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平成２６年度 法人本部事業計画

はじめに

平成２６年度は消費税の増税やそれに伴う介護報酬の改定が予定されております。嘉祥

会周辺の地域には新たな有料老人ホームや小規模デイサービスが開設され、また、特別養

護老人ホームの建設も計画されており、益々厳しい環境の中でのスタートとなります。

マイナス面を考えているばかりでは前には進めないため、如何にして、他法人との差別

化を図るか、法人の特色を打ち出すかが必要となります。

今年度は、全事業所で「おもてなしの心」、「楽しい時間の提供」、「地域の宝の発掘」を

重点目標とし、生活サービスからハートサービスの充実を行っていきます。来園される方

が建物に入る前にもここを利用したいと思っていただけるよう、昨年の外構整備に続き中

庭のリフレッシュ工事を行います。また、月一カフェの開催、秋刀魚祭り、ぬくもりの園

周辺の美化活動等、地域に向けての活動を各事業所の担当職員が協力しながら、チームと

して行う仕組みを作っていきます。

さらに、より良いサービスの実現に向け、事故防止委員会を設置し、施設内での介護事

故を未然に防止し、安全で質の高いケアを提供する体制の整備するほか、営業の強化、嘉

祥会の特色でもあります、食に関するイベントの開催等を行っていきます。

各事業所の取り組みとしては、グループホームでは、ご家族に懐かしい味、思い出の味

を伺い、ご利用者に得意料理を聞き、おふくろの味をもう一度味わっていただく機会を作

ります。デイサービスでは、ご要望の多い入浴サービスの充実を、ショートステイでは、

特別養護老人ホームの併設ではない特色を活かした、在宅生活を続ける為の楽しい時間の

提供を、そして、介護ステーションでは、地域の皆様がより足を運びやすいイベント等の

開催、地域の宝の発掘を行っていきます。

今年度も、ご利用者が、ぬくもりの園を利用して楽しいと思って頂ける時間の提供、ご

利用者、ご家族、地域の皆様へおもてなしの心を持って接し、団塊の世代の方を中心とし

た地域の皆様の知識「地域の宝」の発掘による、地域福祉に更に力を入れていきます。
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１．基本理念

社会福祉法人嘉祥会は、人間としての「尊厳」を重視し、利用者個人の「意思」を尊重

した生活の場を目指します。

また、ご利用される皆様には、ゆっくりと、いっしょに、楽しく安心した生活の支援を、

真直な心、誠実な心、奉仕の心を持って、ご利用者やそのご家族と共に施設運営に取り組

むことを理念とします。

２．運営方針

（１）ご利用者の生活の質の向上

ご利用者一人ひとりのニーズと意思を尊重し、その人らしい生活の実現に努めま

す。また、ご利用者の心身の変化に応じて随時ケース会議で取り上げて改善します。

（２）事業の透明性の確保

ご利用者、ご家族、地域住民等へサービス内容や経営情報についての透明性に努

めます。また、外部による第三者評価などを実施し、情報公開を積極的に行います。

（３）事業執行の適正化

    事業執行にあたっては、介護保険、財務会計さらに個人情報保護等に関する法令

等を遵守して、適正な事業執行に努めます。

（４）公益性の推進

社会福祉事業の主たる担い手という高い公益性を有する法人とし、また、地域の

多様な福祉需要に対応していくために、低所得者や制度の狭間にいる方々に対して

の支援、公益的な事業の実施など社会福祉法人としての役割を担います。

（５）施設の社会化の推進

地域行事への参加、関係団体、他業種との連携など、地域との関係強化を図ると

ともに、ボランティアの受け入れを積極的に行います。また、本会が知り得た専門

的なケア技術や所有している設備等を地域の方々にご利用していただき、開かれた

施設づくりを行います。
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３．重点目標

（１）おもてなしの向上

平成 26 年度は全事業所において「おもてなし」の心を忘れずに、細やかな配慮でご

利用者に一を日楽しく、安全にお過ごしいただけるようサービスの提供を行っていき

ます。ご利用者並びにご家族のニーズを踏まえ、何に価値を感じるのか本質的に捉え、

新たなサービス、そして、質の高いサービスを提供できるよう、介護サービスにおけ

る高付加価値化に向けて取組んでいきます。

（２）事故防止委員会の設置

施設内での介護事故を未然に防止し、安全かつ適切で質の高いケアを提供する体制

を整備することを目的に、また、万が一事故が発生した場合は、最善の処置、対応が

行えるよう、そして、再発防止に向け施設全体で取り組むために「事故防止委員会」

を設置します。

この事故防止委員会は、施設長、副施設長、各事業所管理者及び看護師等で構成し、

各事業所からのヒヤリハットや事故報告書を分析及び改善策を検討する他、定期的に

各種マニュアル等の見直しを図り介護事故発生の未然防止、再発防止に繋げます。

また、検討された改善策を実施するため、職員に対して書面等により周知徹底を図

るとともに、介護事故発生防止に関する職員への教育・研修を、定期的かつ計画的に

行っていきます。

（３）営業活動の強化

営業担当職員よる居宅介護支援事業所や医療機関等への定期的な訪問営業活動を行

うほか、地域特性やニーズを把握して、地域へ向けた各種講習会を開催することによ

り本会の認知度向上に繋げ、選ばれるサービスを確立し、新規利用者の獲得・リピー

ト利用の定着に努め、効率的な運営を行っていきます。

また、訪問営業時には、各事業所のイベントや行事、空き室情報の他、介護ステー

ションにおけるイベント等についても併せてご案内を行い、嘉祥会の取組みについて

認知していただくことにより、居宅介護支援事業所や介護支援専門員等との繋がりを

強化していきます。また、ホームページの充実や会報誌の発行による周知、宣伝活動

についても強化していきます。
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（４）防災、防火対策の強化

災害時における被害を最小限にとどめるため、通報連絡・避難誘導・消火の訓練な

どの防災総合訓練を年 2 回行います。また、地域との合同防災訓練に参加し、地域と

の相互連携、相互支援を強め、防災に対する共同共助意識の向上に努めるとともに、

地域の方を対象とした、災害時等に必要と想定される車いすなどの介護用品の取扱い

に関する講習会を実施します。

そして、消防用設備基準を遵守し、消火器、火災報知機、非常誘導灯、スプリンク

ラー設備、自動火災通報報知などの消防用設備等の点検を定期的に行い災害に備えま

す。さらに、災害時おけるライフラインの停止を想定し、備蓄品の充実を図るととも

に備蓄品の点検、管理も徹底します。

（５）公益事業の開始

サービス付き高齢者向け住宅の建築工事の開始に合わせて、入居者獲得に向けての

営業活動を開始します。営業方法としては、各区市町村、居宅介護支援事業及び福祉

事務所等へのダイレクトメールの発送や訪問営業を行うとともに、有料老人ホーム等

紹介センターとの契約も予定しています。

また、広報・宣伝活動としてホームページを新たに開設するほか、各種新聞等への

掲載も行い幅広く周知・宣伝活動を行います。さらに、職員研修会を開催し、サービ

ス付き高齢者向け住宅に関する知識等の向上を図るとともに各関係機関が主催する各

種就職説明会へ参加し人材確保にも努めます。

開設後は、既存のぬくもりの園の介護サービスや提携医療機関と連携を図りながら、

高齢者単身・ご夫婦世帯の方が安心して長くご生活できる住まいを目指し運営を行っ

ていきます。

（６）収益事業の充実

合祀墓利用希望者の獲得向けた本格的な営業活動を実施します。営業方法としては、

各区市町村、居宅介護支援事業、福祉事務所等のほか、葬儀社や火葬場等への訪問営

業活動を実施するとともに合祀墓に関するホームページを充実し宣伝活動の強化にも

努めます。

また、霊園見学希望者へ最寄駅から霊園までのご送迎や現地のご案内及びご説明な

どのサービスも検討していきます。さらに、有限会社みどりの杜様や葬儀社の方にご

協力いただきながら、地域の方を対象とした合祀墓や葬儀等に関する「終活講座」を

定期的に開催するほか、合祀墓利用希望者への説明会等も検討していきます。

さらに、介護用品及び福祉用具の販売事業についても、介護ステーションにおいて

各種福祉用具等の展示を行うとともに、福祉用具を取り扱う業者とのタイアップ等を

検討しながら、ご利用者のニーズに併せた福祉用具の販売を行っていきます。
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（７）食に関するイベントの開催

    地域貢献活動の一環として、地域住民や各居宅介護支援事業の介護支援専門員等を

対象として、ぬくもりの園で提供しているお食事を召し上がっていただくイベントを

開催する他、介護食、老人食や非常食に関する講座などを実施し、地域住民や介護支

援専門員等との繋がりを強化していきます。
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介護ステーションぬくもりの園 事業計画

１．目的

  高齢化率の高い小山田桜台地区をはじめ、地域の方に住み慣れた地域で安心して生活

していただくための支援を行うことを目的とします。

２．事業内容

（１）高齢者の方の心配ごと・悩みごと相談

地域の方が、住み慣れた地域で安心して生活していただけるよう、各専門家の方々

と連携を図り、「高齢者の方の心配ごと・悩みごと相談」を実施します。

（２）地域交流スペース

地域の方が気軽に訪れ、憩いの場としてご利用していただくため、地域交流スペ

ースを利用し各種イベントを開催します。

（３）地域の方を対象とした講座等の開催

地域の方を対象とし、各専門家の方々と連携を図り、講座を開催します。

（４）高齢者見守りサービス

支援を必要とする地域の高齢者に対する見守りや声かけ等の活動を行い、高齢者

の安否を日常的に確認し、異常等を発見したときに迅速に対応できる体制を確保す

ることにより、高齢者が住み慣れた地域で安心して、自立した生活を継続できるよ

う支援します。

（５）エコキャップ回収

    

地域の方が介護ステーションに訪れて頂くきっかけ作りを目的とし、軒先にペット

ボトルキャップ回収容器を設置いたします。また、集まったキャップは回収団体に送

付し、回収個数を軒先に掲示します。
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３．重点目標

（１）地域へ向けた情報発信の推進

   

ア．一人でも多くの方に介護ステーションを知っていただく為、軒先看板、チラシ、

訪問営業などを活用し情報発信に努めます。

イ．地域の方を対象としたイベント情報、ブログの更新等、常に最新の情報がホーム

ページで発信できるよう努めます。

（２）講座・イベントの開催

  

ア．地域の方を対象とし、各専門家の方々と連携を図り、「終活講座」などを開催い

たします。また、忠生第 1 高齢者支援センターと「認知症サポーター養成講座」

を開催し、啓蒙・啓発に努めます。

   

イ．地域交流スペースを活用し、「折り紙講座」、軒先にて「足湯体験」を実施いたし

ます。その他、地域交流スペースを活用した講座・イベントの開催を検討します。

   

ウ．小山田桜台団地祭へ参加、出店をいたします。

   

エ．地域の方を対象とし、有限会社みどりの杜にご協力いただき、お守り、お札のお

炊き上げの仲介をします。

（３）信頼関係の構築

  

ア．地域の方が、介護ステーションへ相談に訪れていただけるようコミュニケーシ

ョンを図り信頼関係の構築に努めます。

イ．地元町内会、自治会と連携を図り信頼関係の構築に努めます。

     

ウ．介護ステーションに訪れる地域の方に、また来訪していただけるようおもてなし

の心で接客サービスの質の向上に努めます。

   

（４）中期計画

地域に潜在するボランティア活動の担い手となるマンパワーを発掘し、支援を必要

とする地域の方に結びつける事業を将来的に実施できるよう仕組みづくりをします。
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高齢者グループホームぬくもりの園 事業計画

（共用型認知症対応型通所介護）

１．目的

家庭的な環境の中で、食事や入浴、排泄などの日常生活の支援及び心身の機能訓練を行

い、安心と尊厳のもと、ご入居者がその有する能力に応じて可能な限り自立した日常生活

が送れるよう支援することを目的とします。

２．運営方針

（１）入居者の生活

緑豊かな環境の中で、ご入居者のペースで、ゆったりと、安心し、ご自宅で生活し

ているような雰囲気作りを目指します。お一人おひとりの役割を見つけ、それが生き

がいとなり自立につながるよう日常生活を支援します。

（２）地域との交流

自治（町内）会主催の行事や地元小学校の行事、隔月に開催している地域運営推進

会議などを通じて地元自治（町内）会との交流を図ります。また、本会の介護ステー

ションを通じて近隣の方とのふれあいの場を設け、地域に密着したグループホームづ

くりに努めます。

（３）環境整備

ア．危険箇所の点検を実施します。

イ．中庭と玄関前の花壇には年に２回、町田市から配布される季節の花の苗をご入居

者と職員が一緒に植え付け、水やりや手入れを行って成長を楽しむとともに、施設

の美化に取り組みます。

ウ．毎日の清掃に加え、施設内の床及び窓の清掃を年に３回、換気扇の清掃を年に２

回、エアコン及びエアコン室外機の清掃・消毒を年に１回、害虫駆除年２回、専門

業者へ委託して施設内の衛生管理に努めます。
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３．重点目標

（１）入居者と地域の方とのふれあう機会を増やします。

ア．日常の散歩や買い物で地域住民との交流を深め、地域の夏祭りやふれあい会を始

めとする行事や近隣の小学校の運動会や学芸会に参加します。

イ．地域の資源、図書館や博物館、カルチャーセンターなどの情報をご入居者に提供

し、積極的に利用します。

ウ．ご入居者の生活範囲を広げ、地域住民とふれあう機会を増やし、グループホーム

が自らの生活の場であると実感して頂きます

（２）入居者が意欲的に日々の生活を送る事が出来る環境づくり

ア．ご入居者が作った作品をふれあい会や介護ステーションに展示し、地域住民の方

にプレゼントします。

イ．ご入居者に、作る楽しさ、作った物を地域の方が手に取り喜んでもらえる嬉しさ

を感じて頂き、その場に来て下さった地域の方との交流を深めます。

（３）入居者とその家族の食事会の開催

ご入居者の得意料理を職員と一緒に調理しご家族を招待します。グループホームで

生活されていても、昔と同じ母親の得意料理をご家族に味わって頂きます。また、ご

入居者にはご家族の笑顔や作る喜び、達成感を感じて頂きます。

（４）入居者に楽しい時間の提供

ア．ご入居者とのコミュニケーションを図り、ご入居者が希望されている事に気づき

実施します。

イ．月に一度のアンケートで、ご入居者のご希望が言いやすい・知りやすい環境も整

えます。

（５）入居者と家族へおもてなしの実現

ア．日常生活の中で季節に応じた行事に提供する食事や四季折々の風情ある雰囲気作

りに努めます。
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イ．ご入居者及びそのご家族に礼儀正しく、ご入居者には年長者を敬う気持ちを忘れ

ずに接します。

ウ．グループホームの会議にて接遇に関する勉強会を行います。

（６）共用型認知症対応型通所介護重点目標

ア．ご自宅で生活しているような少人数ならではのなじみのある環境・雰囲気の中で、

日常生活動作（調理の手伝い、掃除、洗濯など）を行なう事で身体的機能を維持し、

ご利用者の残存機能を引き出すよう支援します。

イ. ご自宅での入浴が難しいご利用者には清潔保持の為、安心して入浴して頂けるよ

う入浴サービスの提供も行います。

ウ. ご利用中のご様子（出来る事、困っているる事など）をご家族・介護支援専門員

へご報告し、信頼関係の構築に努めると共に、在宅生活が継続できるよう連携を図

ります。

エ. ご利用者へのサービス内容や料金設定が明確なご案内(チラシ)を作成します。ま

た、営業方法や訪問先を見直し、新規ご利用者の確保に努めます

４．対象者

６５歳以上の認知症状のある要介護認定者及び要支援２認定者

（４０歳以上で介護保険上の１６種類の特定疾患のある方を含む）

５．利用定員

（１）グループホーム

１８名

年間平均９７％の稼働率を目指します。

（２）共用型認知症対応型通所介護

   ３名（１日）

   年間平均２５％の稼働率を目指します。
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６．サービスの内容

（１）入居者の生活

決められた日常の流れを作らず、自宅で生活をしているような、自由でゆったりと

した時間を過ごしていただきます。日々の生活の中で、お一人おひとりの役割を持ち、

その役割が自信となって自立に結びつくよう生活を支援します。

（２）家族との交流

  

ア．毎月、ご入居者の日々の生活の様子を手紙にてお知らせします。

イ．ご家族に参加して頂く敬老会・クリスマス会・家族会等、交流の場を設けます。

ウ．ご家族に地域の方々とも交流の機会がもてるように、ふれあい会などへの参加に

お誘いします。

（３）食事

  

ア．ご入居者の状態に合った食事の形態を、一口大、刻み食、ミキサー食などに変更

し、アレルギーや食事量に注意して食事を提供します。

イ．年間行事の流しそうめん、バーベキュー、もちつきなど季節の行事をおこない、

季節感を味わっていただきます。春には、トマト、きゅうり、なす、おくら、ピー

マン等の苗をご入居者と中庭に植え、夏に収穫し食卓を彩ります。

（４）健康管理

ア．介護職員、看護師による朝・夕・入浴前後のバイタル測定を行い健康管理に努め

ます。

イ．１週間に一度の歯科往診。

  ウ．２週間に一度の内科往診。

  エ．介護職員によるケアカンファレンスを通して、全職員がご入居者の心身の状態を

把握し支援します。また、研修等を通じて感染症に関する正しい知識を持ち、その

予防に努めます。
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   連携病院： ・新天本病院

・あいクリニック

・木曽団地歯科

・菅井歯科

・小室医院

   連携施設： ・介護付有料老人ホームグランマ八王子・立川

         ・サービス付高齢者向け住宅リバーサイド立川

（５）介護計画

ご入居者の心身の状況及び置かれた環境並びに過去の生活習慣を把握します。また、

介護計画に出来る事やその可能性を反映し、画一的なものとならないよう作成し、介

護計画をご入居者及びそのご家族へ説明します

７．年間行事

（１）年間行事予定表

月 行事名 内 容

４月 お花見ツアー お弁当を持って、花見へ出掛けます。

５月 鯉のぼりツアー
鶴見川に飾られる鯉のぼりを見学し季節を感じて

いただきます。

６月

相模原北公園

紫陽花見物ツアー

北公園に咲いている色とりどりの紫陽花を楽しん

でいただきます。

流しそうめん
中庭に流しそうめん用の竹を用意し、流れて来るそ

うめんを食べ、楽しんで頂きます。

７月 七夕祭り
七夕飾りを作り、願い事を書いた短冊を笹に飾って

楽しんでいただきます。

８月 大夏祭り
手作りの屋台でヨーヨー釣りや的当て等のゲーム

を楽しんでいただいた後、盆踊りを行います。

９月

ご入居者とご家族の

食事会

ご入居者の得意料理を職員と一緒に調理し、ご家族

に味わって頂きます。

敬老祝賀会

家庭的なおもてなしでご入居者の長寿を祝います。

また、参加されたご家族から、ご入居者へ感謝の手

紙を朗読していただきます。

１０月

大運動会
１階・２階ご入居者対抗で玉入れやパン喰い競争な

どを行い、交流を深めます。

バーベキュー大会
中庭を利用し、他事業所と合同でバーベキューを行

い、交流を図ります。
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１１月
さんま祭り

秋空の下、屋外で旬のさんまを焼き、五感を通して

季節感を味わって頂きます。

紅葉見物ツアー 観光バスを利用して、紅葉見物へ出掛けます。

１２月

クリスマス会
ご入居者と職員がともに出し物を披露し、ご家族の

方にも参加していただきます。

家族会
ご家族同士でグループホームホームに対する疑問

や要望を話し合います。

お餅つき
大きな臼と杵で餅をついたあと、好みの味付けで召

し上がっていただきます。

１月 初詣 氏神様が祭られている神社へ初詣に出掛けます。

２月 節分豆まき 職員扮する鬼にめがけて、豆まきを行います。

３月 ひな祭り
手作りの雛を飾り、歌をうたって桃の節句を祝いま

す。

毎月 誕生日会 ご入居者の希望に添って誕生日を祝います。

（２）町田市グループホーム活動報告会

年に１回、町田市内の会場で市内のグループホーム全事業所が参加し、グループホ

ームとしての活動を紹介します。職員の講演やビデオでの施設紹介、ご入居者へのイ

ンタビュー等、活動の発表形式は毎年異なりますが、工夫を凝らしグループホームを

説明します。

（３）町田市グループホーム入居者作品展示会

   毎年町田市国際版画美術館内の展示室で行われる展示会では、市内のグループホー

ム各事業所が、ご入居者の取り組んだ手工芸品等を展示します。

８．防災防火計画

（１） 防災教育や毎日定時での自主点検の実施等で、防災に関する職員の意識を高め、予

防活動に努めます。また、消防計画に基づき避難訓練と消火・通報を含む総合防災訓

練及び地域の防災訓練にご入居者にも参加して頂きます。

（２）職員会議にて防災防火についての勉強会を定期的に実施します。
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高齢者デイサービスセンターぬくもりの園 事業計画

１．目的

ご利用者が可能な限りご自宅で自立した生活が営むことができるよう、日常生活上にお

いて必要な支援及び機能訓練を行なうことにより、ご利用者の社会的孤立感の解消及び心

身の機能の維持並びにご家族の介護の軽減を図れることを目的とします。

２．運営方針

（１）環境作り

ご利用者が「また来たい」「あなたに逢えてよかった」と思えるような家庭的で、ぬ

くもりのある環境づくりに努めます。

（２）生きがい作り

ご利用者の日常生活や会話の中から趣味・楽しみを見つけることで、可能な限りそ

のサービスを提供し、生きがいを持てるように努めます。

（３）自立支援の推進

職員が全て支援するのではなく、例えば、配茶、調理、昼食配膳、洗濯物たたみ等

の自分で出来ることを行う事で、自ら参加し、「出来る」という達成感のあるご利用者

主体の支援に努めます。

（４）家族支援

ご家族と対話（意思・選択・希望・悩み等）を持ち、相談、提案することで介護量

の軽減が図れるよう努めます。

（５）地域交流

ご利用者と地域・ボランティアの方による季節行事や音楽会、お菓子づくり、手工

芸等を開催することで、地域との交流の場が持てるように努めます。
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（６）開園日

ア．認知症対応型通所介護

   年末年始の 12月 31 日～1 月 3日までと、日曜日を除いて開園いたします。平日・

土日に加え、祝日も開園します。

  イ．小規模型通所介護

    年末年始の 12月 31 日～1 月 3日までと、日曜日を除いて開園いたします。平日・

土日に加え、祝日及び第 1、最終日曜日も開園します。

（７）広報活動

「デイサービス活動予定」を毎月発行し、活動内容や情報をご利用者並びにご家族や

関係機関へお知らせします。また、介護ステーションを拠点とし、近隣住民や各関係

機関へ広報活動を行う事で、利用者増加に繋がるように努めます。

３．重点目標

（１）いつも笑顔で、楽しい時間の提供

ア．ご希望の多い入浴時間を最大限に設けられるよう、業務の見直しを行います。ま

た、入浴時の体調変化等に対する知識の向上を目指します。

  イ．機能訓練士の立てた計画をもとに、レクリエーションを交えたサービスを楽しみ

ながら実践できるよう提供します。

  ウ．明るく、楽しく、元気よく、を心がけ、笑顔をたやさず、チームワークを大切に

しながらサービスを提供することで、ご利用者とのコミュニケーションを図る時間

を設け、信頼関係を築き、自立支援に努めます。

（２）おもてなしの向上に努めます

   様々な研修で取得した、接遇や接応等をふりかえり、真直な心、誠実な心、奉仕の

心を念頭に置き、ご利用者と接します。
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（３）地域の方へ施設の開放

   フロアを多目的ルームとして、また、3 つの入浴設備を活かし、日曜日の介護保険

適用外の入浴サービスを実施します。

（４）食事の充実

  ア．地域の農家の新鮮な野菜を使用した料理を提供します。

  イ．毎月、郷土料理フェアを開催し、故郷の味を楽しんでいただきます。

ウ．ホール内でも調理を行ない、新鮮な野菜を使用した料理、栄養バランスが行き届

いた料理で、視覚、嗅覚、味覚を楽しめる食事を提供します。

エ．旬の果物を地方から取り寄せ提供します。

  オ．配膳に要する時間を短縮し、温かい食事を提供します。

（５）環境整備

  ア．危険個所の点検を実施します。また、開設１３年目を迎え、室内壁紙の張り替え

など補修箇所を実施します。

  イ．施設内の床及び窓の清掃を年に３回、換気扇の清掃を年２回、エアコン及びエア

コン室外機の清掃・消毒を年１回、害虫駆除を年４回、専門業者へ委託して施設内の

衛生管理に努めます。

  ウ．毎日の清掃に加え、加湿器や空気清浄機のフィルター清掃や電気ポット洗浄を定

期的に実施し、衛生管理に努めます。

４．対象者

６５歳以上の要介護認定者及び要支援認定者

（４０歳以上の介護保険上の１６種類の特定疾患のある方含みます）

５．利用定員

２８名（認知症対応型通所介護１２名×１単位・４名×１単位）

（小規模型通所介護１２名）
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ア. 認知症対応型通所介護７０％の平均稼働率を目指します。

イ. 小規模型通所介護８０％の平均稼働率を目指します。

６．サービスの内容

（１）生活支援・援助

ア．趣味・生きがい活動を通して身体的機能を維持し、ご利用者の残存能力を引き出

すように支援します。

イ．個別機能訓練計画による効果測定を行ない、身体機能向上を目指します。また、

ご家族には、介護の軽減が図れるように援助します。

（２）食事

ア．通常食のほか、利用者に合わせて、食べやすい大きさ（一口大・刻み・極刻み・

ミキサー食）にて提供します。

イ．お茶・汁物などのトロミつけを行いながらも、食材の風味や見た目が損なわれな

いように心掛けます。

（３）入浴

清潔保持や気分転換が図れるよう、安楽に入浴して頂きます。銭湯気分で大風呂に

入り、家庭には無い楽しみを味わって頂きます。身体のご状況により、安全安心な特

殊浴槽と、身体的な負担が少なく、体の芯からあたたまるミストシャワー入浴槽でゆ

っくり、ゆったりとした時間を楽しんでいただきます。また、毎月 26日の週には塩釜

温泉浴を実施し、さらに、お塩風呂や薬用入浴（湯の素）等も楽しんでいただきます。

そして、檜浴槽を活用した足湯も提供致します。

（４）環境整備

施設内感染の防止、体調管理のため、室内温度、湿度管理を徹底致します。施設内

の整理整頓、毎日の利用終了後の清掃により、施設内の清潔、衛生管理に留意すると

ともに害虫駆除も行います。また、危険箇所の点検を実施し、事故防止に努めます。
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（５）送迎

ご利用者宅の玄関へお迎えに行き、玄関までお送りします。送迎中、車内の温度管

理・体調管理に注意します。必要に応じて介護職員が添乗し、歌や会話を楽しみなが

ら安全に送迎を行います。

（６）日課

ご利用者の気持ちに寄り添い、おもてなしの心を抱きながら、個人のペースに合わ

せ、ご利用者の経験や知識を活用できるメニューづくりを目指します。また、ご家族

やボランティアの方の協力を得て、楽しみながら機能訓練に繋がるレクリエーション

を実施します。

（７）健康管理

ご利用者及びそのご家族、職員の安全の為、施設内感染の防止、体調管理に努めま

す。デイサービスセンター到着後、バイタルチェック（血圧・体温・脈拍）を行いま

す。また、入浴前後も最近の状況やご家族からの連絡帳の内容を参考にし、再確認し

て身体状況の確認をきめ細かく行います。さらに、活動中においても体調の変化等が

認められた場合は、その状況に応じて、介護支援専門員、医師、看護師、ご家族と連

携を図り、必要な対応、処置を行ないます。

７．年間行事

季節に応じた行事を多く開催します。過ごしやすい季節には、外出行事を多く取り入

れ、ご利用者に四季を感じていただきます。

月 行 事 内 容

４月

桜御膳
ちらし寿司に天ぷらと茶碗蒸しに桜の花びらを添えて、季

節感を楽しんでいただきます。

お花見めぐり
桜の名所「尾根緑道」や近隣の公園へ出かけ、春の風物詩

の桜を見学していただきます。

春の園遊会

ホール内に春の雰囲気飾り付けを行ない、和菓子に合うお

茶をたて、春のひと時を過ごしていただきます。また、ボ

ランティアの方による舞踊を楽しんでいただきます。

５月

鶴見川     

鯉のぼりツアー

鶴見川の名物、100 匹以上の「鯉のぼり」を見学していた

だきます。

ゴールデン   

ウィークＤＡＹ

期間中、菖蒲湯を提供し、季節を感じていただきます。
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筍御膳
筍をふんだんに使用した料理を提供し、季節を感じていた

だきます。

６月

子どもたちとの

交流会

恒例になりました、保育園児との交流会を開催します。園

児のかわいい踊りや歌を楽しみ、終了時にはご利用者から

園児へ手作りメダルをプレゼントし交流を図ります。

「高幡不動」    

紫陽花めぐり

紫陽花で有名な「高幡不動」へ出かけ気分転換や季節を感

じていただきます。

江戸前寿司づくし
寿司職人さんにお越しいただき、江戸前寿司を握っていた

だきます。日本の文化「お寿司」を楽しんでいただきます。

薬師池の    

蓮の花めぐり

薬師池や近隣の公園へ出かけ、蓮の花を見学します。

７月

七夕祭フェア―

七夕に因んだ食事やかき氷、フルーツバイキングなど召し

上がっていただきます。また、ボランティアの方によるフ

ラダンスショーを開催し、楽しいひと時を過ごしていただ

きます。

流しそうめん祭
園の中庭を利用し、若竹で流しそうめんを召し上がってい

ただきます。

孫と触れ合う  

体験学習

福祉の仕事を目指している高校生、体験実習の中学生の皆

さんと触れ合います。孫のような、若い高校生や中学生と

お話をし、レクリエーションを楽しんでいただきます。

８月

夏祭りフェア―

ホール内の飾り付けを行ない、日本の夏を楽しんでいただ

きます。食事はフロア内で、屋台風な焼きそば・たこ焼き・

フランクフルトなどを味わっていただきます。また、スイ

カ割りやヨーヨーすくいなどのレクリエーションも取り

入れ、昔ながらの夏を演出します。

みんなで踊る  

浴衣祭り

ご利用者の皆さま、職員も浴衣に着替え、手作り櫓を設置

し、太鼓のリズムに合わせ盆踊りを楽しんでいただきま

す。

スタミナフェアー

暑い夏を乗り切れるよう、ゴーヤチャンプル、キムチチャ

ーハン、鰹だしたっぷりの沖縄そばを召し上がっていただ

きます。

９月

秋の園遊会

ホール内に秋の雰囲気をつくり、和菓子に合うお茶をた

て、秋のひと時を過ごしていただきます。またボランティ

アの方による舞踊を楽しんでいただきます。

感謝祭
紅白幕で施設内の飾り付けを行ない、お食事は、松花堂弁

当を提供します。心をこめて作った手作りの記念品を、手

渡し、ご利用者へ日頃の感謝の気持ちをお伝えします。

秋田名物    

稲庭うどん祭り

秋田県名物の「稲庭うどん」を、冷たいうどん、温かいう

どんを選んで、召し上がっていただきます。
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１０月

薬師池公園   

紅葉満喫ツアー

近隣にある紅葉の名所「薬師池公園」へ出かけ、季節を感

じていただきます。

栗ひろいへ行こう
近隣の栗林へ栗ひろいに出かけます。ひろった栗は、栗ご

はんや、自宅へ持ち帰っていただきます。

秋の運動会

ぬくもりの園「大運動会」を開催します。玉入れや風船バ

レーボール・パン食い競争など、身体を動かしながら楽し

んでいただきます。食事はお弁当をイメージした形で、ウ

インナーや唐揚げなど、昔の運動会を思い出していただけ

るよう提供します。終了時には皆さまへ賞状を手渡し、運

動会を満喫していただきます。

１１月

菊花展見学
薬師池公園へ出かけます。色とりどりの季節の花を見学

し、気分転換を図っていただきます。

旬のさんま祭り

脂ののった旬のサンマを、炭火でじっくりと焼き上げま

す。焼きたてのサンマを屋外で召し上がっていただき、季

節を感じていただきます。

１２月

昔ながらの   

餅つき大会

中庭で恒例の餅つきを行ないます。もち米を蒸かし長年使

用している臼と杵で、お餅をつきます。つきたてのお餅は、

きなこやあんこ、大根、納豆などで召し上がっていただき、

昔ながらの日本の文化を楽しんでいただきます。

クリスマス   

パーティー

クリームシチュー、チキンやクリスマスケーキなどを召し

上がっていただきます。サンタやトナカイに変装した職員

より手作りクリスマスプレゼントを、ご利用者の皆さま

に、感謝の気持ちを込めてプレゼントします。

ポカポカゆず湯
冬至をまたぐ１週間、湯船に柚子を浮かべ昔ながらの「柚

子湯」を楽しんでいただきます。

１月

新年のつどい

玄関には門松、ホール内も飾り付けを行ないます。手作り

の鳥居も設置し、雰囲気を演出します。ボランティアの方

による獅子舞・尺八演奏・ひょっとこ踊りを楽しんでいた

だき、おせち料理を召し上がり、お正月気分を満喫してい

ただきます。

七草粥フェア―

お正月での疲れた胃を、七草を使用したお粥で休めていた

だきます。七草粥にまつわる昔話を皆さまで交換し、懐か

しい思い出話に花を咲かせます。

あったか    

ちゃんこ鍋

さまざまな食材を詰め合わせ、大鍋で、じっくり煮込んだ

「ちゃんこ鍋」を召し上がっていただきます。
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２月

福招き節分

職員が変装し鬼役となります。新聞紙をまるめて作った豆

を、ご利用者が鬼に投げつけ無病息災を祈願します。お食

事には甘納豆を召し上がっていただきます。

梅の花めぐり 近隣にある梅の花の名所へ見学にいきます。

北海道の味めぐり

北海道産物「海の幸」と取りよせ、チャンチャン焼きをご

賞味いただきます。ホール内で調理することで、鮭の焼く

音や匂いなどを楽しんでいただきます。

３月

ひな祭り

ホール内にお雛さまやお花を飾り雰囲気を、味わっていた

だきます。甘酒やケーキ、桜餅などを召し上がっていただ

きます。

手巻き寿司   

パーティー

ご利用者と一緒に、たくさんの具材を準備し、お好みの手

巻き寿司を作り、召し上がっていただきます。

毎月 誕生会
お誕生日を迎えたご利用者に感謝の気持ちをこめてお祝

いします。

８．防災防火計画

毎日定時での自主点検実施を行い、防災に関する職員の意識を高め、予防活動には積極

的に努めます。また、火災などに対しては、消防計画に基づき年２回の消火訓練・通報訓

練・避難訓練や消火器取扱い訓練を実施します。さらに町内会との連携を図り、速やかに

行動できるよう努めます。
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高齢者ショートステイサービスぬくもりの園 事業計画

１．目的

ご利用者お一人おひとりの意思及び人格を尊重し、利用前の居宅における生活と利用中

の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいてご利用者が相互に社

会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことができるよう支援すると共に、ご利用者の

心身の機能の維持並びにご家族の身体的及び精神的介護の軽減が図れるよう支援すること

を目的とします。

２．運営方針

（１）ユニットケア（個別支援）

   ご自宅での生活と同じようにご利用して頂けるよう、ご利用者の生活様式や生活習

慣などを把握すると共に、自律した日常生活を過ごして頂けるように努めます。

（２）信頼関係の構築

ア．介護内容について職員間で話し合い、提案や報告、相談を行う事で、ご家族や介

護支援専門員との連携を図り、信頼関係の構築に努めます。

イ．送迎時、ご家族に利用中の様子を書面や写真などで伝え、コミュニケーションを

図れるように努めます。

３．重点目標

（１）楽しい時間の提供

   ご利用者の趣味や特技を、ご利用者を中心として職員も一緒に行います。また、ボ

ランティアの方にお手伝いして頂きながら、意欲を持ち、充実した生活が送れるよう

に努めます。

（２）食事の充実

   ア．行事の際は、その季節に合った料理をご用意し、目で楽しみ、香りを感じ、味

わって頂きます。
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   イ．四季の旬な野菜を地元の農家から直接仕入れ、季節料理を提供します。また、

毎月季節の旬な果物を原産地から取り寄せ提供し、原産地や果物などの話をしな

がら召し上がって頂きます。

   ウ．朝食には焼き魚などを増やすと共に、洋食も取り入れご家庭での朝食の雰囲気

を味わい、召し上がって頂きます。

（３）利用者と家族へおもてなしの実現

   ア．ご家族送迎の際、職員が玄関にて笑顔で出迎え、来て良かったと思って頂ける

ような対応に努めます。

   イ．職員による送迎の際は、車内での会話や季節の花などの景色を見ながら、ドラ

イブ感覚を楽しんで頂けるような送迎コース選びに努めます。

   ウ．ご利用者に笑顔で接しながら、目線を合わせて会話するなど、気遣いに心がけ、

安心してご利用頂けるように努めます。また、普段外出できない場所に行く等、

楽しく過ごせるよう配慮し、また来たいと思えるように努めます。

（４）職員間の情報共有の強化

   ア．職員間のコミュニケーションを深め、全職員で情報を共有し、共通の認識を持

ち、アセスメントを再確認します。また、定期的なカンファレンスを開催すると

共にモニタリングを行います。

   イ．ご利用者の状態を常に確認し、把握する事により、統一した介護サービスの提

供を行い、サービスの質の向上を目指します。

（５）職員研修の充実

毎月行う会議の中で職員が講師となり、勉強会を開催します。また、外部研修に参加

し、介護技術や知識向上を図り、より良いサービスの提供に努めます。

４．対象者

６５歳以上の要介護認定者及び要支援認定者

（４０歳以上の介護保険上１６種類の特定疾患のある方含む）
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５．利用定員

２０名

年間平均９３％の稼働率をめざします。

６．サービスの内容

（１）食事サービス

ア．近隣の畑から採れる新鮮な野菜を使用した料理を提供します。また、毎月季節の

旬な果物を原産地から取り寄せ提供します。

イ．栄養及びご利用者の心身の状況並びに嗜好を考慮し、生活習慣を尊重した適切な

時間に提供できるように努めます。また、自律して食事を摂る事ができるよう必要

な時間を確保するよう努めます。

（２）介護サービス

在宅生活が継続できるよう、ご利用者の心身の状況に応じて、適切な技術をもって

自律支援に努めます。また、ご利用者に楽しんでいただけるようなレクリエーション

を提供します。

（３）機能訓練

   ご利用者の心身の状況を踏まえ、自律した日常生活を送る上で必要な身体機能の維

持が図れるよう体操や、ケアビクスを行い機能訓練に努めます。

（４）入浴サービス

   ア．ご利用者の心身の状況に応じた介助を行い、楽しく、安心して入浴して頂ける

よう努めます。

イ．毎月６・１６・２６日は、塩釜温泉の源泉を使用し温泉浴を実施します。

（５）環境整備

   ア．施設内の整理整頓、利用終了後には清掃を行い衛生管理に努めます。また、危

険箇所の点検を実施し、事故防止に努めます。
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イ．年２回害虫駆除を専門業者へ委託して施設内の衛生管理に努めます。

（６）体調管理

   心身の状況観察とバイタルチェック(血圧・脈拍・体温の測定)等を行い、体調変化

の早期発見に努めます。また、必要に応じて服薬の援助、処置などを行います。緊急

時には応急処置を行うと共に、医療機関やご家族と連携を図り、迅速に対応するよう

に努めます。

（７）年間行事

月 行 事 内容

４月
山王林公園        

さくらめぐり

桜を観ながらお茶を召し上がり、皆様で楽しく談笑していた

だきます。

５月 節句祭
端午の節句に因んだ料理を召し上がって頂き、職員による出

し物を楽しんでいただきます。

６月
麻溝公園      

紫陽花めぐり

紫陽花を見ながら木陰でお茶を飲んで楽しく談笑していた

だきます。また、敷地内にあります、動物園に行きます。

７月
七夕

流しそうめん祭り

短冊に願い事を書いて頂き七夕の飾りつけを行います。ま

た、中庭にて流しそうめんを体験して楽しんでいただきま

す。

８月
屋台バイキング   

納涼祭り

盆踊りを行い、お祭りの雰囲気を楽しんでいただきます。ま

た、屋台風の料理を召し上がっていただきます。

９月 敬老祝賀会
式典を行い、お祝いにケーキを召し上がっていただき、メッ

セージカードをお渡しします。

１０月 秋の運動会
ご利用者対抗で玉入れやボール送りなど各種目を用意し、楽

しんでいただきます。

１１月

薬師池       

紅葉めぐり

紅葉を見ながら公園内を散策し鳥や池にいる魚に餌やりを

行い楽しんでいただきます。

さんま祭り
屋外で旬のさんまを炭火で焼き、焼きたてのさんまを召し上

がって頂きます。

１２月

クリスマス会
職員による出し物やクリスマスカードのプレゼント及びお

楽しみ料理を味わっていただきます。

餅つき
臼と杵を用意し、ご利用者にもお餅をついて頂き、いろいろ

な味付けを楽しみながら召し上がって頂きます。

１月 新春初詣めぐり 新年の挨拶を行い、近隣の神社へ初詣に行きます。
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２月 節分祭り
職員が鬼に扮して、ご利用者による豆まきを行い、職員の出

し物を楽しんでいただきます。

３月 ひな祭り
ご利用者と職員で歌やレクリエーションを楽しんでいただ

きます。

７．防災防火計画

火災に対しては、消防計画に基づき定期的な避難訓練や消防機器の取扱い訓練を実施し、

地元消防団との連携を図り、速やかに行動します。また、非常災害時に備え、発電機、暖

房器具や食料水、日用品等を準備します。
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ヘルパーステーションぬくもりの園 事業計画

１．目的

要介護状態または要支援状態にあるご利用者が、可能な限りその居宅において、尊厳

を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を送ることができるよう、入浴、排

せつ、食事の介助その他の生活全般にわたる支援を行うことを目的とします。

２．運営方針

（１）要介護者及び要支援者の心身の状況などに応じた適切なサービスの提供を行いま

す。

（２）提供された介護サービスについて、ご利用者の目標の達成度や満足度等の評価を

行います。また、新たな目標の設定やサービス内容に変更等がある場合は、訪問介

護計画の修正を行い、その改善が図れるよう努めます。

（３）サービス提供

３６５日、日中、早朝、夜間及び深夜のサービスを実施します。

（４）営業活動

   

新規利用者獲得の為、交流のある居宅介護支援事業所へ月に 1回以上訪問します。

また、新たな居宅介護支援事業所にも訪問し、宣伝普及活動に努めます。

３．重点目標

（１）職員間の情報共有の強化

ア．ご利用者の状態、状況や環境の情報について、事業所会議、申し送りノート、

電子メールを活用し、職員間で迅速かつ適切に情報を共有します。

イ．ご利用者の状態、状況や環境の情報について変化があった場合、サービスに関

わる職員に速やかに連絡を行い、情報を共有します。



28

（２）信頼関係の構築

    ア．ご利用者の尊厳を保持し、常にその方の立場に立ち、信頼関係の構築に努めま

す。また、ご家族、介護支援専門員と連携を図りながら、安心なサービスの提供

に努めます。

イ．ご利用者の意向、要望、苦情に対し、迅速かつ適切に対応します。

ウ．ご利用者及びそのご家族に対する、おもてなし（接遇）の質の向上に努めます。

（３）車輌の管理並びに道路交通法の遵守

ア．ひと月に一度、タイヤの空気圧の確認を行います。空気圧を規定の量で保つ事

により、燃費の向上を図ります。

イ．タイヤのローテーションを行います。

ウ．６ヶ月若しくは５０００キロに１回オイルの交換を行います。また、オイル交

換２回に一度エレメントフィルターの交換も行います。

エ．２ヶ月に一度、洗車と車内清掃を行います。

オ．道路交通法を遵守し、安全運転を励行します。

カ．訪問活動時の車輌駐車位置及び駐車許可証の確認を行います。

４．対象者

  

６５歳以上の要介護認定者及び要支援認定者。

  （４０歳以上で介護保険上の１６種類の特定疾患のある方を含む。）

５．利用定員

常勤で一定の条件以上の職員のうち、ご利用者（前３月の平均値）が４０人又はその

端数を増す毎に１人以上の者をサービス提供責任者とします。

利用者５０名／月以上、サービス提供時間５００時間／月を目指します。
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６．職員配置

事業の実施にあたっては、管理者、サービス提供責任者、訪問介護員の配置が法令で

定められています。これらについては、職員の支援体制を考慮した最小限の員数として

定められたものであり、サービス利用の状況や利用者数及び指定訪問介護の業務量によ

り、適切な員数を確保するものとします。

７．誕生日プレゼント企画

    

ご利用者の誕生日近くに、切り花やそれ相応の品物を検討しお届けします。

８．職員の研修・会議

ご利用者の状態、状況や環境の把握、情報交換、コミュニケーションや介護技術の水

準を上げ、適切なサービスを提供できるように、毎月、定期的に職員の研修・会議を実

施し、資質の向上に努めます。

９．防災防火計画

（１）ご利用者宅の安全対策として、落下物、家具等の転倒防止を呼びかけます。

（２）震災、天災等発生時の対応

ア．ご利用者宅に訪問。または、電話等通信手段により安否の確認を行います。

  イ．地域包括支援センターや居宅介護支援事業所等と連携を図り、情報の共有に努

めます。
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居宅介護支援事業所ぬくもりの園 事業計画

１．目的

要介護状態または要支援状態にあるご利用者が、尊厳を保持し、可能な限り、その居宅

において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、指定居宅サ

ービス等の適切な利用等をすることができるよう支援を行うことを目的とします。

２．運営方針

（１）ご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自立した日常生活

    を営むことができるよう配慮して支援を行います。

（２）ご利用者の要介護状態等の軽減または悪化の防止に資するよう支援を行うとともに、

    医療との連携に十分配慮して支援を行います。

（３）ご利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、ご利用者の選択に基づ

    き、適切な保健医療サービスおよび福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ

    効率的に提供されるよう配慮して支援を行います。

（４）ご利用者の意思および人格を尊重し、ご利用者等の希望を踏まえつつ、公正中立な

    支援を行います。

３．重点目標

（１）要支援高齢者の確保

  ア．出張介護相談の実施

    室内での生活に支障がなくても、エレベーター未設置の団地５階に居住していた

   り、坂道の歩行に不安があったりと、地域の特性から外出が困難となっている前期

   高齢者でも、住み慣れた自宅で生活し続けられるように、出張介護相談を実施して、

   要支援認定の申請代行や介護予防サービス計画の作成等を支援します。

   

  イ．高齢者支援センターとの連携の充実

     

    堺・忠生地区の高齢者支援センターが主催する定期連絡会に参加します。相談員

   との信頼関係の強化を図り、高齢者支援センターから介護予防支援業務の委託を積
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   極的に受け入れます。

    

（２）ご利用者満足度の向上

ア．ご利用者満足度アンケート調査の実施

   

  ご利用者満足度の向上を目的として、ご利用者を対象とした満足度アンケート調

査を上半期に実施します。調査の内容はご利用者の期待と評価、他者への推奨度、

利用継続の意向等に関するもので、調査の結果は居宅介護支援サービスや接遇・マ

ナー等、ご利用者へのおもてなしの質の向上に活用します。

イ．職員研修の充実

  

  増加が見込まれる要支援高齢者や認知症高齢者、終末期を自宅で迎える高齢者等

へ質の高い居宅介護支援サービスを提供できるように、職員を対象とした研修を隔

月に開催して、リハビリテーションや認知症、在宅医療等の情報・知識の向上に努

めます。また、平成２７年度の介護保険制度改正を見据えた勉強会を適時実施しま

す。

  ウ．他サービス提供事業者等との連携の充実

    ご利用者の支援に関わる医療機関や介護保険サービス事業者のほか、ご友人や近

   隣住民、ボランティア等とも必要に応じて連携を図り、支援者の輪を広げて、ご利

   用者の生活の質の向上に努めます。

４．対象者

６５歳以上の要介護認定者および要支援認定者。

（４０歳以上で介護保険法上の１６種類の特定疾病がある方を含む）

５．利用定員

（１）介護支援専門員１名当たりの担当ご利用者数の上限は３９名とします。

（２）介護支援専門員の常勤換算人数に対する稼働率９５％の維持を目指します。

６．防災防火計画

（１）平常時の防災対策
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  ア．安全対策

①ご利用者宅を訪問時にガスコンロや仏壇等の火の始末、家具の転倒防止、照明器

  具の落下防止等、必要な安全対策の実施を呼び掛けます。

   ②事業所の書庫とロッカーを耐震器具で固定して、転倒防止を図ります。

  イ．必需品の備蓄

①ご利用者宅を訪問時に保存食料品や飲料水、医薬品等、必需品の備蓄の実施を呼

  び掛けます。

   ②事業所にラジオや乾電池等を備蓄して、情報収集の手段を確保します。

  ウ．連絡体制の整備

   ①ご利用者の緊急連絡先と連絡方法を定めて、緊急連絡先一覧表を整備します。

   ②職員緊急連絡網を整備します。

   ③市や医療機関、地域包括支援センター等の連絡先一覧表を整備します。

  エ．職員の防災知識の向上

  研修や防災訓練参加等により、職員の防災知識の向上を図ります。

  オ．防災訓練の実施

  

  他事業所と協力して、年間２回の防災訓練を実施します。

（２）災害発生時の対応

  ア．ご利用者の緊急連絡先一覧表を活用し、電話または電子メールを使用して安否の

   確認を行います。

  イ．社会福祉法人嘉祥会消防計画および防災マニュアルに基づいて、必要な対応を実

   施します。


