
社会福祉法人  恵康会

令和2年度　事業計画

令和2年3月21日

1.基本理念

 『一人一人の暮らしを思いやりの心で』

2.運営方針

  1.個性を大事に、自分らしく暮らしていけるように支えます

  2.近隣地域とのつながりを密接に保つとともに、地域に開か

 　 れた施設を目指します

  3.口腔機能の維持・向上を図り、出来る限り健康に暮らせる

    ようにサポートします

《事業計画》

1. 方針

　　令和2年度は、これまでに取り組んできた喀痰吸引研修を修了した職員が6名となり、

　必要なご利用者への対応が可能となった。そこで今年度は、新たな取り組みとして、

　認知症ケアに力を入れていきたいと考えている。そのために、昨年末から今年の初め

　にかけて、職員全員研修という形で、認知症の研修を行った。新年度から、カンファ

　レンスの上、ご利用者個人個人に対するケアのやり方、いわゆる個別ケアを検討確立

　させて、ケアの質の向上と職員の負担軽減に繋がる事を期待している。そこで、

　これらの取り組みについて、家族会を開催してご理解を求める予定であったが、

　新型コロナウイルスの感染拡大により延期となり、その後の開催時期は未定である。

　もちろん、いうまでもなく、さまざまな感染予防については、できる限りの対策を

　取っている。

　　また、2019年10月1日からの消費税率引き上げに伴い、新たに特定加算（　介護

　職員等特定処遇改善金の加算　）が創設されたことで、その給付により職員への

　処遇改善とともに、経営環境の改善が見込まれる。



2.重点目標

（1）個別ケアについて

　　　全室個室でのユニットケアを実施するに当たり、ご利用者のプライバシーに配慮

　　したハード面を生かしつつ、顔なじみの関係が可能となる職員配置にて安心感の

　　ある施設生活を提供することにより、従前に自宅で暮らしていたような生活リズ

　　ムを導き出し、継続させていくことが出来るよう看護･介護共に質の確保と技術

　　の向上に努める。

（2）  医療との連携について

　　　日々の健康管理を行う看護職員と嘱託医との連携によりご利用者の疾病兆候の早

　　期発見、またはその予防を行うとともに、協力病院との連携を図ることで入院が必要

　　な重大疾患への対応を行い、ご利用者が穏やかで安定した施設生活を送ることが

　　でき、ご家族にとっても安心していただけるサービスの提供をする。また当施設では

　　安心で安全な施設サービスを提供する上で医療機関との連携体制の充実は不可欠

　　ととらえており、ご利用者にとってのぞましい介護を最優先に社会情勢や政策を

　　鑑みながら検討していきたいと考えている。

（3）  感染症の予防について

　　　高齢者福祉施設に発生しやすい感染症の予防や拡大を防ぐため、まずご利用者

　　の免疫力を低下させないことが大切である。それとともに『感染症対策委員会』を

　　継続して開催し、職員が日常的に標準予防策に基づく知識と行動ができるように

　　努める。今後も感染や発症の兆候を見逃さず、施設内での感染症発生を防ぐとともに

　　適切な予防策を講じ最善の努力を行うこととする。

（4）食の安全について

　　　健康であることの基本のひとつとして食生活が上げられる。常に、提供する

　　食形態は見直しをかけ、ご利用者に最適な食形態が提供できるようにする。

　　そして、食事の見た目の楽しさはもとより、咀嚼や嚥下の困難なご利用者への

　　対応を進めていく。ご利用者は、嚥下テストの結果が芳しくない場合でも、

　　好物を食べるときは非常にスムーズに咀嚼嚥下を行うことができる人が多いので

　　できるだけ、ご要望にお応えできるように情報の収集に努めていくこととする。



《事業目標》

1. 施設サービスの質的向上を目指して

（1）  看護･介護サービスの向上

　　　施設サービスの基本となる施設サービス計画書（ケアプラン）に基づいたケア

　　の実施は、ご利用者にとって『必要な介護が適切に受けられる』施設であるとと

　　もに≪この施設に来て良かった・また利用したい≫と思われる、そして選ばれる

　　施設作りを念頭に置き、介護支援専門員を中心に関係職種の連携に基づいたケア

    プラン作りを目指す。また、サービスの向上に向けて、よりいっそう介護技術の

　　研鑽に努める。

（2）  季節感あふれる食事提供の取り組み

　　　ご利用者にとって健康であることの基本のひとつとして食生活が上げられる。

　　このことから『給食委員会』を開催し、ご利用者からのアンケートや検食による

　　コメント等を参考に関係職種で意見交換を行い、また栄養ケアマネジメントに

　　おける栄養計画の見直し等により、ご利用者の個々の栄養状態の把握に努め、きめ

　　細やかな食事の提供を行う。合わせて朝･昼･夕の食事は大きな楽しみの一つであ

　　ることから、正月・クリスマス・ひな祭り等の季節感があふれる旬の食材を意識

　　した行事食を提供する。またご利用者や、職員との交流を深める機会としての

　　食事作りや雰囲気作りに努め、喜んでいただけるような食事レクを定期的に企画

　　実施し、日常とは違った雰囲気を感じていただける様、取り組んでいくこととす

　　る。

（3）  身体拘束の原則廃止の取り組み

　　　当施設においては開設以来、『身体拘束を行わない』としており、それを

　　継続するために『身体拘束廃止委員会』を開催し、対象者の身体拘束の必要性の

　　有無、また現状の把握を行うため関係職員による必要時の委員会・定例委員会を

　　開催し、身体拘束ゼロを目標として取り組みをしていくこととする。また、身体拘束は原則

　　行わないことを基本的なスタンスとし、身体拘束に関する問題意識を高めるとともに、職員

　　の質の向上を図りつつ、やむを得ず身体拘束を行う場合においては、その現状の情報共有

　　等に努めながら、廃止に向けた取り組みを行う。

　　　当施設は、『福岡県身体拘束ゼロ宣言事業所』として、福岡県に登録をしている。



（4）  新規利用希望者の受け入れ

　　　当施設の利用を希望される方については、その方の心身の状況や生活環境などの

　　情報提供をもとに、当施設の待機状況等多方面から分析し、特別養護老人ホームの

　　社会的役割を果たすべく入所判定委員会を開催し緊急を要する方を優先的に入所受

　　け入れできるよう検討を行う。

（5）  短期利用者の受け入れ

　　　短期入所生活介護は10名分の居室を要しており、短期利用希望者のご家族の

　　身体的および精神的な負担等の軽減を図ること等を目的として受け入れを行う。

　　また、緊急時の受け入れについても、迅速に対応できるよう、体制を整えておく

　　こととする。

（6）  施設の行事計画

　　　単調になりがちな施設生活に対し、有意義な生活を送ることで、心豊かで安心

　　して頂けるような配慮を行っていくことは必要不可欠と考える。このため日常生

　　活におけるご利用者と介護職員等とのかかわりのほか、ご家族の皆様にも参加して

　　いただける行事『誕生会や敬老会等』、あるいは法人で行う秋祭り等の行事の

　　企画をし、地域やご家族等に案内を行う。

　　（令和2年度行事予定は別紙のとおり）

2. 施設生活の安全管理の推進

（1）介護事故の防止と対応

　　　ご利用者が施設生活上における介護事故防止は、何よりもご利用者の安全や安心

　　を保障することが施設サービスの基本と考える。これは、大きな事故の発生を未

　　然に防ぐため、『ヒヤリハット』を経験したら、報告書を作成し、リーダー会議

　　等で発表したり、事例等を検討したりして、またその結果を職員に周知徹底し、

　　介護事故の防止に努めるものとする。



（2）施設内の感染対策

　　　全国的に流行するインフルエンザや感染性胃腸炎の集団発生等の感染予防と

　　して面会者の体調に応じ面会を制限する、あるいは生鮮食品等の持ち込みの自粛、

　　さらに入館時には手指の消毒とマスク着用のご協力を文書通知による周知や受付

　　窓口でのお願いを行う。さらに、現在、コロナウイルスの脅威にさらされているが、

　　日常的に感染予防意識を高くして、防止に努めることとする。

（3）  施設の災害対策

　　　①  　当施設の消防計画に基づく避難訓練および消火訓練は次のとおり実施

　　　　　する。

　　　・年2回（春･秋）実施する。

　　　　なお、このうち１回は夜間を想定した訓練とする。

　　　・消防署職員の支援を得て訓練を実施する。

　　　・つど見直しを行い、災害時に対応できる内容を目指す。

　　　②  　市内ハザードマップ、避難場所の確認する。

　　　③  　火災等の防止対策として自主点検を実施する。

3. 職員研修の充実

（1）  職場内研修の充実

　　　ご利用者に対する施設サービスの質の向上と健全な施設運営を行うため、

　　また法人全体での取り組みとして年度当初に研修テーマを設定し、そのテー

　　マに沿った内容や講師について持ちまわりで実施する。またテーマによって

　　は外部講師を招き専門的技術の習得や知識の向上が図れるよう研修が充実

　　した内容となるよう努める。

（2）  関係機関および団体等が主催する研修会への参加

　　　関係機関等が主催する研修会は知識や技術の習得ばかりでなく、同じ職務に

　　従事する方が参加する場合が多く、このことは共通する悩み事の解決やより進

　　んだ対応方法を実践している等、情報を交換する中から得られる有益な事項を

　　職場へ持ち帰って職務に役立てることができるといった利点がある。このような

　　ことから、これら有意義と認められる研修会には職員が積極的に受講できるよう、

　　勤務調整等便宜を図り、体制を整えていく。



4. 職員の健康管理と職場環境の改善

　　ご利用者の方に良好な介護を提供するためには、まずご利用者と日々接する

　職員が健康である必要がある。このためには、快適な職場環境の維持と共に職員

　の健康管理がきわめて重要であるので、次のような取り組みを行う。

（1）　健康診断の受診については常時勤務している労働者を対象に年間1回の健康診断を

　　　 行うとともに、深夜勤務を行う職員については6ヶ月毎と短縮して行う。

（2）  腰痛検査については、介護･看護に携わる職員を対象に、6ヶ月以内に1回実施

      する。

（3）ストレスチェック検査を行う。

5. 安定的な経営基盤の確保

（1） 利用率（ショートステイを含む）を確保するために、ご利用者の入退所を円滑

      に行う。

（2） 節電に努め、不要箇所の消灯を徹底するほか、水光熱費の節減を図る。

（3） 基幹設備の耐用年数に留意し、施設機能維持のための計画的な機器の改修･更

      新や建物の維持管理に努める。

　　　　今年度は、大型エアコンの点検及び清掃の実施、床の剥離・ワックス掛けを予定している。



課題項目 達成のための方策

①ご利用者の心身状態を把握し、 （１）日々の状態を把握する。

適切なケアを行う。 （２）家族や専門職と情報を共有する。

（３）「いつもと違う」と言うことに気付けるように観察する。

②職員のスキルアップを図り、 （１）勉強会の充実を図る。

専門性をあげる。 （２）状態に応じたケアの方法を身につける。

（３）専門職との連携を図る。

④施設内研修の充実

に暮らせるようにサポートします。≫を基にご利用者の尊厳ある生活を支えていきます。

２．　事業運営計画

・ご利用者一人一人の状態を把握し、その方にあったケアを行います。

・ご利用者の重度化に伴い、専門職や嘱託医と連携を図り、異常の早期発見に努めます。

・生活の中で楽しみができるように支援します。

・職員のスキルアップを目指し、施設内研修の充実を図ります。

　◇　課題項目と方策

３．　令和２年度の目標と取り組み

①専門職との情報共有

②ご利用者の心身状態の把握

③レクリエーションの充実

に保つとともに、地域に開かれた施設を目指します。≫≪口腔機能の維持・向上を図り、出来る限り健康

令和２年度　社会福祉法人恵康会

特別養護老人ホームひかりの丘（ふれあい・まごころ・やすらぎ）事業計画

１．　運営方針

基本理念『一人一人の暮らしを思いやりの心で』

運営方針≪個性を大事に、自分らしく暮らしていけるように支えます。≫≪近隣地域とのつながりを密接



登録者数 Ｒ2.4月 Ｒ2.5月 Ｒ2.6月 Ｒ2.7月 Ｒ2.8月 Ｒ2.9月 Ｒ2.10月 Ｒ2.11月 Ｒ2.12月 Ｒ3.1月 Ｒ3.2月 Ｒ3.3月

ふれあい 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

まごころ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

やすらぎ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

年月

令和２年

４月

令和３年

１月

３月
・ひな祭り ・ひかりの丘館内

・誕生日会

・初詣 ・戸上神社

・夜間を想定した消防訓練 ・ひかりの丘館内 ・誕生日会

２月
・節分 ・4F地域交流サロン

・第6回運営推進会議 ・1F元小規模多機能スペース ・誕生日会

１１月
・文化祭 ・ひかりの丘館内

・誕生日会

１２月
・クリスマス会　・餅つき大会 ・元小規模多機能スペース/4F地域交流サロン

・第5回運営推進会議 ・1F元小規模多機能スペース ・誕生日会

・ひかりの丘館内 ・誕生日会

１０月
・秋祭り ・ひかりの丘駐車場

・第4回運営推進会議 ・1F元小規模多機能スペース ・誕生日会

９月
・敬老祝賀会 ・1F元小規模多機能スペース/4F地域交流サロン

・誕生日会

・誕生日会

８月
・第3回運営推進会議 ・1F元小規模多機能スペース ・誕生日会

７月
・そうめん流し ・ひかりの丘駐車場

・消防避難訓練

６月
・あじさい見学 ・高塔山/大手町

・第2回運営推進会議 ・1F元小規模多機能スペース ・誕生日会

・第1回運営推進会議 ・1F元小規模多機能スペース ・誕生日会

５月
・災害避難訓練 ・ひかりの丘館内

４．　令和２年度の在籍者目標

５．　令和２年度の月別事業計画

内　容 場　所 備　考



課題項目 達成のための方策

①職員間の情報共有の徹底 （１）ご利用者への対応方法や状態の変化等を確実に伝達ができ

　　 るよう、口頭だけでなく申し送りノートも活用する。

（２）多種職とも連携がしっかり行えるよう、ユニットミーティングを開

　　 催する。

②生活リハビリやレクリエーションの （１）ご利用者の機能維持の為に、ご自身でできることはしていた

　 充実 　　 だき、できないことだけを支援する。

（２）ご利用者とのコミュニケーションの時間をもっと作り、何を楽し

　　 みにされているのかを見つける。

　に暮らせるようにサポートします。≫を基にご利用者の尊厳ある生活を支えていきます。

２．　事業運営計画

　・定期ご利用者だけでなく新規ご利用者や緊急利用の受け入れを可能な範囲で行います。また、施設

 　入所待機者（ロングショート）の受け入れも行います。

　・ご利用者が一日でも長く在宅での生活が送れるよう、また、ご家族の介護負担の軽減ができるように、

　 支援します。ご利用時の生活環境をご自宅同様にできるよう環境整備を行います。

　◇　課題項目と方策

３．　令和２年度の目標と取り組み

①・・・・・・荷物チェックを確実に行い「忘れ物」ゼロを目指す。

②・・・・・・食事レクやカラオケ大会などを積極的に行う。

　に保つとともに、地域に開かれた施設を目指します。≫≪口腔機能の維持・向上を図り、出来る限り健康

令和２年度　社会福祉法人恵康会

ショートステイひかりの丘　事業計画

１．　運営方針

　基本理念『一人一人の暮らしを思いやりの心で』

　運営方針≪個性を大事に、自分らしく暮らしていけるように支えます。≫≪近隣地域とのつながりを密接



Ｒ2.4月 Ｒ2.5月 Ｒ2.6月 Ｒ2.7月 Ｒ2.8月 Ｒ2.9月 Ｒ2.10月 Ｒ2.11月 Ｒ2.12月 Ｒ3.1月 Ｒ3.2月 Ｒ3.3月

目標稼働率 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%

年月

令和２年

４月

令和３年

１月

３月
・ひな祭り ・ひかりの丘館内

・食事レク

２月
・節分 ・4F地域交流サロン

・食事レク

・初詣 ・戸上神社

・夜間を想定した消防訓練 ・ひかりの丘館内 ・食事レク

１２月
・クリスマス会　・餅つき大会 ・元小規模多機能スペース/4F地域交流サロン

・食事レク

１１月
・文化祭 ・ひかりの丘館内

・食事レク

１０月
・秋祭り ・ひかりの丘駐車場

・食事レク

・ひかりの丘館内 ・食事レク

９月
・敬老祝賀会 ・1F元小規模多機能スペース/4F地域交流サロン

・食事レク

８月
・食事レク

７月
・そうめん流し ・ひかりの丘駐車場

・消防避難訓練

４．　令和２年度の稼働目標

５．　令和２年度の月別事業計画

内　容 場　所 備　考

・食事レク

６月
・あじさい見学 ・高塔山/大手町

・食事レク

５月
・災害避難訓練 ・ひかりの丘館内

・食事レク



課題項目 達成のための方策

①　ご利用者の個性を尊重したケア （1）アセスメントや日々の生活よりご利用者の特性を知る。

を行う。 （２）ご家族より認知症状を発症する前の生活歴を尋ね参考にする。

（３）認知症についてユニット単位、法人単位で学習の場を設ける。

②　ユニット間で情報共有を行い （１）各ユニットの業務マニュアルを参考に急な職員不足でも対応

創意工夫ができるようになる。 　　できるようにする。

（2）ユニットミーティングやその他、ユニット内で変化があった時

　　などお互いのユニットで情報共有を図る。

　◇　課題項目と方策

３．　令和２年度の目標と取り組み

①認知症について理解を深め適切な対応ができるようになる。

②ご家族に情報を発信し、ご意見やご指摘を受け入れる体制作り。

③色々なアイデアを出し合い事業所が活気付く。

・職員の急な休みや、早退等に対応できる環境作りを目指します。

令和２年度　社会福祉法人恵康会

グループホームひかりの丘　事業計画

１．　運営方針

基本理念『一人一人の暮らしを思いやりの心で』

運営方針≪個性を大事に、自分らしく暮らしていけるように支えます。≫≪近隣地域とのつながりを密接

に保つとともに、地域に開かれた施設を目指します。≫≪口腔機能の維持・向上を図り、出来る限り健康

に暮らせるようにサポートします。≫を基にご利用者の尊厳ある生活を支えていきます。

２．　事業運営計画

・認知症について理解を深め、一人ひとりに合った対応ができるように学習の機会を作ります。

・ご利用者、ご家族からご意見やご指摘が出やすい雰囲気作りに努めます。



Ｒ2.4月 Ｒ2.5月 Ｒ2.6月 Ｒ2.7月 Ｒ2.8月 Ｒ2.9月 Ｒ2.10月 Ｒ2.11月 Ｒ2.12月 Ｒ3.1月 Ｒ3.2月 Ｒ3.3月

登録者数 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

年月

令和２年

４月

令和３年

１月

３月
・ひな祭り ・ひかりの丘館内

・誕生日会

２月
・節分 ・4Ｆ地域交流サロン

・第6回運営推進会議 ・１Ｆ元小規模多機能スペース ・誕生日会

・初詣 ・戸上神社

・夜間を想定した消防訓練 ・ひかりの丘館内 ・誕生日会

１２月
・クリスマス会　・餅つき大会 ・1Ｆ元小規模多機能スペース/4Ｆ地域交流サロン

・第５回運営推進会議 ・１Ｆ元小規模多機能スペース

１１月
・文化祭 ・ひかりの丘館内

１０月
・秋祭り ・ひかりの丘駐車場

・第4回運営推進会議 ・１Ｆ元小規模多機能スペース ・誕生日会

・ひかりの丘館内 ・誕生日会

９月
・敬老祝賀会 ・1Ｆ元小規模多機能スペース/4Ｆ地域交流サロン

・誕生日会

・第1回運営推進会議

８月
・第3回運営推進会議 ・１Ｆ元小規模多機能スペース

７月
・そうめん流し ・ひかりの丘駐車場

・消防避難訓練

４．　令和２年度の在籍者目標

５．　令和２年度の月別事業計画

内　容 場　所 備　考

・１Ｆ元小規模多機能スペース ・誕生日会

６月
・あじさい見学 ・高塔山

・第２回運営推進会議 ・１Ｆ元小規模多機能スペース ・誕生日会

５月
・災害避難訓練 ・ひかりの丘館内

・誕生日会



課題項目 達成のための方策

①安心して生活を送れる環境の提供 （1）手作りの食事を定期的に提供する

（2）楽しいと思える雰囲気作りをする

（2）食事の際の痛みや不快感を取り除くような専門的ケアの支援

（3）職員による食支援のスキルアップ

②直雇用の職員の確保及び職員間 （1）職員が意見を出しやすい環境作りを行う

　の連携を強化し働きやすい職場作り （２）こまめに聞き取りを行い、不安や不満等のストレスケアに対して

　　迅速に対応する

（3）職員が理解しやすい情報提供を行う

（4）小規模の良さを生かし、チームワークを強化する

③安全で安心した施設作り （１）ご利用者の変化を細やかに報告し、ご家族との連携を密に

　　行う

（2）面会時は明るい笑顔で挨拶を行う

（3）ご家族のご意見やご要望はユニット会議で話し合い、職員

　　全員が把握する

（4）ご様子報告書への職員研修の掲載

④研修などをご様子報告書で伝え、ご家族に安心して頂けるよう努める。

に暮らせるようにサポートします。≫を基にご利用者の尊厳ある生活を支えていきます。

２．　事業運営計画

・食事を楽しく出来る事により、生きがいを感じられるように支援して行きます。

・直雇用の職員の確保及び職員間の連携を強化するとともに働きやすい職場作りを行います。

・ご家族との連携を密に行い、安全で安心した生活を送れる施設を目指します。

　◇　課題項目と方策

３．　令和２年度の目標と取り組み

①手作りの食事の提供や専門的ケアを継続し、食べたいと思える食事ができる環境作りを行う。

②無駄な作業の見直しを定期的に行い、休憩がしっかりと取れる環境作り。

③働きやすさを整備することにより、職員の離職率を軽減し、職員の連帯感を深めていく。

に保つとともに、地域に開かれた施設を目指します。≫≪口腔機能の維持・向上を図り、出来る限り健康

令和２年度　社会福祉法人恵康会

グループホームひかりの道　事業計画

１．　運営方針

基本理念『一人一人の暮らしを思いやりの心で』

運営方針≪個性を大事に、自分らしく暮らしていけるように支えます。≫≪近隣地域とのつながりを密接



Ｒ2.4月 Ｒ2.5月 Ｒ2.6月 Ｒ2.7月 Ｒ2.8月 Ｒ2.9月 Ｒ2.10月 Ｒ2.11月 Ｒ2.12月 Ｒ3.1月 Ｒ3.2月 Ｒ3.3月

登録者数 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

年月

令和2年

４月

令和3年

３月
・ひな祭り ひかりの道

・第6回運営推進会議 ひかりの道 ・誕生日会

２月
・節分 ひかりの道

・誕生日会

・初詣 戸上神社

１月
・夜間を想定した消防訓練 ひかりの道

・第5回運営推進会議 ひかりの道 ・誕生日会

１２月
・クリスマス会 ひかりの道

・餅つき大会 ひかりの丘 ・誕生日会

１１月
・文化祭 ひかりの丘

・第4回運営推進会議 ひかりの道 ・誕生日会

１０月

・運動会 ひかりの道

・災害避難訓練 ひかりの道

・秋祭り ひかりの丘 ・誕生日会

９月

・敬老祝賀会 ひかりの道

・家族会 ひかりの道

・第3回運営推進会議 ひかりの道 ・誕生日会

８月
・誕生日会

７月

・そうめん流し ひかりの丘

・消防避難訓練 ひかりの道

・第2回運営推進会議 ひかりの道

６月
・あじさい見学 奥田町内

・昼食レク ひかりの道 ・誕生日会

・誕生日会

５月
・第1回運営推進会議 ひかりの道

４．　令和２年度の在籍者目標

５．　令和２年度の月別事業計画

内　容 場　所 備　考


