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■援助サービス

高齢者福祉部門

平成 30 年度事業報告

平成 31 年度事業計画

■援助サービス

1.安定した経営を行うために年度中に運営方法の見直しの具体的対策を立案 1. 安定した経営を行うために年度中に運営方法の見直しの具体的対策を立案し、実行する。
部門編成のため余白
し、実行する。
(1)設計会社との打ち合わせを定期的に実施。建設スペースが限られていることもあり、サービス提供の一体化
(1)人材確保が厳しい状況を踏まえホーム（本館・別館）
・デイ 3 箇所でのサ
を実現するのは、さらに検討が必要である。
ービス提供の一体化検討を進める。
(2)職員の配置条件等を考慮すると定員は 61～80 名で進めていきたいが、経営面での検証では現在より収益は
(2)定員減も含め具体的対策を検討し、中期計画を立案し準備を進める。
少なくなる。工費概算見積もりから一定の資金計画が作成できたが、改めて、規模の再検証が必要である。
2.重度化に対応できる介護の質及び技術の向上を図る。（ホーム・デイ）
2.重度化に対応できる介護の質及び技術の向上を図る。（ホーム・デイ）
業務マニュアルの見直しを行っているが、限られた職員数により現状を維持することにとどまっている。デイ
サービスにおいてはホームでの実習を進めている。
3.福祉機器の導入を推進する。
（ホーム・デイ）
3. 福祉機器の導入を推進する。（ホーム・デイ）
褥瘡予防や移乗介護に用いる機器を試行的に導入しており、次年度以降も継続していく。
4.介護予防・日常生活支援総合事業等の情報収集と対応策等の検討を進める。 4.介護予防・日常生活支援総合事業等の情報収集と対応策等の検討を進める。
(1)各市町村の状況を確認していく（居宅）
(1)包括主催の研修へ参加して情報収集を行っている。
(2)新規事業所開拓の検討（ヘルパー）
(2)ヘルパー不足により現状地域へのサービス提供展開が主となり新規開拓は情報収集に留まる。次年度も継
続していく。

■地域・家族交流
1. 家族との連携及び協力体制を強化する（継続）
(1)報告、連絡、相談を確実に実行し円滑な情報伝達と関連事故を防ぐ。
(2)顧客訪問を積極的に行う（ヘルパー）
。

■地域・家族交流

2.ベッドからの転落等防止のためのセンサー導入を検討する。

1. 家族との連携及び協力体制を強化する（継続）
(1)情報伝達トラブルに発展しないよう、些細なことも速やかに報告を行っている。また正確な情報伝達を行う
ため、出来る限り複数の職員で対応するようにしている。
(2) 顧客訪問を継続して実施し、満足度の維持、支援環境の把握に努めた。
2.苦情等を前向きに捉え（要望）サービス向上に繋げる。
・医療面での苦情があり、改善に向け、検討を進めることで理解を得られた。
（ホーム）
・苦情や要望に対しては、必ず回答（謝罪、対策）を実施している。
・職員に対しては、故意または隠ぺい防止を図る為、原因分析の他、対応策を講じることを重要視する対応を
してきた。
3. 請求や利用料などの金銭管理業務の強化を図る。
今年度徴収を開始した看護体制加算において、制度解釈の間違いによって過誤請求があり、返金を行った。

3.ホーム本館の建て替え計画を具体化する。

■環境整備・安全対策

2.苦情等を前向きに捉え（要望）サービス向上に繋げる。
3.請求や利用料などの金銭管理業務の強化を図る。

■環境整備・安全対策
1.感染症予防及び介護事故防止策を徹底する。

4.デイサービスの活動場所をホーム別館に移せるか検討する。
5.ホームとデイサービス間駐車場の雨水対策を検討する。
6.交通事故予防策を継続して実行する。

■人材育成・その他
1. 各事業所において内部研修の充実を図る。
(1)虐待防止に関する研修
(2)介護技術に関する研修

1.感染症予防及び介護事故防止策を徹底する。
インフルエンザ等の蔓延は発生していないが、転倒による骨折が 4 件。
2. ベッドからの転落等防止のためのセンサー導入を検討する。
新たなものは導入できず、次年度以降も検討していく。
3.ホーム本館の建て替え計画を具体化する。
上記「援助サービスの 1.」に記載。
4.デイサービスの活動場所をホーム別館に移せるか検討する
検討は進めたが、具体的な起案に至っていない。
5.ホームとデイサービス間駐車場の雨水対策を検討する。
業者への相談段階ではあるが、大規模な工事となる為、今後も他方法を検討していく。
6.交通事故予防策を継続して実行する。
人身に関わる大きな事故は発生していない。

2.喀痰吸引等の行為が法的に可能な介護員を計画的に増員する。

■人材育成・その他
3.OJT（業務通しての研修）が効果的に実践できる体制及び環境整備を推進す
る。
4.外国人労働者の雇用に関する整備を積極的に行う。

1.各事業所において内部研修の充実を図る。
(1)法人の研修に対象者全員参加。(2)各事業所において実施する。
2.喀痰吸引等の行為が法的に可能な介護員を計画的に増員する。
次年度の 6 月までに新規 8 名が取得できる予定。次年度以降も継続していく。
3.OJT（業務通しての研修）が効果的に実践できる体制及び環境整備を推進する
現状維持に留まっていて進捗していない。
4.外国人労働者の雇用に関する整備を積極的に行う。
雇用中の外国人雇用者への業務、教育的指導の関わりから本人のスキルは上がっている。

（外国語マニュアル、各種翻訳などは今後検討していく）
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平成 30 年度事業計画
1.介護の質・技術の向上に努める。

美里敬愛ホーム

平成 30 年度事業報告
1.介護の質・技術の向上に努める。

1.介護の質・技術の向上に努める。

(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

(1)問題・課題への対応策を講じる際に目的を明確にする働きかけを行ってき

確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

た。これを常態化していくことで指示待ちから主体的に取り組める職員が増え、

を実現するため職場研修を推進していく。また OJT を意識した勤務体制作りを

行う。

サービスの維持・向上に繋がると考えている。

継続していく。

(2)働きやすい環境・風土作りに努めていく。

(2)働きやすい環境・風土作りに努めていく。

(1)利用する方の重度化により、介護負担が増してきた状況でも安心・安全な介護

(2)利用者の人格を尊重し、人権を大切にする。

①考えなど自由に議論できる環境作りを行う。

①業務改善など行う場合、PDCA サイクルを基本に取り組み、その中でも意見等

①利用者からの要望や期待に寄り添う姿勢で業務に取り組む（安心感）
。

②事故等を迅速に情報共有できる環境作りを行う。

を汲み取る意識を大切にするよう努めた。

②ホスピタリティをもって業務に取り組む。

②事故や怪我等の発生後、直ぐに報告が出来ている。
2.福祉機器の導入を進める。
■援助
サービス

平成 31 年度事業計画

(1)利用者状況や介護負担の状況を把握する。
(2)福祉機器の情報を収集し、試行的導入を積極的に行う。

(4)職場の問題や課題に対して対応策を形成できるスキルの向上を図る。
2.福祉機器の導入を進める。

(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

(2)研修など通じて褥瘡予防や移乗介護に用いる機器を試行的に導入してきた。
次年度以降も継続したい。

術の向上できる環境作りに取り組む。
(2)協働作業の実現を目指す。
（職種間の情報共有の強化）

（問題解決力や提案力の向上）

(1)利用者状況を把握することが中心となり、センサー系に頼る部分が主にな
る。現状では介護負担の軽減に繋げるまでには至っていない。

3.介護職と看護職との連携を強化していく。

(3)デイサービスとの交換研修の実施

2.福祉機器の導入を進める。
(1)利用者状況に応じて試行的に機器の導入を行う。併せて介護負担の軽減が図れ
そうなものも積極的に導入する。
(2)福祉機器の情報を収集し虐待防止やトラブル防止等に反映できるものも検討し

3.介護職と看護職との連携を強化していく。

ていく。

(1)主治医の協力により、短期間であるが医療現場での実習を行い、また派遣職
員と協働したことで、専門性を高める良い経験になった。

3.看護職員の知識・技術の向上を図るため、医療現場での実習を継続していく。

(2)介護処遇経験のある看護職員が増えたことで、互いの職責、役割を受け入れ
られる雰囲気が増したと考えられる。
1.引き続き家族との連携強化を図る。
■地域
保護者交流

1.引き続き家族との連携強化を図る。

(1)施設に来所を促す行事等の企画を継続し開催する。

(1)施設行事等への家族参加を呼びかけ、継続して開催することが出来た。

(1)施設に来所を促す行事等の企画を継続し開催する。

(2)詳細な情報も速やかに報告等していく。

(2)体調面など気になることは速やかに報告を行っている。

(2)詳細な情報も速やかに報告等する。

1.効率化を図る上で必要な整備を実施する。
(1)見守りシステム（福祉機器）導入を検討する。

1.効率化を図る上で必要な整備を実施する。
(1)設置場所や通信状況等の課題が解決できないため次年度以降に再検討して
いく。

■環境整備
安全対策

1.家族との連携強化を図る。（継続）

2.感染予防・利用者事故防止等を推進する。
（継続）
(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ため、手すり位置や床材などの
見直しを検討する。

1.感染予防・利用者事故防止等を推進する。
（継続）
(1)冬期の湿度管理を徹底し、インフルエンザ予防対策を強化する。
(2)居室トイレへ手すりを増設する。

2.感染予防・利用者事故防止等を推進する。
（継続）
(1)ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ等の流行は防ぐことができたが、冬期は適切な湿度を保つ為、更な
る対応策を講じる必要がある。

2.見守りシステム機器を検証しながら導入計画を策定。
＊虐待防止やトラブル防止への機能も兼ねて検討する。

(2)排泄が自立している方の転倒による骨折事故が数件発生。再発防止策として
次年度、居室トイレに手すりを増設する予定。

1.今後の施設運営の在り方を検討し明確化していく。
(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
する。
(2)適正且つ安定した運営を目指し、建替え前に効率化出来ることや準

(1)本館の建て替えの具体的な検討を始める。設計会社と打ち合わせを開始して
いる。

1.今後の施設運営の在り方を検討し明確化する。
（継続）
(1)設計会社との打合せを継続的に行い具体的なイメージを構築していく。
(2)短期入所事業の指定内容の変更（併設型→空床型）を検討する。

す。

(2)建物別の夜勤配置から一体的に夜勤業務が行えるように、一部業務の見直し 2.喀痰吸引等が行える介護職員を確保する。
（継続）
を行う。また短期入所事業を円滑に実施するため、指定内容の変更を検討して
3.利用契約前、入所前の施設サービスの提供にあたり、ご家族、ご本人からの個別
いく。＊「併設型 ⇒ 空床型」への変更
支援等の申し出については、トラブルを防止するため、重要事項説明書への記載
2.指定年次休暇（一部）を消化することが出来なかった。また介護業務に対応す
内容の説明を十分に行えるようにする。
ることで精一杯となり、働く環境を改善することまで至っていない。
(1)特に対象外サービスや所持品管理の「免責事項」についての確認を行う。

（不満・不安の軽減）

3.喀痰吸引等が行える資格技術を持った介護職員の確保については、現在、研修

備できることを整理する。
■その他
人材育成

1.今後の施設運営の在り方を検討し明確化していく。

2.指定された休暇を取得できる体制作りを行い、労働環境の向上を目指

を受講中であり、次年度の 6 月までに新規 8 名が取得できる予定。
3.喀痰吸引等の行為を出来る介護職員を確保する。

4.実施すべき研修や会議等の在り方について。
・利用者状況や事故報告（ｲﾝｼﾃﾞﾝﾄ、ｱｸｼﾃﾞﾝﾄ含む）の状況から介護の知識や技

4.実施すべき研修や会議等の在り方を検討する。

(2)家族会等の機会においても、具体的な例示をもって継続理解周知を図る。
4.職場研修の充実を図っていく。
(1)介護業務に支障がない効率的、かつ効果的な会議を開催する。

(2)身体拘束や感染予防などの研修を計画的に開催。
術の向上を図ることが必須であるが、先ずは研修や会議を行う時間を確保する 5.法人内就労を継続して受け入れする。
ため、どうしていくかの検討が必要である。
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■援助サービス

平成 30 年度事業計画

平成 30 年度事業報告

平成 31 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。

1. 経営の安定化
(1) 利用者数延べ 8,001 名、1 日平均 22.3 名を達成した。
(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、パンフ
レットを配布し営業強化を図った結果、新規利用者 21 名獲得した。
(3) 送迎可能な範囲を再検討したが、現状維持とした。
(4) 介護度の高い利用者の受け入れも行ったが、対象となる方が少なかっ
た。また、体調不良で利用中止になるなど、継続利用に繋がらなかった。

1. 経営の安定化
(1) 1 日平均 22.0 名の利用を目標とする。
(2) プラン作成を担当するケアマネージャーや医療機関等へパンフレット
を配布・設置を依頼し、営業強化を図る。
(3) 職員体制構築と経営安定化を図るため、営業日数と収益、利用ニーズの
分析を行う。

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。
(3) 季節ごとの行事の充実（継続）
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
出の企画や新しい行事（春の食事会・秋祭りなど）を開催する。
(4) 食事内容の再検討を行い、食事の充実を図る。

1. 家族との協力体制を強化していく。
(1)家族懇談会を年 1 回開催。

■地域
保護者交流

2. 地域ボランティアの受け入れ。
(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。
3. 町のいきいき対策事業への職員派遣。（継続）

■環境整備
安全対策

デイサービスセンター「けいあい」

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 1 名実施した。
②認知症への対応等、内部研修を開催した。
(2) 身体を動かす（リハビリ）レクリエーションの拡充のため、体操を取り
入れたレクリエーションを導入した。なお、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したが、希望に合う機器が見つからず、導入に
は至らなかった。
(3) 季節ごとの行事の充実（継続）
お花見など、短時間（1～2 時間程度）外出の企画や新しい行事（春の食
事会・秋祭りなど）を開催した。
(4) 食事内容の再検討を行い、行事食や調理活動で提供する食事の充実を図
った。また、行事食では外注の弁当や食材を導入するなど、新たな試み
も行った。
1. 家族との協力体制を強化していく。
(1) 4 月 21 日家族懇談会開催。ご家族様 12 名参加。利用者様の家庭での様
子や、家庭内での介護の悩みなどを聴くことができた。

1. 交通事故防止対策
(1)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。
(2)送迎コースの危険個所の共有研修会を開催。
(3)所轄警察による安全運転教育を受講。

平成 30 年度のいきいき対策事業は中止となり、職員派遣は無かった。
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）の運行練習を実施した。
送迎コースの危険個所を確認し、共有を図った。
所轄警察による安全運転教育の受講は、体制の都合上見送った。

2.
(1)
(2)
(3)

2.
(1)
(2)
(3)

リスクマネジメントに関する内部研修の実施。
感染症予防対策について資料の閲覧を行い、研修の代替えとした。
介護事故防止対策研修を実施した。
虐待防止研修をヘルパーステーションと合同で実施した。

3. 浴槽循環ろ過機の変更（老朽化の為）

1. 家族との信頼関係を構築し、協力体制を強化する。
(1) 家族懇談会を年 2 回（昼間、夜間）開催する。

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。
(1) 近隣の学校や保育園等のボランティア活動を導入する。
(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た。
(2) 美里町社会福祉協議会からの依頼により、傾聴ボランティアの現場体験
実習として 22 名を受け入れた。
3.
1.
(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

2. サービスの質の向上
(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実施し、介護スキルの向上を目指
す。
②介護技術研修を実施する。
(2) カラオケ機材を含めたゲーム機の検討・導入を行い、レクリエーション
の拡充を図る。
(3) 季節ごとの行事の充実（継続）
短時間の外出企画や食事会等の行事の充実を図る。
(4) 買い物に対するニーズに応えるため、法人内授産製品の販売を実施す
る。

1. 交通事故防止対策
(1) 異動及び新規採用職員を対象に、公用車の運行練習を実施する。
(2) 送迎コースの危険個所の共有を随時行う。
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. 浴室給湯設備の増設。
3. 浴槽循環ろ過機の変更については、業者と協議の結果、都度修理を行い
ながら使用して行くこととなり、継続して使用している。
4. 食堂の椅子の買い替え。

4. リクライニング椅子の購入。
4.
1.
(1)
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 (2)
修を計画的に実施する。
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。

■その他
人材育成

3.職員の出勤日に偏りがある為対応策を検討して行く。

リクライニング椅子を 3 脚購入し、設置した。
職員会議を定期的に開催
1. 職員会議及び内部研修の開催
利用者情報を共有し、チームケアの向上を図った。
(1) 利用者への対応やサービス内容の見直し等、運営上の課題の早期課題解
サービス内容の定期的な見直しと新企画の実施検討を行い、早期課題解
決に努める。
決に努めた。
(2) クレーム対応研修の実施。

2. 人材育成に関する研修の実施
(1) 虐待防止研修に併せ、禁止事項の確認をした。
(2) 接遇マナー研修は日程がとれず、実施できなかった。

2. 人材確保
(1) 送迎専門の職員の採用・拡充を検討する。

平成 30 年度事業報告
テーマ

■援助サービス

■地域保護者交流

平成 30 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 5 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総合事業と藤岡市の利用者が増えた。
※昨年度藤岡市利用者数 3 名→今年度 20 名
※総合事業昨年度 1 ヶ月 180 万→今年度 310 万
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コミュニケーションを密に
図り、関係を構築した。
(2) サービス提供責任者は適宜、顧客訪問を心掛け、日頃からの関係を継
続的に構築できた。
1. 介護現場との連携強化
(1) 直接話を聞くことでサービスの状況を把握する事が出来た。
(2) その都度面談やモニタリングを行い、意見交換を行った。
2. 正確な事務管理の遂行
(1) 介護支援ソフト「ワイズマン」を昨年 12 月より導入し、現在は殆ど移
行できている。正確性や業務の効率化に繋がった。
(2) 必要に応じて情報の交換を行い、サービスの質向上に努めた。
3. 交通安全
(1) 今年度はスピード違反が 2 件あった。ゆとりを持った運転をその都度
促し、注意喚起を行った。
(2) その都度天候等で危険な可能性がある際は、電話やメールにて注意喚
起を迅速に行った。

1.

1.
(1)
(2)
(3)

職員のスキルアップ
カリキュラムを作る事で統一した支援を提供できた。
新人に対し個別で研修を行い、スキルアップに繋げた。
研修やその都度会話を中心にコミュニケーションを図った。必要に応
じて個別での面談を行い、働きやすい職場作りを心掛けた。
(4) 他部署の職員へ講師を依頼する等、5 回の研修の中で行い理解が深まっ
た。

1.
(1)
(2)
(3)

1. 登録ヘルパー・顧客の確保
(1) 月間 1,000 万円（月収最高）の売上もあった為、年末に感謝の意を込
めて、粗品を全職員へ進呈する。
(2) ヘルパー紹介キャンペーンの成果もあり、2 名の採用に繋げた。
(3) みさと福祉カレッジからの採用はなかったが、引き続き獲得に努める。
(4) 今年もかんな福祉専門学校と熊谷高等技術専門学校秩父分校の実習生
を受け入れた。

1.
(1)
(2)
(3)

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。

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。

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

■その他

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）

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。

3.

4.

利用者の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、5 事業所と新たに契約する事ができた。
各市町村の総合事業への移行はすべてスムーズに行えた。
今年度も数件訪問漏れがあった。その都度対策を立て、再発しない様、
報告書や引き継ぎで周知・徹底をした。
事務連絡や利用者の情報共有はメールを使う事で効率的に行うことが
できた。
ヘルパー人材不足や業務多忙の為、開設までには至らなかった。来年
度も引き続き開設に向けてリサーチを行っていく。

平成 31 年度事業計画

1.
2.

3.

■人材育成

平成 30 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 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。

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。

■環境整備
安全対策

ヘルパーステーション「けいあい」
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. 関係機関との情報交換の強化。
3. 事務連絡・利用者情報の共有
訪問漏れ防止の為の確認業務の強化。
4. 新規事業所開設
大里広域方面の事業所開設に向けたリサーチの為、熊谷市に準備室を
設置する。
5. サービス提供責任者 5 人体制とし、利用者へ安心安全の支援提供とヘ
ルパーサービスの向上を強化する。
新規居宅事業所の開拓
新規居宅事業所の開拓の為、営業活動を積極的に行う。

2. 顧客や家族との連携強化
(1) サービス提供責任者による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。また、苦情に対して速やかに対応する。
(2) 担当者会議へ計画的に出席する。

1. 介護現場との連携強化
(1) サービス提供責任者による定期的訪問を実施し、サービス状況の把握
をより強化する。
(2) 登録ヘルパーと責任者が、随時、面談が実施出来る機会と環境を整備
する。
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、業務効率化と全員が正確な
手続きを遂行できるように業務マニュアルを更新していく。
(2) 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
実施する。
3. 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 を目指す。

(4)

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・
虐待防止等）
登録ヘルパーの定着と顧客確保
福祉の仕事説明会の定期実施やヘルパー紹介キャンペーンの継続。
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。

平成 30 年度
テーマ

■援助サービス

事業報告

平成 30 年度事業計画

居宅介護支援センター「けいあい」
平成 30 年度事業計画報告

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 1.新規利用者からのケアプラン作成受託にあたり、利用者の残存能力、生
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
活環境に則した介護支援計画の策定に努めている。
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
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
アプランを作成し日常生活支援を行う。
(1) デイ送迎等、所属職員による事業所間の連携を進めている。
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
(2) 必要に応じて、ヘルパーステーション、デイサービス、美里敬愛ホ
(1) 高齢者部門の一体化に向けた協力体制の実施継続。
ーム短期入所等の利用者支援について、連携を図っている。
(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。
※プラン作成受託の実績
100～140 件／月で推移。
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。
将来の想定される状態に合わせた、環境整備等の提案を実施して
(3) 担当複数制の継続を目指す。（ケアマネ間の共有強化）
いる。
(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
(3)
担当複数制の継続を目指す。困難事例者に対しての同行共有のみ実
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。
施した。
（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）
(4) 入所検討にあたり、施設担当者との情報共有により、利用者を本位
にした生活支援・介護を目指している。
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・美里町包括支援センター主催研修を
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
通して情報収集を行った。
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）
（課題整理総括表を基
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。 4.サービス計画にサービス利用の根拠を明確にする。
にプラン作成し提出を行った）
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
5.ケアプラン受託及び実績 140 件達成するが要支援者数も増え大幅な収益
などを行政機関と連携を行い、必要な対応を図る。
増とはならなかった。
7. 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。
6.各地域包括支援センターとの連携強化
(1) 児玉圏域ケアマネージャー連絡会参加
高齢者虐待予防ならびに早期発見、消費者被害防止説明を実施。
(2) 美里町介護支援専門員研修会参加
(3) 法人内介護支援専門員情報伝達会議実施
7.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
(4) 美里町地域ケア会議
加する。
8. 介護保険相談・紹介・住宅改修・福祉用具購入支援。
(1) 児玉圏域ケアマネージャー連絡会は市町ごとに実施となる。
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。
(2) 美里町ケアマネージャー連絡会発足し参加する。
(3) 美里町介護支援専門員ケース研修会参加する。
(4) 法人内介護支援専門員情報伝達会議の毎週実施する。

平成 31 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要望、リスク、環境整備等の対応を強
化する。
(3) 困難ケースへの同行訪問を行い。担当外でも緊急対応出来るように
情報を共有継続する。
(4) 入所検討会議（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提供。今後のリスク、
環境整備等の提案強化）に向け情報共有し、毎月状況変化時は用紙記
入し提出し優先順位の根拠の明確化を行う。
(5) 居宅介護支援センター今後の事業所体制について検討。
3.美里町包括支援センターとの関係強化
4.アセスメント・課題総括表作成から生活維持に向けたサービス計画書の
作成を行う。
5.ケアプラン受託及び実績の顧客拡大を目指す。
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。

8.介護保険相談・サービス紹介必要に応じ相談実施する。

7.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) 美里町地域包括介護支援専門員連絡会への参加
(2) 美里町ケアマネージャー連絡会研修会への参加
(3) 法人内介護支援専門員情報伝達会議実施

9.介護保険

8.介護保険相談・紹介・住宅改修・福祉用具購入支援の継続。

要介護認定訪問調査の 12 市町 20 件実施する。

9.介護保険

1.

医療機関等に広報活動を継続。地域医療との連携強化

■地域交流

■環境整備

1.医療機関等に広報活動は新規病院開拓まで実施できず。

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
2.地域交流事業所との交流研修（ケース検討会議）の実施

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実施。
1.
2.

個人情報管理の徹底を図る。
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.個人情報管理、書類関係等に対して職員に管理を徹底実施。

法人内研修への参加。

1.初任者研修講師の派遣実施。

2.早めのライト点灯を実施に努め無事故となる。

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。

安全対策
■その他

1.

2.初任者研修講師の派遣を実施。

人材育成

3.法人内研修へ参加。

1.法人内研修への参加。
2.虐待防止研修への参加

平成 30 年度事業報告
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

総務部
平成 30 年度事業報告

1.

「働きやすい職場」作り、労務環境の整備支援

(1) 定時退社を実現する労務管理の実務支援。

(1) 人事担当者を施設担当ごとに配置し、労務管理体制を支援することにより、連携に努めた。

(2) 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。

(2)～（3）人事、採用担当者により、新任職員や現場職員との定期・不定期に面接支援を実施しなが

(3) 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。

ら、状況の把握に努め、現場管理者との連携により育成に必要なアドバイスを行った。

(4) 採用担当を中心に、外国人材の受入れ体制の整備強化。

(4) 外国人介護人材受入れの関連法案動向を把握、関係手続きや職員寮への入寮など支援した。

(5) 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。

(5) 働き方改革関連法に伴う、法人の就業規程等の改訂を進め、労働関係改正法施行に対応した。

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、福祉人材、外国人材の採用と
育成を強化する。
(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、高校生の新卒「働きながら資格取得」採用について
も強化する。
(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進捗をもって、法人イメージの「好感度」の向
上を目指す。
(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 期目の研修を実施する。

2. 人材採用・育成
(1) 外国人（ベトナム国籍）1 名の「介護福祉士養成校」への通学と学習支援を行ない、学校との連携
も含めて育成に努め、2 学年へ進級した。
(2) 近隣高校の就職担当者からの紹介も通じて、7 名の高校生の新卒「働きながら資格取得」採用に
となった。
(3) パンフレットの更新、美里会ホームページをリニューアルした。
(4) 29-30 年度 2 期目の研修を計画通りに実施し、次年度へ継続的な研修計画を策定している。
(5) 各事業所での虐待防止研修を法人単位で実施し、施設間、及び職種間でも共通した認識をもっ
て業務にあたる基盤となった。他に、北部圏域「喀痰吸引等研修・演習」会場、海外は香港からの
施設見学「高齢障がい者の食事」をテーマとした研修に協力、支援した。

(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・研修会等の実施支援を行
う。
3. 施設整備
(1)～（2）「美里敬愛ホーム」の改築（建替）整備計画の具体案の詳細を策定するため、設計士との打
3. 施設整備
(1) 高齢者部「美里敬愛ホーム」の改築（建替）整備計画の策定。

合せにちょり、基礎的なデータの収集により建物構造(ハード面)についての提案を受けた。
(3) みさと（本寮）建物の「外壁」修繕の予算化を行い、今年度 1,000 万円の積み立てを実施した。

(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) みさと（本寮）建物の「外壁」修繕の予算化を検討。
4. 健全経営の実現
(1) 報酬費改定に対応、各施設事業所の加算要件等を確認しながら、人員配置等の検討、職員の入
4. 健全経営の実現
(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。

退職に応じた体制を随時確認し、配置基準、請求根拠法令を遵守しつつ対応した。
(2) 収支について法人報告の通り、健全経営を維持。

(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、収支の分析を綿密に行
い、収支予測の精度を高めて行く。
5. その他
(1) 高齢福祉部への事務補助担当の配置により、業務分掌を進め、効率化を進めた。
5. その他
(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「部門事務」を設置。
(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。
(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せた待遇、交通費支給
等を検討する。
(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」の施策にスピード感を
もって対応できるようにする。
(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。
(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。
(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 31 年度事業計画

(2) 客観的な勤怠管理に向けて、電子カード式のタイムレコーダーの選定を進め、次年度整備運用に
ついての分析を行い、整備予算化した。
(3) 通勤手当支給対象者を広げる給与規程変更を行い、10 月 1 日より、すべてのパートナー職員へ
の交通費支給を実施した。
(4) 人事担当者の増員では※（1）の高齢福祉部へ担当配置の他、財務拠点の担当者に人事業務の
一部を分掌化し、労務管理について支援現場と連携対応した。
(5) 外国人向けの介護福祉士育成制度の運用（職員寮運営、県社協奨学金の受給手続き事務、介
護福祉士養成専門学校への通学、学習支援）を開始し、関係機関とも調整しながら支援を行っ
た。
(6) 法人研修センターの設置により、虐待防止研修、介護福祉士受験資格を取得する各種研修・養
成講座の継続的運営を行うための次年度研修計画を策定した。
(7) 外部監査導入は国・県より対象施設規模の引き下げ延期の通知があった他、県内の社会福祉法
人とも連携して関連情報を収集し対応できるようにしている。

部門編成により余白

平成 30 年度事業報告
テーマ

■援助サービス

平成 30 年度事業計画
1.
(1)
(2)
(3)

食のバリアフリーの実現
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. 経費削減
(1) ワークみさとの野菜を計画的に使用する。
(2) 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。
(3) 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。

■地域
保護者交流

■環境整備
安全対策

■その他
人材育成

フードクリエイト事業

1. 保護者・家族の方と交流を深める
(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) 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。

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) 栄養科リーダーの育成。

（※30 年度事業計画は旧栄養科のものです）

平成 30 年度事業報告

平成 31 年度事業計画

1. 食のバリアフリーの実現
(1) 5 月から敬愛ﾎｰﾑ利用者昼食からムース食の導入を開始した。
凍結含浸法についても同様に実施した。
①食事形態の見直しを行い、安全に食せる工夫を実施。
②職員・家族へ栄養科の取り組みを紹介（ﾑｰｽ食凍結含浸法の試食会）
2. 行事食の充実
(1) 施設ごとに季節感のある食事の提供を継続。
(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。
(3) 嗜好調査を行い利用者の意見を献立に反映した。
(4) 美里町の郷土料理の確認を行い利用者の食事に反映できた。
（デイサービスセンター 「つみっこ」作りのパフォーマンス実施）
(5) 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。
3. 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) 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した。
(3) 野菜の価格変動を迅速に確認できるように納品業者から情報収集を
行った。
(4) 給食委託会社の見直し
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が、
美里会の食数に対応できる委託会社が見つからなかった。加え、委託
会社との契約満了の申し出を受け、直営を判断した。

「利用者ひとり一人の食文化を尊重し、安心で健康的な食生活への潤いとなる食
事提供を実現する」を基本的理念とする。
1. 給食管理
(1) クックチルの精度向上により、調理業務の簡素化、人材の定着、シフトの効
率化を図り、直営安定化に向けた体制の構築を目指す。
(2) 食材の品質や価格、サービスの質の適正管理の実施の他、食材費・水光熱費
等、給食に関わる経費について定期的に確認し、食事内容の充実を図る。
(3) 温度や時間による食材の色の変化、刻むことによる見た目の変化など調理工
程における変化への対応や盛り付け、各種食事形態による創意工夫を図る。
2. 栄養管理
(1) 献立の基本形を見直し、サイクルメニューを更新する。季節感や親しみやす
さ、必要な栄養確保、尚且つ調理の業務量とのバランスがとれた献立を展開
する。
(2) 栄養ケア計画では、個人の嗜好を全体献立に反映の他、可能な限り個別献立
にも反映し、個々の食文化を尊重した給食を推進する。
(3) 食事ケアについて、食事面からできることを提案し、個々にあった対策を多
職種で取り組む。
3. 行事食
(1) 季節感のある食事献立作成の他、料理の味、視覚により楽しめるための創意
工夫。
(2) 各施設イベントによる面前調理や参加型企画等の推進により、日常給食との
メリハリのある食事機会を提供する。

1. 地域交流
(1) 地域の食材を活用した食事提供。
(2) 各種イベントにおいて、直営メニュー、企画内容の立案、積極的な活動によ
り地域、協力団体、関係機関との連携、交流を図る。
2. 保護者交流
(1) 給食の取組みの理解推進として、保護者・家族の方への食事会の開催。
(2) 食事形態として、凍結含浸法・ムース食の情報発信を行う事により相互理解
を深める。
1. 環境整備
1. 非常食の充実
(1) 衛生管理マニュアルと業務マニュアルを一体化させ、業務の具体化を図ると
(1) 定期的な非常食の確認を実施し賞味期限間近な物は試食にて対応し
共に、食中毒防止に努める。
た。
また、食中毒及び感染症発生時の対応マニュアルと初動体制の整備を行う。
(2) 保管場所の確認（栄養科会議の中で情報交換実施）
(2) 厨房機器の定期的なメンテナンスと点検を行い、機器管理システムの構築に
2. 厨房内での防災訓練
より計画的な機器設備環境を整備する。
(1) ライフラインが途絶えた時の対応方法の検討実施まで至らなかった。 (3) 自動洗米機・ご飯盛り付けロボットの導入。

1. 保護者・家族の方と交流を深める事ができた。
(1) 担当者会議に参加し、保護者の方と食事について話し合いを実施
した。
(2) 凍結含浸法・ムース食など栄養科の取り組みを理解していただく為に
試食会を実施した。（敬愛ﾎｰﾑ保護者様）

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

ライフライン復旧方法の確認を行った。
火災発生時の訓練は業務体制がとれず、未実施。
異物混入対策
出入り口開閉の徹底を行う。
汚染区域・非汚染区域の区別の徹底をした。
厨房に入る時の粘着ローラーの実施の徹底を行った。
感染症対策
厨房職員の手洗いの方法の勉強会の実施をした。
毎朝体調管理報告の実施をしている。
温冷配膳車運搬の安全
温冷配膳車運搬の危険個所の再点検を実施した。
温冷配膳車 2 名体制にて運搬する事の徹底をした
働きやすい職場を作る
定期的に栄養科会議を開催し、課題整理と解決策を検討した。

2. 安全対策・防災対策
(1) 栄養士、調理員による防災訓練の実施。
(2) 災害緊急時における栄養士、調理員による厨房機器取り扱い訓練の実施。
(3) 備蓄食料(非常食)の保管・管理システムの構築。

1. 人材育成
(1) 働きやすい職場環境づくりとして、日常業務の中で「報告・連絡・相談」を
通して情報の共有化を図り、職員間のコミュニケーションを円滑にすること
に取り組み、職場の活性化、定着を図る。
(2) 目標管理活動により、一人ひとりが成長できる目標を持ち、スキルアップと
チーム力の向上、成果の「見える化」を図る。
(3) 栄養士・調理員に衛生研修の実施。

平成 30 年度事業報告 介護員養成研修事業
平成 30 年度事業計画

平成 30 年度事業報告

平成 31 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。

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。

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

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

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

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

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）
（7 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）
（6 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 30 年 7 月 4 日～平成 31 年 2 月 20 日の水曜日 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 28 日間
平成 30 年 4 月 12 日～平成 30 年 12 月 20 日の木曜日 8:30～16:50
通信課程通学日数 23 日間から 27 日間へ変更

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 30 年 7 月 4 日～平成 31 年 2 月 20 日の水曜日 8:30～17:10
12 名修了予定
(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
平成 30 年 4 月 12 日～平成 30 年 12 月 20 日の木曜日 8:30～16:50
通信課程通学日数 23 日間から 27 日間にて実施 10 名修了

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 31 年 7 月 3 日～平成 32 年 2 月 19 日の水曜日 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 27 日間
平成 31 年 4 月 11 日～平成 31 年 12 月 19 日の木曜日 8:30～16:50

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 止揚 1・2（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

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 止揚 1・2（研修室及び実習室）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

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 止揚 1・2（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

