
平成 31 年度

事 業 計 画 書

社会福祉法人 こもはら福祉会       

        

経 営 理 念

明るく、清潔な施設

温かく、思いやりのある施設

家族、地域に開かれた施設

安心、安全で堅実な施設

を、経営理念として

利用者皆様の尊厳を守り、

質の高いサービス提供に努めます。
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総合的な目標

(1) 経営戦略

当法人は、平成 11 年に設立以降、現在、利用者様が保育園児を含めて 755 人余、職員は正規、

契約職員等を合わせて約 450 人の大規模組織となりました。地域における福祉の一翼を担うべく、

様々な視点から新規事業に取り組むなか、今年度は、設立 20 周年の節目を迎えることになりま

す。これも、ひとえに地域住民の皆様や社会福祉関係者のご支援・ご協力の賜物と心から感謝申

し上げます。

社会を取り巻く環境変化のスピードは加速しており、労働関係法令改正への対応、組織・事業

のさらなる見える化、また、福祉人材の育成を含め外国人労働者の受け入れへの対応等、多くの

課題に直面しています。こうした変化に持ちこたえられる事業展開の方向性を見極めつつ、経営

理念に沿って経営基盤の強化、組織運営の充実を図るべく全力で取り組んでまいります。

ソフト面での組織機能の充実も加味して、昨年度取得した「研修センターはなの里」を地域貢

献の一環として広く開放するとともに、法人のみならず地域の社会福祉業務従事者等の学びの場

として、その一助となるよう活用します。

また、組織の基盤である職員一人ひとりが、やりがいと意欲を持ち、仕事と家庭生活を両立さ

せながら働くことができる中長期的な組織づくりをさらに推し進めます。

(2) その他の重点項目

① 法人組織の強化

○ 積極的な情報公開による経営の透明化

○ 内部検査・諸規定・マニュアル等に基づくコンプライアンスの強化

○ 法改正と今後の事業展開を視野に入れた法人事務局の機能強化

② 地域との共生

○ 共生社会実現に向けた役割分担と連携体制の可視化

○ 施設行事、介護教室の開催、防災・防犯訓練等を通しての地元住民との交流

〇 子ども食堂や配食サービス等、社会的課題解決の一助を目的とした事業の継続

○ 地域事業支援の一環としての各種事業への協賛

③ 人材（財）の確保と育成・働き方改革 （時代に合った働き方）

○ 人材が「集まり」「育ち」「定着」する魅力ある職場づくり

○ 仕事の充実と家庭生活の両立支援（育児、介護との両立・副業の積極的許可）

○ 残業ゼロを目標とし、連続（リフレッシュ）休暇・有給休暇の12日以上(または60%)取得奨励

○ 障害者の雇用促進及び法定雇用率達成

○ 国家資格取得の支援

○ 研修センターはなの里の活用

④ 法人職員としての再認識と社会的ルールの厳守



   

評議員会
（評議員8名）

企画経営部
 部長 家里洋平

総務部
部長(参与) 田中耕作

労務参事 中森隆司
経理参事 濱田謙治

保育部
部長(参与) 長山富巳子

理事長
福本房生

本部
ケアハウス
   施設長 家里和子
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   施設長 家里和子

監事 （2名）

第
2
は
な
の
里

第
3
は
な
の
里
保
育
園

西田原保育園
    園長 坂本里子

老人短期入所施設
   施設長 山本正明

デイサービスつつじが丘
   管理者 安藤裕司

ケアハウス
   施設長 杉尾 章

居宅介護支援 和み
   管理者 大平啓江

老人デイサービス
   責任者 山根奈弥

老人短期入所施設
   施設長 杉尾 章

ＧＨつつじが丘
   管理者 吉田正子
研修センターはなの里
 センター長 岩本信博
特別養護老人ホーム
   施設長 山本正明
  副施設長  山村哲生

特別養護老人ホーム
    施設長 杉尾 章
   副施設長 杉本のり子

こもはら福祉会

組 織 図（平成31年4月1日）
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理事会
（理事7名）

評議員選任・解任
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   管理者 石井健司

ＧＨはなの里 杏
   管理者 志田正男

多機能ホームはなの里
   管理者 下猶好恵

ＧＨ新
      管理者 山之口掬子

特別養護老人ホーム
   施設長 家里英夫
老人短期入所施設
   施設長 家里英夫
老人デイサービス
   責任者 保田 学
居宅介護支援
   管理者 辻本陽子

桔梗が丘保育園
    園長 堀 秀子
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
日程 4月2日 6月12日 7月18日 8月6日 10月9日
時間 8：30－15：30 8：30－17：30 8：30－17：30 8：30－17：30 8：30－17：30

内容 新卒 初級 新卒 中級 上級
講師 内部講師 内部講師 内部講師 内部講師 内部講師
会場 第1はなの里 かのとうホール かのとうホール かのとうホール かのとうホール

日程 5月8日 6月5日 7月3日 9月4日 10月2日 11月6日
時間 8：30－17：30 13：30-15：30 8：30－17：30 8：30－17：30 13：30-15：30 8：30－17：30

内容 サブリーダー ハラスメント リーダー 主任・副主任 メンタルヘルス 係長・管理者

講師 内部講師 外部講師 内部講師 内部講師 外部講師 内部講師
会場 かのとうホール 研修センター かのとうホール 研修センター 研修センター かのとうホール

日程 4月19日 5月15日 6月12日 7月17日 8月14日 9月18日 10月23日 11月20日 12月18日 1月15日 2月12日 3月18日
時間 18：15-19：30 18：15-19：30 18：15-19：30 18：15-19：30 18：15-19：30 18：15-19：30 18：15-19：30 18：15-19：30 18：15-19：30 18：15-19：30 18：15-19：30 18：15-19：30

内容 身体拘束 介護技術 介護技術 接遇マナー 看取り 腰痛予防 緊急時の対応 感染予防 身体拘束 介護技術 記録の書き方 口腔ケア
講師 内部講師 外部講師 外部講師 外部講師 内部講師 外部講師 内部講師 内部講師 内部講師 外部講師 外部講師 内部講師
会場 かのとうホール かのとうホール 研修センター かのとうホール かのとうホール 研修センター かのとうホール 研修センター かのとうホール 研修センター かのとうホール かのとうホール

・中級者研修 ・上級者研修

（4～6年目） （リーダー・管理職）

階層別研修 ・新任研修 ・初級者研修

園内研修 （1～3年目） ・園内研修 ・園内研修 ・園内研修 ・園内研修 ・園内研修まとめ

自己評価 ・自己評価内容検討 ・自己評価 ・自己評価まとめ ・自己評価の公表

日程 6月26日 7月10日・24日 8月21日 9月18日 10月29日・30日

時間
内容
講師
会場
日程 7月17日・31日 8月7日・14日 9月4日
時間
内容
講師
会場
日程
時間
内容
講師
会場

階層別研修

実務者研修

（外部講師）

7月1日から9月30日まで

平 成 ３１ 年 度 研 修 計 画 
★　受講するだけではなく、事後のフォローを強化する　★　

研修名

・保育知識研修
（外部講師）

・新保育指針研修
全体研修

（指導・管理層）

（保育部門）

テーマ別研修

（介護部門）

階層別研修

（一般層）

外部講師

・保育知識研修

異職場体験
事業所責任者

介護福祉士
実務者研修

異職場体験

各事業所

体験内容に応じる

かのとうホール

9：30－16：30
受験対策講座

外部講師
かのとうホール

介護支援専門員

受験対策講座

8：30－17：30

3



31 第 1はなの里

4

第 1 はなの里 事業計画

特別養護老人ホーム (50 床)

基本方針

法人の基本理念である「明るく、清潔な施設」「温かく、思いやりのある施設」「家

族、地域に開かれた施設」「安心、安全で堅実な施設」に基づき、利用者一人ひとり

の生き方（価値観）が尊重される日常生活を支援し、安心かつ満足して暮らしていた

だくことのできる施設運営に努めます。

運営の目標

（１）利用者本位のサービス提供

①重度化への対応

・介護福祉士の有資格者増にて重度者に対するケアのさらなる充実を図ります。

・褥瘡マネジメント加算を算定することにより多職種連携にての対応を推進します。

②リスクマネジメントの徹底

・「身体拘束廃止」、「事故防止」、「虐待防止」、「感染症予防及びまん延の防止」、

「苦情受付」など、各種マニュアルに基づいた対策を徹底しリスク管理に努めます。

このため、新人研修等においては、必ずこれらの内容をテーマとします。

また、「身体拘束廃止、事故・虐待防止委員会」を通じ、リスク管理の重要性を周

知徹底し、身体拘束廃止未実施減算に該当しないよう適切な体制を維持します。

③ケアマネジメント体制の充実

・個別サービス計画（施設サービス計画、栄養ケア計画、個別機能訓練計画等）を多

職種協働で策定し、計画に沿ったサービスを提供します。

・各個別サービス計画について評価、モニタリングを適切に実施し、個別ケアの充実

を図ります。

・特養３施設が共通認識をもってケアマネジメントが展開できるよう、定期的に３施

設合同の検討会を開催し、相談援助技術の向上を図ります。

④守秘義務の徹底

・個人情報の管理やプライバシーの尊重を徹底します。このため、コンプライアンス

委員会を兼ねた幹部会議やケア会議等においては、常にこのことを検証し注意喚起

していきます。

⑤楽しみや変化のある生活の継続

・季節に応じた年間行事や外出支援を実施します。

・週１回の音楽療法やボランティア等、外部資源を活用します。

・定期的に、また季節に応じて選択食や行事食を取り入れ、食に変化をもたらします。

⑥看取り介護の推進

・嘱託医や協力病院と協働し、利用者及び家族が望まれる終末期ケアを提供します。

・看取りケア後に職員アンケートにて振り返りを行い、終末期ケアのさらなる充実を

図ります。
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（２）職員の資質向上（研修体制の充実）

・新人職員研修、階層別研修は全員参加とし、全体研修への積極的な参加も促します。

・介護支援専門員、介護福祉士資格の取得奨励のため、費用の貸付や講義受講日を勤

務扱いとするなど、働きながら学べる体制を確保します。また、法人の取り組みと

して、実務者研修実施機関との提携により、講義会場として法人施設を提供し受講

の利便を図ります。

・県社協主催の生涯研修等外部研修を活用し資質向上を図ります。

・異職場体験研修を通じて見聞や視野を広げ、自身の業務を振り返る機会とします。

（３）安定的経営の推進

①安定した収入の確保

・新規入所者の受け入れは、前年度に引き続き、重度要介護者(要介護４・５)を中心

とし、日常生活継続支援加算の算定を継続します。

②施設・設備の更新、改善

・法人の構想、計画に沿って、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ます。

③働きやすい職場環境の構築

・適正な人員配置と効率的な業務遂行を推進します。

・法人が掲げる「働き方改革」に基づき、積極的な休暇の取得、各種会議の勤務時間

内開催、時間外勤務ゼロに向けて取り組みます。

④防災、防犯対策の推進

・防災訓練に夜間地震想定訓練や風水害対策等を盛り込み、防災訓練を充実させます。

・防犯対策について、年１回の訓練を実施します。

⑤人材の確保

・職員からの人材情報を重視、活用し、人材確保に努めます。

・実習生受け入れを通して、優秀な人材の発掘、確保につなげます。

・職場外での職員交流の場や機会を設けることにより、良好な人間関係を築くととも

に、職員の孤立を防ぎ職場定着につなげます。

⑥特養３施設の連携

・施設サービスの統一を図り、より効果的な運営を行うために、特養３施設は常に連

携を保ち、統合幹部会議、施設長会議、ナース長会議、介護支援専門員会議、その

他必要な会議を定期的または随時開催します。

・入所待機者情報を共有し、地域ニーズを常に把握することにより、スムーズな入所

につなげ互いの効率的な運営を図ります。

（４）地域連携と地域貢献

・地域包括支援センターや居宅介護支援事業所、他の福祉事業所等との連携を図り、

的確なニーズ把握に努めます。

・法人が取り組む地域貢献活動の他にも、施設独自で取り組み可能な活動を継続して

いきます。福祉職場体験や教育機関の要請に対し、施設や職員の特性を活用して、

福祉教育の場の提供や講師派遣に協力します。また、各種実習生の受入れについて

も積極的に協力します。



31 第 1はなの里

6

年間行事予定

＜施設全体行事＞

デイルーム等を活用し、季節や風習に因んだ行事に取り組みます。また、定期的に季

節に応じた行事食を提供します。

（夏祭り、敬老祝賀会、クリスマス＆年忘れ会、新年祝賀会等）

＜フロアー行事＞

全体行事以外にも、フロアーごとで季節の行事に取り組みます。

（お花見、七夕祭り、個別外出支援、運動会、節分、ひな祭り等）

＜その他行事＞

音楽療法、お誕生会、保育・幼稚園児来訪、ボランティアによる演芸等

実習生受入予定

社会福祉法人、福祉施設にとっては、福祉人材の育成も社会的使命と考え、その設

備や実習指導資格者、職員等の機能を活用し、各種養成機関等の要請に応じ実習生の

受け入れを継続します。

・介護員養成実習・介護福祉士養成実習・教員免許の介護現場実習・職場体験学習

職員研修

１．対人援助に関する研修を中心に、職員の資質向上を目的とする外部研修への参加

を推進します。

２．サービスの質の向上を目指し、法人全体研修ならびに内部研修に取り組みます。

３．施設内研修として、接遇やケアを中心とした新人研修をはじめ、専門性の向上を

目指す階層別研修に取り組みます。

４．初任者研修や実務者研修などの資格取得に向けた啓発や助言、指導、経費貸付、

勤務調整等により、職員の資格取得を支援します。

５．３資格（介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員資格）を新たに取得した職員

に対し、奨励金を交付し取得を奨励します。
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ショートステイ  (20 床)

基本方針

法人の基本理念に基づき、在宅生活を支える介護サービスとして、安全な環境の下、

利用者の生活習慣に沿ったケアを実施し、快適に楽しく利用いただける雰囲気づくり

を目指します。また、家族との連携を大切にし、家族の介護負担軽減や家族不在時の

介護の肩代わり等、家族の生活も支援しながら利用者本人のニーズに沿ったサービス

を提供します。

運営の目標

（１）利用者本位のサービス提供

・自宅等で生活されている要介護等状態の方に、介護保険法で定める（介護予防）短

期入所生活介護サービスを提供し、心身機能の自立と日常生活の自律を支援しま

す。

・余暇活動の充実、季節感が味わえる行事等への参加など活動的に過ごしていただき、

精神面、身体面での機能維持を目的とした支援を行ないます。

・家族、関係機関との連携を図り、安心して在宅生活が送れるよう関わらせていただ

きます。

・地域の居宅介護支援事業所に空き情報を常に提供し、ケアマネジャーによる申し込

みをより容易にすることで、地域ニーズに対応していきます。

（２）緊急受入れ

・地域のケアマネジャーや地域包括支援センターと連携を密にし、居宅サービス計画

にない緊急ショートステイを積極的に受け入れる他、家族の急病等、家庭の事情に

より緊急に保護を要する要援護者を早急に受け入れます。

（３）安定的経営の推進

・特養の併設施設として、本体施設同様に経営基盤の強化と健全経営を推進します。

・看護体制加算Ⅲ・Ⅳを引き続き算定できるよう要介護３以上の方を中心に受け入れ

ます。

（４）稼働率の維持・向上

・特養の入院、退所枠を含むショートステイ稼働率の目標を毎月 93％以上、年間平均

94％以上とします。

（平成 31年 2月末までの実績稼働率 93.9％）

年間行事予定 特養との一体事業所につき特養行事に準じる

職員研修 特養との一体配置につき特養に同じ
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老人デイサービス (40 名)

基本方針

１．利用者に在宅生活を維持・継続していただくため、介護支援専門員と連携して、

利用者や家族の思いを大切にした支援を行い、利用者の心身機能の維持、生活の

質の向上、認知症の予防並びに家族の介護負担の軽減を図ります。

２．職員が働きやすい環境を整えるとともに、無駄を省いた効率的な運営を目指しま

す。また、職員の介護知識や技術の向上・育成に努めて専門性を高め、サービス

の質の向上を図ります。

運営の目標

１．利用者の自主性を尊重しながら、一人ひとりに合った支援を行い、信頼と安心の

サービス提供に努めます。

２．利用者や家族のニーズを充分に踏まえたサービスの提供を行います。

また、各居宅介護支援事業所と連携を行い、新規利用者の受け入れを図ります。

３．利用者の心身機能の維持・向上に努めるために、新たに音楽療法や簡易な機器を

使った運動療法を取り入れていきます。

４．月平均 650 名以上(平成 30 年度は月平均 598 名)の利用者を目標とし、経営の基

盤づくりに取り組みます。

５．職員が働きやすい職場環境の整備に努めます。

年間行事予定

季節に合わせた行事に取り組み、時には地域のボランティアに協力を要請して利用

者同士や外部の方との交流を図っていただく機会を提供します。

【 夏祭り、敬老祝賀会、クリスマス＆年忘れ会、新年祝賀会 】

季節を感じながら利用者間や職員と交流を図っていただく機会を提供します。

利用者に楽しみや生きがいを感じていただけるような行事を企画します。

【 校外見学、夏祭り、運動会、クリスマス会、尺八演奏、ボランティア活動 】

実習生受入予定
各種養成機関等の要請に応じ実習生の受け入れを継続します。

・介護員養成実習 ・社会福祉士養成実習 ・職場体験学習

職員研修

１．職員の資質向上を目的とした外部研修等への参加を推進します。また、職員の

資格取得を支援するため、啓発や助言、指導、勤務調整等を行います。

２．通所介護事業所に従事する職員として、必要とされる研修を受講します。
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居宅介護支援事業所

基本方針
利用者・家族の方々や地域の人々に信頼され期待される、社会的評価の高い事業所

となることを方針とします。

運営の目標

・要支援・要介護状態の方々が可能な限り自立して居宅で生活できるために、心身の

状態や環境に応じた適切で中立・公正な介護サービスが提供されるよう配慮し、専

門性に基づいた事業運営を行います。

・特定事業所加算Ⅱ（400 単位）の特定事業所加算取得事業所として積極的に支援困

難ケースを受け入れるため、常に名張市地域包括支援センターとの連携を図ってい

きます。

・居宅介護支援事業所第２はなの里和みとの連携を図りながら、事例検討会や情報の

交換を行い、相乗効果が発揮できるように努めます。

・特定事業所加算の算定基準が満たせる体制が常に確保できることを目標とします。

年間行事予定

・地域貢献を見据えた催しを年１回以上開催

・各地域の高齢者学級に積極的に参加（蔵持・薦原地区）

・第２圏域のサロンへ積極的に参加

・介護支援専門員実務研修 「実習生の受け入れ」（今年度 1名）

・異職場体験受け入れ

職員研修

① 利用者に関する情報・サービス提供に当たっての留意事項の伝達等を目的とし

た会議を週１回以上開催

② 名張市主催の主任介護支援専門員研修、会議

③ 三重県主催の主任介護支援専門員新任研修及び更新研修

④ 介護支援専門員実務従事者現任研修

⑤ 名張市地域包括支援センター主催の介護支援専門員研修

⑥ 名張市福祉子ども部介護・高齢支援室主催の事業所連絡会会議、研修

⑦ 名張市・伊賀市主催の多職種連携研修

⑧ 他法人との介護支援専門員定例会及び事例検討会

⑨ 三重県・県社会福祉協議会等主催の各種研修会

⑩ 法人内研修

⑪ 名張市生活圏域による会議、研修

⑫ その他介護支援専門員の資質向上に資する研修

法人内で事例検討会（2 ヶ月に 1 回）を主催し、法人内事業所全体の資質の向上

を目指します。
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ケアハウス (定員 20 名)

基本方針

ケアハウス（軽費老人ホーム）は、自主性を尊重し、明るく心豊かな生活が過ごせ

るため相談・助言等の実施、食事・入浴設備を提供します。また疾病・災害等緊急時

への対応、地域包括・居宅サービス事業所との情報交換、余暇活動への支援等、有す

る能力に応じ自立した尊厳ある日常生活を営むため万全を期します。

1. 生活課題や身体状況に応じた支援を提供します。

2. 健康で活動的な生活が営まれるための支援を行います。

3. 入居者間の秩序の維持や円満な関係が築けるための環境を構築します。

4. ゲストルームの活用を図り可能な限り空室を無くします。

5. 経費については無駄を省き効率的な執行を心掛け安定した運営を図ります。

6. 地域の社会資源として開かれた施設作りと社会貢献に取り組みます。

運営の目標

人・自然・文化を基調に

ア 生き甲斐を感じ、充実した生活を営む事が出来るために支援します。

イ 健康で豊かな生活が維持できる仕組み作りを進めます。

ウ 環境の整備を行い、協調・思いやりを持ち、信頼関係を深め、

  『互いに感謝の気持ちを醸し出す』雰囲気づくりに努めます。

主な年間

行事予定

継続事業

  ・買い物ツアー・音楽療法・散歩・体操・福祉園芸・生け花・プラモデル制作・

落語・演劇等楽しい日常生活を支援するため趣味・趣向の場を提供します。

・ジクソーパズル・オセロゲーム・ボールゲーム・読書・折り紙・手芸等を通じ

入居者間同士の親睦交流を図ります。また、介護予防に視点を置いた体操を

実施します。

月別行事

  ・季節（春・秋）の郊外ドライブ・食事ツアー(名張の郷土食・グルメ巡り)等の

外出を計画します。

・健康診断の受診・避難訓練の実施、お茶会・親睦パーティー・家族との交流会

等を実施します。                      

  ・環境美化活動・共用部分（主に食堂）の清掃を月 1 回実施することにより、美

化意識・協調性の向上を図ります。

職員研修

① 三重県、名張市、県・市社協、老施協主催の各種研修会・講習会に積極的に参加、

又は受講するように努めます。

② 施設内外の研修・職場体験その他各職種の資質向上に関する研修を受講します。

③ 他職種間職員との情報交換の実施及び定期的に連絡調整会議を開催します。
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第 2 はなの里 事業計画

特別養護老人ホーム (50 床)

基本方針 「笑顔で共に生きる」施設を目指します。

運営の目標

① 入居者が健康で穏やかな生活が継続できるよう、多職種が連携し入居者や家族が

安心できるターミナルケアに努めます。

② 入居者の重度化に対応できるよう個別サービス計画（施設サービス計画書、栄養

ケア計画書等）を多職種が連携し計画に沿ったサービスを提供します。

③ 入居者の体調管理と事故防止に努めるとともに、速やかな入退所調整を行うこと

により空床数の減少に努めます。

④ 日常生活継続支援加算を継続して算定できるように努めます。

⑤ 適切な人員配置により働きやすい職場環境を整備するとともに、次期リーダーの

育成に取り組みます。

⑥ 「身体拘束廃止」「虐待防止」「感染予防」などの各種マニュアルに基づきリスク

管理に努めます。

⑦ 各種ハラスメントに対しては厳格な態度で臨み、明るい職場環境を整えます。

⑧ 地域貢献として、配食サービス・子ども食堂を継続して実施します。

⑨ 新給食（クックチル等）導入にあたり環境整備等を行い検討していきます。

年間行事予定

・昔から生活の中に浸透している季節ごとの伝統行事を大切にします。

（お正月、節分、節句、七夕、夕涼み会、敬老行事、クリスマス会等）

・カラオケ・お楽しみ会・喫茶会など、ボランティアと協働して入居者が楽しめる行

事を企画、実施します。

・入居者のニーズに合わせた外出支援を行います。 （買い物、外食、お花見等）

実習生受入予定

・社会福祉法人、福祉施設にとっては、福祉人材の育成も社会的使命と考え、     

各種養成機関等の要請に応じ実習生の受入れを継続します。

・介護福祉士養成実習  ・職場体験事業

職員研修

・研修委員会を中心として職種の専門性を高める研修を計画、実施します。

・職員の資質やモチベーションの向上のために、適切な研修への参加を促し    

積極的な資格取得に取り組めるよう環境を整えます。

・職員の視野を広げるため異職場体験研修への参加を促します。
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ショートステイ (30 床)

基本方針

◎ 在宅介護を支えるサービスの一環として利用者の在宅生活を重視したケアを実施

し、安心して楽しんで利用いただける雰囲気づくりを目指します。

◎ 家族、介護者、他職種との連携を大切にしながら、介護負担の軽減に協力できる

サービスを目指します。

運営の目標

①居宅サービス計画に基づき、利用者の生活課題や個々の目標を取り入れた支援を心

がけ提供します。

②レクリエーション、クラフト、季節の行事等を通じて楽しみのある時間を過ごせ

るよう努めます。また、リハビリ器具も取り入れたレクリエーションを検討します。

③家族、主治医、担当ケアマネージャーとの連携を密にし、利用者の体調管理に努め

るとともに、事故の防止に取り組みます。

④介護報酬の加減算を分析し、職員配置等適切に対応することにより、安定して継続

できる事業運営を目指します。

⑤特養入院枠・退所枠を含むショート稼働率を毎月 92.5％以上、年間平均 93.5%以上

とします。

              （平成 31 年 2月末実績稼働率 92.7％）

年間行事予定

・年間を通して季節を感じられる行事を行います。

・施設内での生活に楽しみや生きがいを持ってもらえるよう、日常的なレクリエーシ

ョンのほか、調理やおやつ作り、カラオケ、書道等を実施します。

・地域のボランティアとの交流の機会を持てるように努めます。

職員研修

・ 介護老人福祉施設に従事する職員として、資質向上及びモチベーション維持の

ため、必要とされている研修を受講します。

・ 各分野の外部研修へ積極的に参加できるよう配慮します。
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老人デイサービス (40 名)

基本方針

◎ 利用者が在宅で自立した日常生活を営むことができるよう、必要な生活上の支援

及び機能訓練等を行います。

◎ 利用者の心身機能の維持並びに家族の身体的、精神的な負担の軽減、認知症の予  
防を図ります。

運営の目標

① 通信カラオケや創作活動、レクリエーションなど多種類の活動から利用者が選択

  して楽しい時間を過ごせるように取り組みます。

② 各種プリントや利用者との会話を中心に認知症の予防を図る等、個々の残存能力

を引き出し、日常動作をスムーズに行えるよう思いやりを持って支援します。

③ 関係機関との連携を十分に図り、利用者の心身状況やニーズを把握し安心して利

用していただけるよう努めます。

④ 市内居宅介護事業所及び施設内に設置された居宅介護事業所と連携等を行い、利

用者の増加を図ります。

⑤ 有資格者（介護福祉士）職員の確保によりサービス提供体制加算(Ⅰ)ロから  

(Ⅰ)イに変更し、増収を図ります。

⑥ 月平均 720 人以上（平成 30 年度は月平均 710 人）の利用者数を目標とし、地域

におけるサービス需要に可能な限り応えられる体制をつくります。

⑦ 職員が働きやすい職場環境の整備に努めます。

年間行事予定
・季節に応じた行事やドライブ     ・創作活動        
・地域のボランティアとの交流

実習生受入予定 各種養成機関等の要請に応じ実習生の受入れを継続します。

職員研修

・通所介護に従事する職員として、資質向上及びモチベーション維持のため、必要と

されている研修を受講します。

・各分野の外部研修へ積極的に参加できるよう配慮します。



31 第 2 はなの里

14

居宅介護支援事業所 -- 和み --

基本方針
利用者や家族、地域の方々に対し、迅速、丁寧に誠意をもって対応できる事業所

となるよう努めます。

運営の目標

① 要介護状態や要支援状態（名張市地域包括支援センターより委託）となった利用者

が、心身の状態や環境に応じた適切な介護サービスの提供が確保されるよう支援

します。

② 介護や支援が必要な状態になった利用者が、可能な限り自立して自宅で生活す

るために、適切な介護保険サービスが提供されるよう配慮し、専門性に基づき、

公正中立な立場で事業運営を行います。

③ 特定事業所加算の算定基準を満たす体制の維持を図ります。

④ 特定事業所加算取得事業所として、名張市地域包括支援センターとの連携に努め

ると共に、支援困難ケースを積極的に受け入れます。

⑤ 第1はなの里居宅介護支援事業所との連携を図り、事例検討会や情報交換を行い、

全市的受け入れを行います。   

年間行事予定

地域との関係を深めるために、以下の行事を行います。

  ・地域貢献事業として、「地域住民とふれあう場」を年 1回以上開催。

  ・介護支援専門員実務研修 「実習受け入れ」

  ・異職場体験受け入れ

職員研修

利用者に関する情報、サービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とし

た会議を週1 回以上開催し、質の高いサービスに努めます。

その他下記の研修に参加します。

・ 介護支援専門員実務従事者現任研修

・ 名張市地域包括支援センター主催の介護支援専門員研修

・ 名張市在宅医療センター主催の研修

・ 名張市福祉子ども部介護・高齢支援室主催の事業所連絡会会議、研修

・ 三重県、県社会福祉協議会等主催の各種研修会

・ 名張市の第 5 圏域介護支援専門員会議・研修

・ その他介護支援専門員の資質向上に資する研修

・ 主任介護支援専門員研修、会議

・ 「ケアマネ定例会」他法人ケアマネとの意見交換・研修・事例検討

法人内での事例検討会（2 か月に 1 回）に参加し、事業所全体の資質の向

上を目指します。
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ケアハウス (30 名)

基本方針
入居者がお互いに敬い合いながら、日々笑顔で楽しく生活できる施設づくりを

目指します。

運営の目標

① 相談・助言等の援助、疾病・災害等緊急時の対応、余暇活動の支援等、入居者

が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に努めま

す。

② 毎日の散歩や体操など、皆が仲良く楽しみながら共に健康増進できる環境づく

りを目指します。

③ まちの保健室、居宅支援事業所等と連絡を密にし、ゲストルームの活用を図り、

可能な限り空室をなくします。

④ 加齢等に伴った日常生活に不安がある入居者に対し、服薬確認等可能な範囲内

で職員が支援するとともに、居宅サービス（通所介護・小規模多機能）の利用

説明等親切な対応を行ない、安心して入居生活が継続できるよう支援します。

年間行事予定

継続事業

散歩・体操（ラジオ体操・脳トレ体操・ペダル漕ぎ運動・踏み台昇降運動）

買い物支援バス運行（毎月２回）・展望風呂入浴デー（毎月 1回）

ギャラリーの設置・余暇活動（手芸・茶話会・懐メロ鑑賞等）

月別行事

季節行事・食事会（外食・喫茶・出前）・避難訓練・文化活動・家族交流会等

地域交流

百合が丘自治会行事（敬老会・公民館祭り等）参加

自治会事業（うぐいす会）

月例会とお誕生会

入居者の歓迎・送別会・お見舞い・お祝い等

職員研修
福祉施設に従事する職員として、資質向上及びモチベーション維持のため、

必要な研修に参加します。
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第 3 はなの里 事業計画

特別養護老人ホーム (80 床)                    

基本方針

1．貴方の笑顔を大切にします。

2．貴方の現在（いま）を共感します。

3．貴方が、あなたらしく自分の意志で暮らし続けられるよう支援します。

運営の目標

1．入居者の体調管理や事故防止に努め、多職種が密に連携し早期対応することに

より入院（空床数）の減少に努めます。

2．多職種が連携し入居者の個性を尊重したケアを行うとともに機能訓練体制を整

え、心身の機能低下予防に努めその人らしい暮らしが継続できるよう支援し、

穏やかな終末期を迎えられた時には家族も安心できるターミナルケアに努めま

す。

3．入居者のニーズに沿えるようボランティアを積極的に受け入れ、外出支援の充

実を図り生活の質の向上に努めます。

4．入居者の重度化に伴い喀痰吸引等研修の推進、必要に応じた福祉機器の導入、

研修への参加推進を図り、入居者や家族ならびに職員が安心できる体制をつく

ります。

5．家族との交流により入居者が心穏やかに生活できるよう、連絡を密に行いイベ

ント行事などへの参加を働きかけ面会の機会が増えるように努めます。

6．職場定着に向け、適正な人員配置と職員の腰痛予防のため介護技術の向上や介

助方法の改善に努め、職員自らが笑顔で仕事ができるよう働きやすい職場環境

を整備します。

7．近隣住民との良好な関係を築き、ホールの開放や地域行事への参加など取り組

み可能な活動を行い地域貢献に努めます。

年間行事

1．かのとうホールを使用し入居者や家族ならびに職員が楽しめる季節行事を実施

します。

2．地域の風習を大切に各ユニットでの趣向を凝らしたレクリエーションを実施し、

生活の質の向上に努めます。

3．ボランティアの受け入れを積極的に行い、カフェ・書道・カラオケなど入居者の

趣味活動を充実させ、地域との交流も深め生活に刺激を持たせます。
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実習生受入予定

1．社会福祉法人・施設にとって、福祉人材の育成も社会的使命と考え、各種養成

機関等の要請に応じ実習生の受け入れを継続します。

（社会福祉士・介護福祉士養成実習・教員免許取得希望者に係る介護現場実習・

職場体験学習等）

2．実習生に対して魅力ある施設として選択して頂けるような実習計画を作成しま

す。

職員研修

1．専門職としての知識、技術を身に付ける為、ユニットケアについての勉強会や研

修への参加を支援します。

2．接遇マナーやコミュニケーション技術、介護技術など職員の資質向上のための

研修への参加を促します。

3．職員が意欲的に資格取得に向けた研修に取り組める環境を整えます。

  

ショートステイ (30 床)

基本方針

1. 利用者の自立を支援し、家族負担軽減のため清潔で居心地の良い環境で利用者・

家族がともに安心して生活できるよう支援します。

2. 利用者のニーズを把握し、適切なサービスを総合的に提供していくため各関係機

関との連携を図り在宅生活の継続を支援します。

3. 利用者の気持ちに寄り添い、笑顔で過ごせるよう温かく思いやりのあるケアの実

現に努めます。

運営の目標

1. 笑顔で気持ち良い挨拶や適切な対応により、利用者・家族とのよりよい関係を構

築し、継続して利用して頂けるよう質の高いサービスの提供を目指します。

2. 多職種が連携して清潔で居心地の良い環境を作り、利用者の笑顔を引き出せるよ

う支援します。

3. 多様化する利用者のニーズに沿った支援ができるよう正確な情報共有に努め、利

用者及び家族からの相談に応じるとともに地域の皆様のお役に立てるよう、各関

係機関と連携して安心安全なサービスを提供します。

4. 安定した運営を実現するため居宅介護支援事業所とのつながりを大切にし、積極

的な新規利用者の受け入れや定期利用者の確保に努め、ご家庭の事情等で緊急を

要する利用者を早急に受け入れます。

5. 特養の入院、退居枠を含む稼働率を毎月 90％以上、年間稼働率 94%以上を目指

します。

（平成 31年 2月末までの実績稼働率 93.3%）
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年間行事

1. 各ユニット単独のレクリエーションに加え、3 ユニット合同でのレクリエーショ

ンを企画、実施します。（ドライブ・運動会等）

2. 七夕や節分など季節を感じられる行事や、職員による出し物を行い、利用者間の

交流を深め、笑顔で充実した時間が過ごせるよう支援します。

3. 施設内の畑で作物を育てその成長を感じ、収穫した作物を使った料理やおやつ作

りを計画し楽しみのある時間を作ります。

4. ゆず湯やアロマを取り入れ、心身ともにリラックスして入浴を楽しんでいただけ

るよう支援します。

職員研修

1．専門職としての知識、技術を身につけるため、ユニットケアについての勉強会や

研修への参加を支援します。

2．接遇マナーやコミュニケーション技術、介護技術など職員の資質向上のための研

修への参加を促します。

3．職員が意欲的に資格取得に向けた研修に取り組める環境を整えます。
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障害者支援施設はなの里 事業計画
施設入所支援(20 床) ・ ショートステイ(2床) ・ 生活介護(28 名)

基本方針
～ 互いの言葉 互いの心で 互いに笑顔 ～

～ 自ら考え  自ら学び  自ら実践  ～

運営の目標

① 安心、安全、快適な暮らしが得られるよう、施設環境を継続整備します。

② 法令を遵守し、虐待等の人権侵害を防止します。

虐待防止・権利擁護研修２回／年（上期・下期）

虐待防止職員セルフチェック２回／年（上期・下期）

③ 感染症対策と疾病予防、早期治療により健康維持に努めます。

④ 地域移行希望者への支援、在宅事業

市町及び他事業所等と連携を図りながら、生活介護・短期入所利用者を確保し、

実績向上に努めます。

⑤ 利用者の要望・選択に応え、日中活動の多様化、地域交流の充実に努めます。

⑥ 働きやすい職場環境を整備します。

職員メンタルヘルス自己チェック 2 回／年（上期・下期）  

業務改善・合理的配慮・職場外でのコミュニケーションの場

⑦ 防災、防犯に対する意識の向上に努めます。

避難訓練（地震・火災、土砂・風水害、防犯）の実施

防災・防犯に関する研修等への参加

⑧ 質の高いサービスを提供するために、職員の資質向上・育成を目指します。

⑨ 外食、外出の機会を増やし、楽しみや変化のある生活を提供します。

年間行事予定

〈対象者：施設入所支援〉

誕生日特別食 外出支援 遠足 個別外出支援

〈対象者：生活介護〉

誕生日特別食  外出支援 遠足

〈ボランティア事業〉

フラワーアレンジメント

○レクリエーション活動

書道 絵画 カラオケ 調理 お菓子作り サウンドテーブルテニス

ボッチャ 音楽療法 喫茶「はなごよみ」等

○月別行事

4･5･6 月 お花見＆外食ツアー 7 月 夏祭り 水遊び

8 月   流し素麺     9 月 敬老祝賀会（施設全体行事）

10･11 月 外食ツアー      12 月 クリスマス&年忘れ会

1 月 新年祝賀会（施設全体行事） 2 月 節分    

（その他）名張市障害者スポーツ大会、肢体不自由者の美術展作品応募等

実習生受入予定 希望者があれば随時受け入れます。
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職員研修

① 名張市地域共生デザイン会議が開催する会議、研修会

② 三重県、県社会福祉協議会主催の各種研修

③ 近畿地区身体障害者施設協議会の各委員会、協議会が開催する会議、研修

④ 法人内研修

⑤ 障害者総合支援法に関する研修及び職員の資質向上に関する研修

障害者特定相談支援事業所はなの里 事業計画

基本方針
障害のある方の意思及び人格をその家族とともに尊重し、常にその立場に立って相談

支援を行うことで、当事者や家族、地域の方々に信頼される事業所となります。

運営の目標

1. 平成 30 年度の利用者数は 40 件であり、今後、業務状況を確認しながら利用者件

数を徐々に増やしていけるように努めます。

2. 利用者がその有する能力及び適性に応じ、障害があっても自立した日常生活や社

会生活を営むことができるよう、心身の状況、その置かれている環境等に応じて、

家族の協力も得ながら利用者の自己決定に基づき、適切な障害福祉サービス等が

多様な事業者から効果的に提供されるよう配慮し、専門性に基づいた支援を行い

ます。

3. 事業の実施に当たっては、関係市町、地域の保健・医療・福祉サービス機関、教

育、就労関係機関等と連携し、利用者一人ひとりに総合的かつ継続的に適正な支

援を実施していくとともに、社会資源として法人の施設機能を生かした支援につ

いても柔軟に取り組んでいきます。

年間行事予定
・法人内施設年間行事への積極的な参加

・名張市共生地域デザイン会議が主催する年間行事への参画、協力

職員研修

事業の役割の重要性を認識し、適切な対応ができるよう各種研修へ随時参加し、支援

者としての資質向上を図ります。

・相談支援専門員現任研修

・三重県相談支援従事者専門コース別研修

・名張市共生地域デザイン会議が開催する会議、研修会

・伊賀圏域障害福祉連絡協議会が開催する会議、研修会

・三重県が開催する会議、専門研修会

・各団体、公立病院等で開催する研修会

・法人内の定期研修、随時専門研修

・その他、相談支援専門員の資質向上に関する研修
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グループホームはなの里 事業計画（18 床）

基本方針
『笑顔・尊重・安心感』をモットーに

明るくアットホームなグループホームを目指します。

運営の目標

・地域密着型サービスの施設として、家庭的な雰囲気を大切にし、地域住民との

交流の機会を確保し、利用者にあった生活の場を提供します。

・家族の思いを大切に受け止め、安心感のある関係の構築に努めます。

・職員が生き生きと働ける職場環境づくりに努めます。

年間行事予定

《その他》社会性継続のため、外部との交流を維持します

・個別に外出支援の実施 ・ボランティアの受け入れ ・地域行事への参加

・介護相談員の受け入れ ・内外コンサート等の鑑賞 ・地域カフェへの参加

月 行      事

４ ・お花見 （名張中央公園、平尾山カルチャーパーク）

５ ・運営推進会議（家族との会食）

６ ・外食ツアー（回転寿司等） ・あじさい祭り ・美化点検

７ ・七夕会 ・運営推進会議

８ ・夏祭り（施設全体行事） ・夕涼み会 ・花火大会

９ ・敬老祝賀会（施設全体行事） ・外部評価 ・運営推進会議

１０ ・運動会 ・避難訓練 ・外食ツアー

１１ ・紅葉ツアー（青蓮寺湖、伊賀森林公園） ・運営推進会議 ・美化点検

１２ ・クリスマス＆年忘れ会 ・年末大掃除

１ ・初詣 ・新年祝賀会（施設全体行事） ・運営推進会議

２ ・節分豆まき

３ ・ひな祭り ・避難訓練 ・運営推進会議

職員研修

①職員の質の向上を図るため、内外の研修には積極的参加を促します。

・認知症介護実践者等養成事業研修 ・三重県社会福祉協議会や名張市主催の研修

・その他各種内外研修による介護技術及び資質向上に必要な研修

※ 毎月のケア会議において講習受講者からの伝達研修や、医療面での看護師による研

修等で、認知症専門施設として利用者へのより良いケアや、働きやすい職場環境を

整えるための話し合いの場を持ちます。

②年１回、第三者による外部評価を受けます。全職員で自己評価を行い、介護に対する

姿勢等の見直しや気付きにより、サービスの質の向上に活かします。又、外部評価の

意見等も充分に検討し、取り入れる等の話し合いの場や研修の場を持ちます。



31 グループホーム

22

グループホーム 新 事業計画（９床）

基本方針

・人との出会いを大切にします。

・人とのふれあいを大切にします。

・たくさんの笑顔、少しの悲しみ、小さな怒りを大切にします。

運営の目標

・豊かな感情を表出できるように支援します。

・地域に出かける機会を多く計画し実行します。

・心身の健康維持のため個々に良く関わり、その人らしさを尊重した支援をします。

・清潔で安全な環境、快適で家庭的な空間づくりに努めます。

・職員が生き生きと、楽しく働ける職場環境づくりを行います。

・資格取得の推進など、職員の専門性を高め、さらなるサービスの向上に努めます。

年間行事予定

施設全体行事

・ 新年祝賀会 ・ 夏祭り ・ 敬老祝賀会 ・ ボランティアによる訪問

グループホーム行事

・初 詣 ・節分行事 ・ひな祭り ・お花見 ・流しそうめん ・運動会

・紅葉ドライブ ・クリスマス会＆年忘れ会 ・西田原保育園園児訪問

・ボランティア訪問（お化粧ボランティア・新規 1回／月）

・桔梗が丘保育園訪問

その他の行事

・買い物  ・外 食  ・お誕生日会  ・おやつ作り ・季節の行事食

・戸外でのお茶会 ・園芸福祉 ・地域主催の催し物への参加

職員研修

・三重県社会福祉協議会主催の生涯研修

・名張市地域包括支援センター主催の研修

・名張市在宅医療支援センターの研修

・研修委員会主催の内部研修

・その他職員の資質向上に必要な研修
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多機能ホームはなの里 事業計画

(登録 29 人 通所 15 人 宿泊 5 人)

基本方針

・一人一人の生活を支えます。

・一人一人の想いを大切にします。

・笑顔、安心、信頼を大切にします。

運営の目標

・地域密着事業として、利用者が充実した在宅生活を営めるよう一人一人に合った支

援をします。

・利用者や家族の想いを尊重し、理解することで質の高いケアを目指します。

・地域との関わりで、利用者が受け身になるだけでなく利用者が主体となった活動を

実施します。

・職員一人一人の生活や想いを大切にし、ワークライフバランスを推進し職員も充実

して生活が送れるようにします。

・適正な人員配置と業務の合理化を図り、収支バランスの改善に努めます。

年間行事予定

施設全体行事

・新年祝賀会 ・夏祭り ・敬老祝賀会 ・クリスマス会＆年忘れ会

・ボランティアによる訪問

多機能ホーム行事

季節行事として実施

・初詣 ・節分行事 ・ひな祭り ・お花見 ・七夕 ・流しそうめん

・お月見会（日中） ・運動会 ・紅葉ドライブ ・クリスマス会

適時実施行事

・買い物  ・お誕生日会  ・おやつ作り  ・フットケアマッサージ

・園芸福祉 ・映画鑑賞会  ・押し花教室  ・バイキングカフェ

・哲学カフェ ・地域主催の催し物への参加 ・保育園児との交流

利用者主体行事の実施

  利用者が地域に貢献できる存在であることを知ってもらうため、利用者が主体と

なった行事を実施します。

職員研修

・三重県社会福祉協議会主催の研修

・名張市地域包括支援センター主催の研修

・名張市在宅医療支援センターの研修

・内部研修への参加

・その他職員の資質向上に必要な研修
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グループホームつつじが丘 事業計画

(9 名)

基本方針 『ともに笑い ともに生きる』

運営の目標

① 介護計画に基づき一人ひとりに合った支援をすることにより、心身の機能維

持に努めます。

② 地域とのかかわりを大事にし、防災訓練等に参加します。

③ 家族と職員の連携を密にして、家族に信頼と安心をより強く持っていただけ

るようにします。

④ 毎日の生活の中に笑顔を増やせるよう、みんなが一緒に楽しめる時間を増や

します。

年間行事予定

・季節ごとの行事               

  お花見、地域の夏祭り、夕涼み会、紅葉ドライブ、初詣など

・お楽しみ行事                

  買い物、外食、誕生日会、おやつ作りなど

・家族との交流

  敬老の日ほか、諸行事に参加していただく。

・法的に必要とされる行事

  運営推進会議開催（隔月）、避難訓練の実施、介護相談員の受け入れ

  ＧＨつつじが丘拘束廃止・虐待・事故防止対策会議（３か月毎）

職員研修

・認知症介護の研修（施設内）・・・認知症介護実践リーダーの指導のもと、毎月

のケア会議等の機会に、具体的な事例に基づ

きながら自主研修を実施（年４回以上）

・医療的知識と救急法の研修・・・連携している看護師による講習（ＡＥＤ使用

方法と応急措置・感染症対策等）

・介護技術と資質の向上研修・・・法人内外で開催される各分野の研修へ積極的に

参加できるよう配慮します。
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デイサービスつつじが丘 事業計画

(30 名)

基本方針 「心と体の健康維持・改善で、生きる喜びを創造します」

運営の目標

① 各居宅と綿密に連絡を取ることで信頼関係を構築し、新規利用者の獲得に努め、

安定した収益の確保を行います。

② 午前・午後の半日利用、又は一日利用の方法の中から利用者のニーズに合った利

用方法を選択したサービスを提供します。

③ 平成 30 年度は、入浴希望の半日利用で新規利用に繋げることができたため、継

続していきます。

④ 簡易な機器を使った機能訓練や音楽療法、認知症予防のための取り組みにより、

利用者の心身機能の維持・向上に努めます。

⑤ 月平均利用者数の目標を 410名以上（平成 30年度月平均利用者数 407名）とし

収益の増収に努めます。

⑥ ゲーム・おやつ作り等、全体レクリエーションの機会を増やし、利用者が楽しい

時間を過ごせるように取り組みます。

⑦ 関係機関との連携を十分に図り、利用者の心身状況やニーズを把握し安心して利

用できる環境づくりに努めます。

⑧ 職員が働きやすい職場環境の整備に努めます。

年間行事予定 ・地域のサークル活動組織等の支援による催し物の開催や、地域交流の場を広げます。

実習生受入予定 ・各種養成機関等の要請に応じ、実習生の受入に努めます。

職員研修

・通所介護事業所に従事する職員として必要とされる研修を受講します。

・職員の資質やモチベーションの向上のために、自主的な研修が継続できるよう

学ぶ機会を作ります。

・各分野の外部研修等へ積極的に参加できるよう配慮し、職員の資質向上を図ります。
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保育園 事業計画

西田原保育園 (80 名)

基本方針

園理念

みんなの笑顔があふれ

みんなで認め合い

         望ましい未来を創り出す力や心を育てます

保育目標

心身ともに健やかに育つ子ども

・思い切り体と心を動かし、元気いっぱい遊ぶ子ども

・豊かな感性を持ち、感謝と思いやりのある子ども

運営の目標

１．人とのかかわりを大切にし、心豊かな子どもを育てます。

・異年齢交流やお年寄り、地域の方との交流をとおし、優しさや思いやり、感謝の

気持ちを育てる保育

・保護者、地域の方、職員が子どもの成長を共に喜び、共に育てるネットワークを

大切にし、共に子どもの育ちに関わり、望まぬ虐待が起こらないように子どもと

保護者の支援体制強化

・いろいろな体験をとおして一人ひとりの個性を認め、感動する心、興味関心を広

げ、豊かな感性を引き出す保育

２．保育、食育、保健の三本柱の連携を大切に養護・教育を一体的に行います。

  ・よく遊び、よく食べ、よく眠り 元気な身体づくり

  ・意欲的、主体的に取り組む姿勢、自分を表現する力を育む

３．なかよし広場は、利用しやすいように「あそびの年間計画」を作成して、周知しま

す。一時預かり事業は、必要な時に安心して利用してもらえるよう発信し、地域の

子育て支援に努めます。

４．保育士等キャリアアップ研修及び第三者評価結果を踏まえ、学びの確認のため園内

公開保育を実施し、常に保育を振り返りながら「保育の質の向上」に努めます。

５．事故防止に努めるとともに、園児、職員の防災意識を高めるために、啓発や地域交

流をとおして「子どもを守る」安全で安心していただける保育園運営を行います。

《 保育士の行動目標 》

     にこにこ笑顔を忘れずに

     心身(しんしん)ともに健康で

      助(たす)け合いの心を大切に

      わくわくドキドキの体験で保育力を高めます

      子どもと楽(らく=たの)しむ保育をします

わ

ら

に

し
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年間行事予定

≪その他≫

サッカー教室 ・ はなの里高齢者との交流 ・ 運動あそび教室

避難訓練 ・ 身体計測 ・ なかよし広場（第２火曜日）

月 行  事

4 はじまりのつどい・保護者会総会・内科健診・尿検査

5 春の遠足・歯科検診・夏野菜植え

6 親子遠足・3 歳児保育参加（給食試食、クラス懇談・保育参加）・歯磨き指導

7 七夕お楽しみ会・プール遊び・個人懇談・夕涼み会

8 親子平和学習会・プール自由参観

9 環境整備作業・運動会予行

10 5 歳児保育参加（給食試食、アルバムづくり）・運動会・芋ほり

秋の遠足・内科健診

11 0.1 歳児保育参加（おやつ試食、クラス懇談）・交通安全教室
焼いも・市民センター展出展

12 4 歳児保育参加（おやつ試食、クラス懇談）
クリスマスお楽しみ会・生活発表会（5 歳児）

1 伝承遊び

2 生活発表会（3.4 歳児）・5 歳児アルバムづくり
2 歳児保育参加（おやつ試食、クラス懇談）

3 環境整備作業・地域交流会・入園説明会・お別れ会・保育証書授与式
5 歳児個人懇談

実習生受入予定

中学生職場体験（北中学校・桔梗が丘中学校より）・高等学校インターンシップ

各短期大学・大学の実習生

（武庫川女子大学・四天王寺大学短期学部・関西女子短期大学等）

職員研修

※研修責任者、研修委員を中心として専門性を高める研修を計画し実施します。

※保育士等キャリアアップ研修での学びを保育でどのように活かし実践しているかを職

員同士で学び合う機会を多く持つようにします。

◎保育園全体研修（両園合同）

・『子ども理解』に対する職員の基本かつ専門性を高める継続的研修

・相互の学びを深め、課題に取組める年齢別研修実施

◎園内研修

虐待対応研修・人権同和保育・個別支援研修・保育課程によるカリキュラム検討及び

研修保育環境研修・ 伝達研修・ 危機管理研修・ 公開保育研修

◎園外研修

  名張市主催の研修会（保育幼稚園室・教育センター・発達支援センター・人権センター等）

国・県・県社会福祉協議会・県保育士団体・県人権センター主催の研修会
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桔梗が丘保育園 (180 名)

基本方針

《園理念》

   みんなで 創ろう、つながろう

       人の輪、心の和

          子どもの笑顔が みたいから

《保育目標》

・愛される喜びと安心を感じられる、優しく温かい保育

・「遊んで育つ」発達援助と健康的な身体づくり・心も体も健やかに育む豊かな保育

・人とのかかかわりの中で学び合い、共に育ち合える保育

運営の目標

１. 保育士・調理員・看護師が連携し、安心安全な保育の質の向上、改善に努めます。

２. 保護者の悩みや思いに傾聴・共感して子どもの成長を共に喜び、信頼・安心していただ

ける関係づくりとともに、ニーズに応じた情報提供や専門性を活かした支援をします。

３. 子どもを守り虐待の芽を摘む家庭支援を行います。

４. 子どもが安心安全な生活をおくれるよう、職員が一丸となって施設運営体制を強化しま

す。また、防災環境・防災計画を見直し、危機管理体制を充実します。

５. 地域における子育て支援や交流、貢献活動の年間計画を作成します。なかよし広場や一

時預かり、園内行事などに多くの利用や参加が得られるよう、発信方法を改善して取組

みます。

６．第三者評価での改善計画に基づき、組織の改善、改革に取り組み、保育サービスの質の

  向上に努めます。

７. 笑顔、挨拶をモットーに働きやすい職場環境を構築します。

  ・保育ソフト導入による事務の見直し・休暇取得の推進・職員サポート環境の強化

年間行事予定

（その他）避難訓練 ・ 身体計測 ・ なかよし広場（第 4 火曜日） ・ 異年齢交流保育

サッカー教室 ・ 絵画教室（レインボータイム） ・ 体育教室（ばりっこ教室）

ばりっこピカピカ小１学級（５歳児出前授業）

（地域交流等）

・桔梗高齢者サロン、桔梗市民センターサークル、はなの里利用高齢者との交流

・地域環境保護活動への参加

４月

はじまりのつどい

保護者会総会

内科健診・尿検査

１０月

運動会  さつま芋掘り

秋の遠足 ５歳児健診

１歳児クラス懇談会（おやつ試食）

内科健診  火災時の煙体験

５月

春の遠足（幼児組）歯科検診

個人懇談（幼児組）夏野菜植え

桔梗高齢者サロンとの交流

１１月

親子遠足 視力検査(５歳児)
３歳児クラス懇談会（おやつ試食）

桔梗高齢者サロンとの交流

６月

個人懇談（乳児組）５歳児健診

歯みがき指導（幼児組）

桔梗高齢者サロンとの交流

１２月

陶芸教室・給食試食会・アルバム

づくり（５歳児）４歳児クラス懇

談会（おやつ試食）冬のお楽しみ会

７月

七夕お楽しみ会

プール遊び開始

環境整備作業

１月

伝承遊び 修了記念写真

小学校校長先生とのお話会

（５歳児）

８月

プール自由参観

親子平和学習会

夏野菜収穫

夕涼み会

２月

３･４・５歳児発表会

５歳児小学校授業見学

５歳児アルバム作り

２歳児クラス懇談会（おやつ試食）

９月 桔梗高齢者サロンとの交流 ３月

入園説明会

環境整備作業

お別れ会

卒園式
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実習生受入予定

皇學館大学（６月 ２名）   大阪樟蔭女子大学（９月 ２名 ２月 ２名）

関西福祉科学大学（９月 １名） 畿央大学（８月１名）

名張市立看護専門学校  中学生職場体験（桔梗が丘・名張・名張南中・北中学校より）

高等学校インターンシップ

職員研修

※研修責任者、研修委員を中心として専門性を高める研修を計画し実施します。

※保育士等キャリアアップ研修での学びを保育でどのように活かし実践しているかを職員

同士学び合う機会を多く持つようにします。

◎保育園全体研修（両園合同）

『子ども理解』に対する職員の基本かつ専門性を高める継続的研修

相互の学びを深め、課題に取組める年齢別研修実施

◎園内研修

虐待対応研修・人権同和保育・個別支援研修

保育課程によるカリキュラム検討及び研修

家庭支援研修・保育環境研修・危機管理研修・伝達研修・公開保育研修

◎園外研修

名張市主催の研修会（保育幼稚園室・教育センター・発達支援センター・人権センター）

  国・県・県社会福祉協議会・県保育士団体・県人権センター主催の研修会

  キャリアアップ研修
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