利用者の意思や潜在 1. 利用者本位の視点に立って、生活主体者である利用者の意思や潜
的な能力に着目し、利用者とともに生活改善を図りながら ICF（「国
在的な能力に着目し、利用者とともに生活改善を図りながら ICF
際生活機能分類」心身機能・構造、活動、参加の生活機能）の考えに
（「国際生活機能分類」心身機能・構造、活動、参加の生活機能）
基づいたケアプランを作成し日常生活支援を行う。
の考えに基づいたケアプランを作成し、日常生活支援の実施に努
めた。
2. 美里敬愛ホーム・
「けいあい」事業所との情報連絡強化
(1) 高齢者部門の一体化に向けた協力体制の実施。
2. 美里敬愛ホーム・
「けいあい」事業所との情報連絡強化を継続した。
(2) 新規、サービス変更等のサービス導入から実施まで情報共有を図 (1) デイサービス送迎協力、ホーム入所調整協力等を実施。
る。今後の生活に向け想定される行為、リスク、環境整備等の強化。 (2) 新規利用やサービス変更等の導入から実施までをケアマネ、相談
(3) 担当複数制の確立を目指す。（ケアマネ間の共有強化）
員等で情報共有を行い、連携を強化した。
(4) 入所検討会議に向け、本人情報の追跡調査を行い、直近の状態を把 (3) 担当複数制の確立（ケアマネ間の共有強化）緊急時他ケアマネが相
握しスムーズな実態調査に向ける。また、入所後の生活イメージの検
談実施できる情報共有の実施。
討を目指す。
（今後の生活に向け想定される行為、リスク、環境整備 (4) 入所希望者の追跡調査を行い、最新の介護状態を把握し、入所調整
等の提案強化）
会議等で情報提供した。これにより、入所後の生活環境の変化に対
応できるよう情報提供に努めた。
3. 地域包括システム内容の情報収集・美里町包括支援絵センターとの
関係強化
3. 地域包括システム内容の情報収集
総合事業移行に伴う町の状況確認、平成 30 年改正情報収集
総合事業に向け関係書類の整備を実施（美里町単価改定＝美里町
独自単価導入済み 4 月より単価変更の実施）
4. サービス計画に必要とするサービス利用の根拠を明確にする。
要支援・要介護の見極め確認と書類の提出整備
4. 課題整理総括表作成によりサービス利用の根拠を明確化し各サー
ビスにつなげた。
5. ケアプラン受託及び実績 140 件目標（予防含む）
5. ケアプラン実績平均件数 126 件（4 月から 12 月予防含む）
6. 各地域包括支援センターとの連携強化
高齢者虐待予防ならびに早期発見、消費者被害防止、困難ケース等 6. 各地域包括支援センターとの連携強化を目的に、個別事例研修を
の対応などを行政機関と連携を行い、必要な対応を図る。
実施した。
7.

■地域交流

■環境整備
安全対策

■その他
人材育成

平成 30 年度事業計画
1.

利用者本位の視点に立って、生活主体者である利用者の意思や潜在
的な能力に着目し、利用者とともに生活改善を図りながら ICF（
「国
際生活機能分類」心身機能・構造、活動、参加の生活機能）の考え
に基づいたケアプランを作成し日常生活支援を行う。

2. 美里敬愛ホーム・「けいあい」事業所との情報連絡強化の継続
(1) 高齢者部門の一体化に向けた協力体制の実施継続。
(2) 新規、サービス変更等のサービス導入から実施まで情報共有を図る。
今後の生活に向け想定される行為、リスク、環境整備等の強化。
(3) 担当複数制の継続を目指す。
（ケアマネ間の共有強化）
(4) 入所検討会議（本人情報の追跡調査の実施、直近の状態を把握しス
ムーズな実態調査に向ける。また、入所後の生活イメージの検討を
目指す。
（今後の生活に向け想定される行為、リスク、環境整備等の
提案強化）
3.

地域包括システム内容の情報収集・美里町包括支援絵センターとの
関係強化
総合事業移行に伴う町の状況確認、平成 30 年改正情報収集

4.

サービス計画にサービス利用の根拠を明確にする。
（課題整理総括表
の活用）

5.

ケアプラン受託及び実績 140 件目標（予防含む）顧客拡大を目指す。

6.

各地域包括支援センターとの連携強化
高齢者虐待予防ならびに早期発見、消費者被害防止、困難ケース等
の対応などを行政機関と連携を行い、必要な対応を図る。

7.
(1)
(2)
(3)
(4)

多職種協働による地域高齢者支援や業務改善のため、以下の会議等
に参加する。
児玉圏域ケアマネージャー連絡会参加
美里町介護支援専門員研修会参加
法人内介護支援専門員情報伝達会議実施
美里町地域ケア会議

8.

介護保険相談・紹介・住宅改修・福祉用具購入支援。

多職種協働による地域高齢者支援や業務改善のため、以下の会議等
に参加する。
(1) 児玉圏域ケアマネージャー連絡会参加
(2) 寄居町介護支援専門員連絡会参加
(3) 美里町介護支援専門員研修会参加
(4) 法人内介護支援専門員情報伝達会議実施
(5) 美里町地域ケア会議

7.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

多職種協働による地域高齢者支援や業務改善のため、以下の会議
等に参加及び見合わせをした。
児玉圏域ケアマネージャー連絡会
寄居町介護支援専門員連絡会（地域エリアに分かれたため不参加）
美里町介護支援専門員研修会（年 6 回実施）
法人内介護支援専門員情報伝達会議（61 回実施）
美里町地域ケア会議（年間 6 回実施）

8.

介護保険相談・紹介・住宅改修・福祉用具購入支援。

8.

介護保険相談・紹介・住宅改修・福祉用具購入支援の実施。

9.

介護保険 要介護認定訪問調査の業務委託を適正に行う。

9.

介護保険要介護認定訪問調査の業務委託を適正に年間 14 件実施。 9.

介護保険 要介護認定訪問調査の業務委託を適正に行う。

1.

医療機関等に広報活動を継続。地域医療との連携強化

1.

医療機関等への広報活動、新規病院の訪問まで至らなかった。

医療機関等に広報活動を継続。地域医療との連携強化

2． 総合事業移行に伴う

2.

美里町地域包括ケア会議にて事例検討研修を民生委員を含め開催 2． 総合事業移行に伴う
できた。

1.

個人情報管理の徹底を図る。

1.

個人情報管理について、書類関係に対しての管理を徹底した。

1.

個人情報管理の徹底を図る。

2.

安全運転の推進
けいあい 3 事業所と一体的に安全運転の取組みを行う。

2.

早めのライト点灯を実施した。

2.

安全運転の推進
けいあい 3 事業所と一体的に安全運転の取組みを行う。

1.

法人内研修への参加。

1.

みさと福祉カレッジの初任者研修講師（3 名）の派遣を実施した他 1.
法人内研修へ参加した。

1.

法人内研修への参加。

平成 29 年度事業報告
平成 29 年度事業計画
1. 社会福祉法人改革(社会福祉法改正)への対応（継続）
(1) 法改正に伴う法人各種規程の変更等の情報収集を図る。
(2) 5 年後とされる外部監査(公認会計士)についての情報収集を行う。
(3) 法人運営にあたり、新制度による評議員会、理事会の事務局としての諸手
続きについて制度改定全般の情報収集を進める。

総務部

平成 29 年度事業報告
1. 社会福祉法人改革(社会福祉法改正)への対応（継続）
(1) 県、所轄福祉事務所との連携により、法改正に伴う法人各種規程の変更
等の情報収集、把握により、改定を行った。
(2) 法改正に伴う会計処理等を公認会計士と相談、連絡関係を維持した。
(3) 制度改定に沿って、評議員会、理事会、法人の運営事務の手続きを行っ
た。

平成 30 年度事業計画
1.

「働きやすい職場」作り、労務環境の整備支援
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

定時退社を実現する労務管理の実務支援。
現場目線での労働生産性、環境改善を図るためのヒアリングの実施。
生活と仕事の両立支援～現場職員との定期的な面接支援の実施。
採用担当を中心に、外国人材の受入れ体制の整備強化。
社会情勢に照らし就業規程の分析、見直しを行い必要な改訂を進める。

2. 人材採用・育成
(1) 複数の採用担当の配置と、美里福祉カレッジ担当者の兼務により、福祉人 2. 人材採用・育成
2. 人材採用・育成
材の採用と育成を強化する。
(1) 採用担当増員、美里福祉カレッジ担当者の兼務体制をとり、福祉人材の
(1) 複数の採用担当の配置と、美里福祉カレッジ担当者の兼務により、福祉人
(2) 福祉人材の採用難が続いているため、近隣の商業施設等における「福祉
採用と育成を進めた。
材、外国人材の採用と育成を強化する。
の仕事相談会」を引き続き定期開催する。また福祉系学校の就職担当者を
(2) 採用難に対応するため、近隣での一般企業、福祉関係の求職、求人イベ
(2) 産業間での競争となる採用難に対応、継続して「福祉の仕事相談会」を開
定期的に訪問し、必要な情報を得るなど新卒採用を強化する。
ントへの参加の他、福祉系学校、一般高校の就職担当者を訪問し、情報を
催。福祉系学校以外でも、近隣高校の就職担当者を定期的に訪問し、高校
(3) 各種学校、ハローワークへの訪問を継続し、随時パンフレットの更新を行う
交換しながら採用活動を実施した。
生の新卒「働きながら資格取得」採用についても強化する。
等、法人に対して応募者が具体的なイメージで「好感」を持てるようにする。
(3) 各種学校、ハローワークへの訪問、美里会各職種求人パンフレットの更
(3) 各種学校、ハローワークへの訪問を継続し、パンフレットの随時更新、法
(4) 階層別研修の内容を更新、「働きやすい職場環境作り」をテーマにした研
新を行ない、求職者にアピールした。
人見学会の実施の他、美里会ホームページの更新、美里会の働き方改革の
修内容をもって 29-30 年度に実施する。
※正職員 8 名 フレッシュ 6 名 パートナー26 名 （外国人材 6 名）を採用。
進捗をもって、法人イメージの「好感度」の向上を目指す。
(5) 各施設事業所において、「内部研修」として行う他施設交流・事例研究・研
(4) 階層別研修の内容を更新、「働きやすい職場環境作り」をテーマにした研
(4) 「働きやすい職場環境作り」をテーマにした階層別研修の 29-30 年度 2 期
修会等の実施支援を行う。
修を実施、2 年目に向け研修 1 年目の振り返りを担当者より発表している。
目の研修を実施する。
(5) 各施設事業所において、地域医療機関の医師や認定看護師、施設看護
(5) 各施設事業所において、「内部研修」として行う他施設交流・事例研究・研
師等により、保健衛生面での知識向上を図った。
修会等の実施支援を行う。

3. 施設整備
(1) 利用者の安全を優先に、男女寮の解体工事、及び外構工事の工事進捗
管理を行う。
3. 施設整備
3. 施設整備
(2) 利用者・温冷配膳車通路屋根設置工事を計画事業化し、利用者の安全、
(1) 利用者の安全を優先に、男女寮の解体工事、及び外構工事が、事故等無
(1) 高齢者部「美里敬愛ホーム」の改築（建替）整備計画の策定。
安心な環境作り、調理員などの職場環境の改善を図る。
く予定通り終了した。
(2) 小茂田地区の施設等機能役割を分析し、建物整備配置の具体的検討。
(3) コスモスハイツ建替え事務、施設整備の年度内竣工を計画する。
(2) 利用者・温冷配膳車通路屋根設置工事が完了し、利用者の移動支援、雨
(3) みさと（本寮）建物の「外壁」修繕の予算化を検討。
天、積雪時の配膳車の安全な運用が図れた。
(3) コスモスハイツ建替えが完了、降雨が多かったため、若干の遅れが発生し
4. 健全経営の実現
たものの、ほぼ計画通りに進めることが出来た。
4. 健全経営の実現
(1) 30 年度の介護報酬・支援給付費改定の情報収集を図り、伴う影響を予測
(1) 総合支援・介護保険の報酬費改定応じた要件等を見極め、対応する。
する。
(2) 継続して、施設責任者と財務担当者による、ヒアリングを定期的に行い、
(2) 施設の責任者と財務担当者による、ヒアリングを定期的に行いながら、収 4. 健全経営の実現
収支の分析を綿密に行い、収支予測の精度を高めて行く。
支の分析を綿密に行い、収支予測の精度を高めて行く。
(1) 30 年度の介護報酬・支援給付費改定の概要を把握、各施設担当者と共有
し、基本報酬部分、加算要件等の確認、次年度の体制に反映した。
(2) 施設の責任者と財務担当者による、定期的なヒアリングを行い収支予測の 5. その他
5. 新規の取り組み
精度を高めた。
(1) 高齢福祉部へ実務補助担当(労務・請求・介護支援)として専属の「部門事
(1) 職員の勤怠管理を自動化・効率化する「勤怠管理システム」(人事ソフト会
務」を設置。
社のシステム)の導入を計画する。
(2) 「働きやすい職場」環境作りに関連して、客観的な勤怠管理の実施とその
(2) 「みさと福祉カレッジ介護学科」実務者研修コースにおいて、28 年度全講 5. 新規の取り組み
実現に向けた電子機器を選定し、一部事業所からの導入を検証する。
義日数（通学）45 日間から、通信教育制度（通学）により 23 日間として、受講
(1) 職員の勤怠管理を自動化・効率化する「勤怠管理システム」を検証し、適
(3) 秋の最賃改定を焦点に、就業規則の改訂、パートナー職員の職能に合わ
しやすさを軸に採用面でもアピールする。
正な労務管理の前提となる勤務表作成ソフト運用の導入準備を行った。
せた待遇、交通費支給等を検討する。
(3) 各種福祉機器（介護補助、リハビリ系、ロボット系見守り支援）導入の研究
(2) 「みさと福祉カレッジ介護学科」実務者研修コースにおいて、通信教育制度
(4) 人事担当者の増員強化を行い、現場での労務管理の支援、「働き方改革」
検証を、マネージャー・チーフ対象から法人内の各階層の研修内容に広げ、
が開始され、働きながら学ぶ「多様性」の実現アピールにつながった。
の施策にスピード感をもって対応できるようにする。
「働きやすい環境作り」のテーマに含め全職員で検討していく。
(3) 各種福祉機器（介護補助、リハビリ系、ロボット系見守り支援）導入の研究
(5) 美里会における外国人材の受入れを制度化、関係機関との調整を図る。
検証を、法人内の各階層の研修内容に広げ、「働きやすい環境作り」のテー
(6) 31 年度の「美里アカデミー階層別研修」計画(案)の企画案の策定。
マに含め全職員で実施、導入検証を行った。
(7) 社会福祉法人改革(社会福祉法改正)の施行に伴う詳細運用情報の把握
と、将来予定されている外部監査(公認会計士)導入についての情報収集を
継続し行う。

平成 29 年度事業報告
テーマ

■援助サービス

平成 29 年度事業計画

平成 29 年度事業報告

1. 食のﾊﾞﾘｱﾌﾘｰの実現
(1) 現在提供している刻み食・超刻み食・ﾐｷｻｰ食を廃止して､安全で見た
目の良い食事の提供をする｡
①ﾑｰｽ食 凍結含浸法の推進
②利用者を食事形態ごとに利用者のレベル分けを行う（レベル食）
2. 利用者個人に合った食事の提供
(1) 脂肪コントロール食・貧血食の提供を進めて行く｡
(2) 食事量の落ちた利用者様へ栄養補助食品を利用して栄養量を補って
行く｡
(3) アレルギーの利用者様の食事対応を実施して行く｡
3. 行事食の充実
(1) 楽しみのある食事の提供を行う｡
(2) 季節に合った行事食の提供を行う｡
(3) 利用者の意見を反映させ､期待感の高い食事の提供を行う｡
(4) 食事に関心を持っていただく為に情報を伝える工夫を行う｡
(5) 嗜好調査の結果を踏まえた食事の提供を行う｡
4. 経費削減
(1) ワークみさとの野菜（大根・長ネギ）を有効に活用して行く｡
他の野菜についても厨房に納品してもらう｡
(2) 食材費の無駄をなくす為に発注量と実食数の差について毎月報告
し、栄養科会議で確認を行う｡
(3) 給食委託費の検討・見直しを行う｡
①適切な人員配置の提案を行いながら検討をして行く｡

1. 食のﾊﾞﾘｱﾌﾘｰの実現
(1) 刻み食・超刻み食・ﾐｷｻｰ食を廃止し、安全かつ、見た目の良い食事
の試食会を行った。
①機能低下の為、麺類が食べられない方（概ね 10 名）へ、ムース食の
麺を提供できた｡
②レベル食導入に向け、食事形態ごとの利用者層の分る作業を開始。
2. 利用者個人に合った食事の提供
(1) 高齢者、減塩食者への味噌汁の対応について
①減塩味噌・減塩だしを使用し毎食味噌汁、すまし汁を提供した。
②ご飯の硬さにばらつきがあったが、正確に水分を計量する事で改善
が図れた。
3. 行事食充実
(1) デイサービスセンターでは毎月 2 回の選択食を実施した。
(2) 行事食については、施設ごとの給食会議にて企画し提供できた。
4. 経費削減
(1) ワークみさとの野菜・みさとの森の果実等を計画的に使用した。
(2) 食材の発注量と使用量の誤差を少なくする為、発注量と実食数の誤
差を栄養科会議の中で報告し、使用量の把握に努めた。
(3) 給食委託会社の見直し
①適切な給食委託費確認の為、数社見積もりを依頼し比較分析した。
②利用者の食事満足度向上の為、委託会社と責任者レベルでの定期会
議を実施し、業務、労務関係も含め改善に向け取り組んだ。

1.

保護者 家族の方と交流を深める
個別支援会議の中で､家族・保護者と話し合いを行いながら利用者
の支援を行う｡

1. 保護者・家族の方と交流を深める
1. 保護者・家族の方と交流を深める
(1) 担当者会議を通じて保護者と話し合いを実施できた。
(1) 個別支援会議において、保護者との情報交換の機会を確保する。
(2) 保護者に嗜好調査の結果を伝達し、家庭での食事に関する情報把握 (2) 凍結含浸法・ﾑｰｽ食への理解を深めて頂けるよう情報発信する。
に努めた。

1.
(1)
2.
(1)
(2)
3.
(1)
(2)
(3)
4.
(1)
(2)
5.
(1)
(2)

異物混入対策
髪の毛の異物混入防止の為厨房入室の際のﾛｰﾗｰを徹底する｡
安全な食品の納入
納品業者と情報交換を行い安全・安心な食材を納品する｡
賞味期限・消費期限の確認を重視する｡
厨房機器の取り扱いについてのﾏﾆｭｱﾙ作成。
厨房職員が災害等で出勤できなかった場合の厨房機器取扱について
の手順書の作成｡（全施設完成する）
非常食の場所 非常食の献立の表示。
（全職員に周知する）
防災訓練時非常食の試食を実施する｡（ﾗｲﾌﾗｲﾝが途絶えた想定）
感染症対策
感染症発症時(嘔吐 下痢がある場合)ﾃﾞｨｽﾎﾟ食器対応にする。
厨房の中に菌を入れない為のﾏﾆｭｱﾙ再確認。
温冷配膳車運搬の安全
温冷配膳車の通路を整備する｡
温冷配膳車の安全点検を行う｡

1.
(1)
2.
(1)
(2)
3.
(1)
(2)
(3)

6.

栄養科事務室の入り口ﾄﾞｱの開閉の修理及び窓の取り付け

■地域保護者交流

■環境整備
安全対策

■その他
人材育成

栄養科

1. 働きやすい職場を作る
(1) 栄養科の理念を中心に栄養業務を行う。
(2) 次期栄養科ﾁｰﾌの育成。

(4)
(5)
4.
(1)
5.
(1)
6.
1.
(1)
(2)
(3)

異物混入対策
風除室の適正な使用方法を検討した。
（出入り口の一方通行）
安全な食品の納入
納品業者の自主検査を実施した。
食材の産地の確認を行うなど安全性の確認に努めた。
厨房機器の取り扱いのﾏﾆｭｱﾙ作成
厨房機器の写真を撮り、わかりやすい使用ﾏﾆｭｱﾙを作成した。
栄養科会議の中で各施設に配布した。
ユーアイハウスおがのでは支援職員に対し厨房機器の取り扱いの説
明を実施した。
非常食を一部防災倉庫から施設内に移動し非常食用献立を添付し
た。
ﾐｷｻｰ食・嚥下困難者用の非常食を常設した。
感染症対策
ノロウイルス対策として使い捨て食器を常備。
温冷配膳車運搬の安全
配膳車の運搬ルートに屋根と風よけが設置されたことにより雨天時
は、降雪時の安全性が向上した。
栄養科事務室の入り口ﾄﾞｱの開閉の修理及び窓の取り付け実施。
働きやすい職場を作る
新任栄養士 2 名を採用。定着、育成に努めた。
栄養科の理念を共有し基本姿勢を必要に応じて確認｡
栄養士会議を毎月実施し、各課題の解決策を検討出来た。

平成 30 年度事業計画
1.
(1)
(2)
(3)

食のﾊﾞﾘｱﾌﾘｰの実現
凍結含浸法・ﾑｰｽ食の積極的な導入を増やす。
食事形態の見直しを行い、安全に食せる工夫を行う。
職員へ凍結含浸法やﾑｰｽ食への理解を深める学習を行う。

2.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

行事食の充実
季節感のある食事提供を実施する。
嗜好調査を実施し、その結果を基に楽しみのある食事提供を行う。
給食委託会社と協働し、食事会を企画する。
手作りおやつの提供を開始する。
美里町の郷土料理の勉強を行い、利用者の食事に反映する。

3.
(1)
(2)
(3)

経費削減
ﾜｰｸみさとの野菜を計画的に使用する。
ｸｯｸﾁﾙの精度を向上させ、少人数での厨房運営を実現する。
野菜価格の変動を迅速に確認できるよう、納品業者から情報を収集
する。

4. 給食委託会社との連携強化
(1) 定期的に委託会社と会議を行い運営方法の検討を行う。
(2) 適正な給食委託費で契約できるよう市場調査を行う。

1.
(1)
(2)
(3)
2.
(1)
(2)
(3)
3.
(1)
(2)
(3)
4.
(1)
(2)
5.

非常食の充実
定期的な非常食の確認。（消費期限の整理）
保管場所の確認を全施設職員に分かりやすく掲示する。
非常食の使用方法をﾏﾆｭｱﾙ化する。
厨房内での防災訓練の実施
ﾗｲﾌﾗｲﾝが途絶えた時の対応方法の共有。
ﾗｲﾌﾗｲﾝの復旧方法の共有。
火災発生時の訓練実施。
異物混入対策
出入り口開閉の徹底。
汚染区域・非汚染区域の区別の徹底。
厨房に入る時、髪の毛混入防止のﾛｰﾗｰ使用の徹底。
感染症対策
感染症発生時における厨房内対応を強化。
厨房職員の手洗いの徹底。
厨房機器の安全点検の実施

1. 働きやすい職場を作る
(1) 定期的に栄養科会議を開催し、課題整理と解決策を実施する。
(2) 栄養科ﾘｰﾀﾞｰの育成。

平成 29 年度事業報告 介護員養成研修事業
平成 29 年度事業計画
1.

目的
質の高い介護・福祉サービスを提供するために実践的な知識と技術を習
得し介護福祉士受験資格取得への第一歩とすることを目的とする。
美里会職員の受講を優先し定員に達しない場合は一般公募する。

2. 名称
(1) みさと福祉カレッジ介護学科（初任者研修コース）通学
(2) みさと福祉カレッジ介護学科（実務者研修コース）通信へ変更
3. 開講回数
(1) みさと福祉カレッジ介護学科（初任者研修コース）
（5 期） 1 回
(2) みさと福祉カレッジ介護学科（実務者研修コース）
（4 期） 1 回
4. 開講期間
(1) みさと福祉カレッジ介護学科（初任者研修コース）全講義日数 19 日間
平成 29 年 7 月 6 日～平成 30 年 2 月 8 日の木曜日 8:30～17:10
(2) みさと福祉カレッジ介護学科（実務者研修コース）通学日数 23 日間
平成 29 年 4 月 18 日～平成 29 年 11 月 15 日の水曜日 8:30～16:50
29 年度より通信に変更。全講義日数 45 日間から 23 日間へ変更
5. 定員
(1) みさと福祉カレッジ介護学科（初任者研修コース）定員 20 名
(2) みさと福祉カレッジ介護学科（実務者研修コース）定員 20 名
6.

開講場所
(1)及び(2)とも美里会総務棟 3F 研修室及び実習室

7. 講師
(1) みさと福祉カレッジ介護学科（初任者研修コース）美里会職員
(2) みさと福祉カレッジ介護学科（実務者研修コース）美里会職員

8. 受講料（美里会職員はテキスト代のみ実費）
(1) 初任者研修
テキスト代
5,700 円（税別）
一般公募受講生は授業料 60,000 円 テキスト代 5,700 円（税別）
(2) 介護福祉士実務者研修 テキスト代は以下のとおりとする。
一般公募受講生は
①訪問介護員 2 級課程修了者用テキスト 10,000 円（税別）
受講料 150,000 円
②初任者研修課程修了者用テキスト 11,800 円（税別）
受講料 150,000 円
③基礎研修課程修了者用テキスト
2,000 円（税別）
受講料 25,000 円

平成 29 年度事業報告
1.

目的
質の高い介護・福祉サービスを提供するために実践的な知識と技術を習
得し介護福祉士受験資格取得への第一歩とすることを目的とする。名称
をみさと福祉カレッジ介護学科とする。
美里会職員の受講を優先し定員に達しない場合は一般公募する。

2. 名称
(1) みさと福祉カレッジ介護学科（初任者研修コース）通学
(2) みさと福祉カレッジ介護学科（実務者研修コース）通信
3. 開講回数
(1) みさと福祉カレッジ介護学科（初任者研修コース）
（5 期）修了
(2) みさと福祉カレッジ介護学科（実務者研修コース）
（4 期）修了
4.
(1)
(2)

5.
(1)
(2)
6.

7.
(1)
(2)

平成 30 年度事業計画
1.

目的
質の高い介護・福祉サービスを提供するために実践的な知識と技術を習
得し介護福祉士受験資格取得への第一歩とすることを目的とする。
美里会職員の受講を優先し定員に達しない場合は一般公募する。

2. 名称
(1) みさと福祉カレッジ介護学科（初任者研修コース）通学
(2) みさと福祉カレッジ介護学科（実務者研修コース）通信
3. 開講回数
(1) みさと福祉カレッジ介護学科（初任者研修コース）
（6 期） 1 回
(2) みさと福祉カレッジ介護学科（実務者研修コース）
（5 期） 1 回

4. 開講期間
開講期間
(1) みさと福祉カレッジ介護学科（初任者研修コース）全講義日数 19 日間
みさと福祉カレッジ介護学科（初任者研修コース）全講義日数 19 日間
平成 30 年 7 月 4 日～平成 31 年 2 月 20 日の水曜日 8:30～17:10
平成 29 年 7 月 6 日～平成 30 年 2 月 8 日の木曜日 8:30～17:10 実施
(2) みさと福祉カレッジ介護学科（実務者研修コース）通学日数 28 日間
みさと福祉カレッジ介護学科（実務者研修コース）通学日数 23 日間平成
平成 30 年 4 月 12 日～平成 30 年 12 月 20 日の木曜日 8:30～16:50
29 年 4 月 18 日～平成 29 年 11 月 15 日の水曜日 8:30～16:50
通信課程通学日数 23 日間から 28 日間へ変更
29 年度より通信に変更。全講義日数 45 日間から通学 23 日間で実施
5. 定員
定員
(1) みさと福祉カレッジ介護学科（初任者研修コース）定員 20 名
みさと福祉カレッジ介護学科（初任者研修コース）
（5 期）6 名修了
(2) みさと福祉カレッジ介護学科（実務者研修コース）定員 20 名
みさと福祉カレッジ介護学科（実務者研修コース）
（3 期）13 名修了
6. 開講場所
開講場所
(1)及び(2)とも美里会総務棟 3F 研修室及び実習室
(1)及び(2)とも美里会総務棟 3F 研修室及び実習室
7. 講師
講師
(1) みさと福祉カレッジ介護学科（初任者研修コース）美里会職員
みさと福祉カレッジ介護学科（初任者研修コース）美里会職員
(2) みさと福祉カレッジ介護学科（実務者研修コース）美里会職員
みさと福祉カレッジ介護学科（実務者研修コース）美里会職員

8. 受講料（美里会職員はテキスト代のみ実費）
(1) 初任者研修
テキスト代
5,700 円（税別）
一般公募受講生は授業料 60,000 円 テキスト代 5,700 円（税別）
(2) 介護福祉士実務者研修 テキスト代は以下のとおりとする。
一般公募受講生は
①訪問介護員 2 級課程修了者用テキスト 10,000 円（税別）
受講料 150,000 円
②初任者研修課程修了者用テキスト 11,800 円（税別）
受講料 150,000 円
③基礎研修課程修了者用テキスト
2,000 円（税別）
受講料 25,000 円
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