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平成２８年度 事業計画書（案） 
 

（自）平成２８年４月１日（至）平成２９年３月３１日 

 

 

社会福祉法人  慶和会  
 

 

１ 基本方針：利用者が希望を持って安心で快適に過ごせる施設を目指す。 

（１） 関係法令の遵守と利用者の人権とプライバシーを尊重したサービスの提供 

（２） 家族や地域との連携、協力による支援内容・体制の充実と拡大 

（３） 利用者の重度化多様化に対応した職員の資質向上及び進化する支援技術の導入 

（４） 快適な環境と癒しの場の整備 

（５） まどか園事業の理解を深めるため、関係団体との交流やホームページなどの広 

報活動の推進 

（６） まどか園の施設・人材を生かした地域福祉、社会福祉の向上に向けた地域貢献 

事業の検討 

 

２ 実施プラン 

（１） 施設・設備の改善：ＬＥＤ化、昇降ベッド導入、ノーリフト化、空き空間の有 

効利用、癒しの場や施設内外の整備 

（２） 相談事業の充実：平成２８年１月に開始した相談支援事業の利用拡大 

（３） 嘱託医との連携強化による利用者の健康増進 

（４） 職員組織の改革： 職員間の連携が深まるよう職員組織に基づく報告・連絡・相 

談の体制の構築及び副施設長、総務部長の設置による業務の円滑化の推進 

（５） 専門交流チームの設置：異なる職種の合同チームによる総合的な支援プログラ 

ムの提案・実行・検証による支援体制の構築 

（６） 社会福祉法人改革に伴う内部改革の実施 

 

３ 各事業の重点目標 

（１）施設入所支援事業 

①夜間帯を想定した避難訓練の実施、防犯カメラ及び警報機器の活用により、夜間 

帯の安全確保を目指す。 

②利用者担当制及びグループ制（※）での支援方法について検討し、更なるサービ 

スの充実を図る。 

③記録の電子化を推進する。 

④施設入所生活における利用者の衛生面及び健康管理に配慮した環境づくりを進 

める。 
※「グループ制」介護職員を副部長をリーダーとするグループ編成にすることより協力して支援する体制  

を目指す。  

「担当制」職員が入所者を一人ないし二人受け持ち、爪切りや髭剃りといった通常の介護業務では行き  

届かないことを適宜実施する。また、サービス管理責任者が作成する個別支援計画について詳細を精査 

する。 
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（２）生活介護事業 

①個別支援計画を軸としたリハビリ及び介護の充実を図る。 

②音楽リハビリをはじめとする日中活動の内容を深め、理学療法士（ＰＴ）、作業 

療法士（ОＴ）によるリハビリとの融合で利用者の積極的参加を促す。また、日常 

生活動作（ＡＤＬ）の向上、目標を持てる生活につなげる。 

③施設利用における利用者の衛生面及び健康管理に配慮した環境づくりを進める。 

④地域行事（福祉祭り、運動会、地域のイベントなど）への積極的参加及び、利用 

者の社会参加を支援する。 

⑤利用者個別のニーズに合わせた外出支援（日中以外で、夜景・イルミネーション 

見学等）の更なる充実を図る。 

⑥他市町及び他施設との連携と情報交換を行うとともに施設利用者の確保を図る。 

⑦担当制（※）での利用者支援により、より利用者への理解を深め、個別支援の充 

実を図る。 

⑧記録の完全電子化を推進する。 

（３）短期入所事業 

①利用者及び家族の事情等緊急性を考慮し、早急に施設利用が必要な方を優先的に 

対応出来るよう努める。 

②利用者本人に関する情報交換を家族及び関係機関等と密にし、連携を図る。 

③利用者の安定的確保を目指す。 

④相談支援事業及び生活介護事業との連携を深めることにより、短期入所利用者の 

確保に努める。 

 （４）相談支援事業 

   ・幅広い情報収集に基づき、利用者の要望にそったサービス等利用計画の作成に努 

める。 

 

４ 生活介護事業の具体的実施計画 

（１）入浴 

①男性入浴：月曜、水曜、金曜の午前に実施 

②女性入浴：火曜、木曜、土曜の午前に実施 

③入浴機器の点検及び浴室内の衛生管理に努める。 

④利用者が安全に快適に入浴出来るよう努める。 

（２）日中活動 

①月曜の午後：音楽リハビリ（個別、集団）火：映画鑑賞、水・金曜の午後：おや

つ、木曜の午後：カラオケ 

②第２・第４火曜日の午後：スポーツ教室（外部講師） 

③毎週火曜日の午後：ドライブ＆散歩 

④隔月第３金曜の午後：生花実演会（外部講師） 

（３）年間行事と行事食 

月 行     事 行 事 食 

４ ２１日 屋外食事会 焼きそば・お好み焼き 

５ ５日 端午の節句 行事食 

 ８日  福岡県身体障害者体育大会

（博多の森） 

 

 １８日 セレクト外出（第１回） 

２７日 防災訓練（昼間想定） 
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  ヘルシー料理 

６ １５日 セレクト外出（第２回）  

 １６日 花菖蒲見学（太宰府）  

 ２２日 喫茶会 コーヒー・紅茶・抹茶等 

 ２６日 ボウリング大会（博多スター

レーン） 

 

  全国名物料理 

７ ７日 七夕会 七夕そうめん、散らし寿司 

 １３日 セレクト外出（第３回）  

 ２３日 かまぶた納涼まつり 

３０日 井の口区民夏祭り 

 

 ３０日 土用丑の日 うなぎ料理 

  ヘルシー料理 

８ １８日 居酒屋まどか 低・ノンアルコール飲料と

居酒屋メニュー 

 ２６日 応急手当訓練  

  全国名物料理 

９ １９日 敬老の日 赤飯、デザート 

 ２１日 セレクト外出（第４回）  

 ２２日 お彼岸 おはぎ 

 ２７日 のど自慢カラオケ大会  

  ヘルシー料理 

１０ １６日 釜蓋区運動会  

 ２７日、２８日 コスモス見学  

 ２９日 まどか園まつり 模擬店 

 ３１日 ハロウィン パンプキンプリン 

１１ １日 開園記念日 祝膳 

 １６日 焼き芋大会 焼き芋、スゥィートポテト 

 ２５日 防災訓練（夜間想定）  

 ２７日 大野城市総合福祉まつり  

１２ ７日 餅つき きな粉餅、大根おろし餅 

 １９日～２２日 冬至（ゆず風呂） かぼちゃ・ゆず料理 

 ２２日 クリスマス会 クリスマス料理 

 ３１日 大晦日 年越しそば 

１ １日 元日 おせち料理、雑煮、お屠蘇 

 ７日 七草 七草粥 

 １１日 鏡開き ぜんざい 

  ヘルシー料理 

２ ３日 節分会 節分献立、節分ボーロ 

 １４日 バレンタインデー＆喫茶会 デザートバイキング、ドリ

ンク 

  全国名物料理 

３ ３日 ひな祭り 散らし寿司・デザート 

 １４日 ホワイトデー 特別デザート・ケーキセレ
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クト 

 １７日 お彼岸 ぼたもち 

 ２５日 風船バレー大会（南区体育館） 

２８日 まどカップ 

 

  ヘルシー料理献立 

 

５ 施設運営業務計画 

（１）保健衛生・健康管理 

①検温・脈拍測定（毎日）、血圧測定（毎週月曜日）、体重測定（月１回） 

②定期健康診断：年２回 

   ・血液検査、検尿、血圧、体重、胸部レントゲン、心電図、腹部エコー、心エコー 

③嘱託医回診（毎週木曜日） 

④歯科往診（週 1 回）、皮膚科往診（週 1 回）、泌尿器科往診（月１回） 

⑤理学療法士及び作業療法士によるリハビリ（週５日） 

⑥機械浴槽消毒（次亜塩素酸ナトリウム補充、水質検査、フィルター交換） 

⑦医療安全対策：安全管理 

・園内感染に係る安全管理のための体制整備（空気清浄機・除菌加湿器の設置） 

・医薬品に係る安全管理のための体制整備 

・医療機器に係る安全管理のための体制整備 

（２）食事サービス 

①基本方針 

・衛生的で適切な栄養を満たした美味しい食事の提供 

・利用者要望の調査に基づき生活の質（ＱＯＬ）の向上を目指す 

②重点項目 

   ・衛生管理：危害分析重点管理方式（ＨＡＣＣＰ）に基づく衛生管理の徹底 

   ・適時適温給食：温蔵庫の活用による適温給食の維持 

・食事形態：咀嚼・嚥下機能に応じた６段階区分による食事の提供 

・栄養管理：食品構成表に基づく栄養バランスのとれた給食の提供及び栄養補助食 

品の活用 

・栄養ケアマネジメント：利用者の生活維持・改善を基本とした個別栄養ケアマネ 

ジメントの実施 

・栄養指導：栄養ケア計画書に基づく個別または集団での栄養指導の実施 

・嗜好調査：年１回の嗜好調査の実施と集計結果の開示 

・献立の充実：主食セレクト、主菜セレクトの選択食の実施。（毎月第２土曜日と 

最終月曜日） 

・行事食・イベント食：暦に合わせた季節感のある行事食の提供（デザートバイキ 

ング、屋外給食、喫茶、実演を含めた食事会など） 

・全国名物料理献立：食育・イベント性を目的とした全国の名物料理の提供 

・ヘルシー料理献立：食育を目的とし、季節感のある食事を提供（隔月１回） 

③その他：より安全・安心に美味しい食事を提供するため給食業務を業者委託から 

直営へ切替等方策を検討 

（３）会議 

①理事会・評議員会：３月・５月のほか必要に応じて開催 

・予算案・事業計画案の承認、決算案・事業報告案の承認その他運営上の重要事項

の審議 
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②内部監査：原則として年２回、監事による業務・会計監査。 

③外部監査：税理士事務所の監査を月１回実施。月次報告書作成。 

④職員会議：原則として月１回、最終金曜日開催。全職員対象。 

⑤幹部会議：原則として月１回、最終金曜日開催。 

・副部長以上を対象。必要に応じて看護師、作業療法士、管理栄養士等の意見を聞 

く。 

・各セクション間の連絡調整及び報告、職員会議付議事項その他運営上の重要事項 

の協議。 

⑥給食会議：原則として月１回。 

・部長、サービス管理責任者、看護師、施設管理栄養士、委託業者栄養士により食 

事サービス全般についての検討。 

⑦個別支援計画検討会議 

・サービス管理責任者、担当スタッフ、副・部長、看護師、理学療法士、栄養士等

の多職種間で連携していくことにより個別支援計画書の作成を行う。 

⑧入所判定：施設入所支援利用者の補充が必要となった場合、幹部会議において協 

議。 

・必要に応じて相談支援員、看護師、管理栄養士等の意見を聞く。また、定期的に 

待機者の入所順位の検討を行う。 

   ⑨ケースカンファレンス：必要に応じてカンファレンスを行い、課題解決に取り組 

   むとともに支援の充実を図る。 

   ⑩委員会 

   ・広報、記録、支援、リスクマネジメント、衛生管理・環境整備の各委員会を職員 

⑪多職種間カンファレンス 

・担当利用者の満足度を上げる事を目的に、担当スタッフを中心として構成する会 

議。担当スタッフを、多職種がフォローを行う事で担当業務の質の向上に繋げる。 

（４）苦情対応 

   ・体制の整備（苦情解決責任者・苦情受付担当者・第三者委員 2 名） 

   ・システムの周知徹底と活用を図り、サービスの質の向上につなげる。 

（５）防火・防災管理 

①防火管理者３名配置 

②防災教育（消火器の取り扱い：随時）・防災訓練（非常ベル、火災通報装置、避 

難誘導：年２回）・自然災害訓練の実施 

③消防用設備点検（年２回）と日常の火の元点検 

④防災マニュアルの周知と備蓄食品・水等の確保 

⑤地震等の災害により電気・ガス・水道が使えない場合を想定した非常食試食の実 

施 

（６）安全運転教育 

①警察が開催する安全運転講習会へ安全運転管理者が参加し、職員全員へ講習内容

を周知する。 

    ②安全運転管理者主導により運転実技講習を実施する。 

（７）ボランティア及び実習生の受け入れと育成 

①ボランティアの募集 

②実習生・ボランティアの受け入れ及び指導の確立。 

③介護福祉士実習指導者講習会への参加。 

 


