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特別養護老人ホーム鹿屋長寿園 

短期入所生活介護 

ケアコールセンター鹿屋長寿園

サテライトケアコールセンター鹿屋長寿園

住宅型有料老人ホームげんき 

グループホームふれあい 

プライエボーリ優花里 

小規模多機能ホーム哲ちゃん家 

小規模多機能ホーム花海家長寿園 

デイサービスセンター鹿屋長寿園 

ミニデイサービス舷揮くん家

介護保険相談センターかのや  

鹿屋長寿園（下祓川サブセンター） 

高齢者等訪問給食サービス 

鹿屋市高齢者世話付市営住宅援助員設置事業 

社会福祉法人 恵仁会 

Social welfare corporation Keijinkai 

令和 3 年度事業計画 A business plan in fiscal year 2021 

１．経営理念 Management idea 

福祉と医療の有機的な連携を図り、高齢者の方々に質の高いサービスと安心を提供

し、地域における高齢者福祉の発展に寄与するため、以下の経営理念及び基本方針を基

に法人運営を行う。 

２．組織 The organization 

エリア制 Area system

下祓川エリア 笠之原エリア 

 

 

 

理事会 Board meeting 

理事長 The chief director 

法人本部 Corporation head office 

養護老人ホーム寿光園 

住宅型有料老人ホーム笠之原長寿園 

住宅型有料老人ホーム新川長寿園 

ミニデイサービス瑠璃ちゃん家

ホームヘルパーステーション鹿屋長寿園

居宅介護支援事業所鹿屋長寿園 

グループホームあいら 

笠之原地域交流多機能スペースみらい 

相談支援事業所長寿園あかり 

児童発達支援事業所あかり 

池田保育園 

評議員会 

Council 

監事 

Inspector 

統合リスク管理室 

Integration risk 

management office 

評議員選任

解任委員会 

Council

ライフサポートチーム

鹿屋長寿園 

Life Support Team 
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３．介護理念 Nursing idea 

あなたの立場に立ち In your viewpoint, rising あなたを感じ You, feeling 

あなたを理解できるようなサービスを目指します 

I aim at the service which can understand you. 

４．「DX（Digital Transformation｜デジタルトランスフォーメーション）の構築 

コロナ禍においてその収束も見込めない中で、世の中はテクノロジーの活用でデ

ジタル化が進みリモートワークやオンライン会議などが主流になりつつある。また

その流れは今後急速に加速するものと考えられる。 

 そこで、本年度より 3カ年計画として生産性向上や働き方改革の推進及び BCP

対策やペーパーレス化等を目指し「RPA(ロボティック・プロセス・オートメー

ション)」の導入を図り「DX（Digital Transformation｜デジタルトランスフォー

メーション）の構築を目指すこととする。

この取り組みの一環として、以下の５つを当面の目標として取り組みを進める。

① リモートワークの導入

② FAX機能の利用中止と電子媒体での情報共有の推進

③ RPA導入に向けた環境整備

④ クラウドストレージ導入

⑤ 書類等の電子化によるペーパーレス化(約８割)

５．２０２１年推進目標の設定 

各事業所が、２０２１年に取り組む推進目標(別紙)を掲げその取り組みを進め 

る。これは、各事業所の職員の総意としてまとめられたものであり、法人が目指す 

働きやすい職場環境作りや地域との協働というビジョンに沿うものとなっている。 

６．人材育成 Upbringing of human resources 

コロナ禍において、外部研修等への参加が困難な状況が増えている。そこで、オンライ

ン環境を充実しオンラインによる研修受講を進めていく。各事業所において、オンライン

環境に不備や格差が生じないよう準備を進める。 

介護報酬改定年度でもあり、地域包括ケアシステムの深化が進む中でその理念を理解・

共有し、どのような状態にあっても自立支援を目指し、その人と共にある介護を目指す。

統合リスク管理しつによる ICT への取り組みが進み、業務の合理化や生産性の向上がみ

られてきた。今年度は、更にその流れを進め働き方改革の取り組みを進める。 

恵仁会で働く職員は、心身共に健康で利用者への温かみのある介護が実践できるよう 

事業所及び教育担当による重層的な人材育成システムの環境の中で能力の向上を目指す。 

また、OJT（職場内研修）とオンラインによる OFF－JT（職場外研修）を有効的に組み合わ
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せて、段階に応じたスキルの向上が目指せる仕組みを構築する。 

７．地域貢献活動 Area contribution activity 

コロナ禍により、ドライブサロンやオレンジのまど、オレンジカフェなどの活動が思

うように進まない状況にあったが、新しい取り組みとして地域への弁当配布やキッチ

ンカーの整備などを試み住民の生活の利便性を維持する。

８．コーポレートガバナンス体制 Corporate governance system 

新型コロナウイルスの世界的感染拡大を受け一年が過ぎた。介護施設においてもク

ラスターや集団感染が国内で散見された。幸いに恵仁会においてそのような状況には

なかったが、職員のストレス等も大きなものとなっていることが考えられる。今後は、

職員のストレスマネジメントも丁寧に行っていく必要がある。外部カウンセラーの導

入やリモートワークの導入で感染防止対策とメンタル対策も検討していく。 

更に、利用者や家族、職員の安全を守るうえでこれまで以上のリスク管理が求められ

る。変異株の広がりもみられる中、正しい知識を持ち精度の高い対策を法人一丸となり

共有し実践していく。 

また、経営及び法人運営の透明性や規律性を保つために、コーポレートガバナンス

(企業統治)の確立を進める。利用者・家族・職員・地域社会等の立場を踏まえたうえで、

「透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うための仕組み」を更に明確化する。社会

福祉法第 59条の 2第 1項で規定されたもの（現況報告書，計算書類，定款，役員等名

簿及び役員等に対する報酬等の支給基準）について公表する。 

統合リスク管理室に責任者である室長を位置づけ、内部けん制及び各事業所の支援

を行う。介護保険法やその他関係法令の遵守は勿論のこと、業務効率化や情報管理の一

元化を推進し、各事業所が事業計画に基づいた運営が可能となるよう支援する。また、

BCP（事業継続計画）により、感染症や災害時等においても事業継続や地域の拠点施設

としての機能が果たせるよう普段より体制確保に努める。 

社会福祉法人の公益性を鑑み、安定的な経営基盤の構築と地域に誇れる組織を目指

し、地域共生社会の実現に向けての一翼を担う。
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２０２１年 各事業所(部署）推進目標 

事務局 

１．推進目標 

『恵仁会広報誌ブリーズ増刊号の出版』 

２．目的 

・採用活動に活用することで、人材獲得を図る。

・事業所のいいところの気づきや事業所で働く職員の姿勢をしることによって職員の離職

防止を図る 

３．方法 

① 広報誌の構成を考える。②制作スタッフの役割を決める。③広報誌を完成させる。

【出版計画案】制作回数：年 1回  制作期間：7月～9月  完成予定：10月～11月 

介護部門推進目標 

１.推進目標

・全職員が連続休暇 4日以上（リフレッシュ休暇）を計画的に取得する。

２.目的

・一定期間業務から離れる期間を設けることで、心身のリフレッシュを図り、働きやすい環

境作りと更なる業務への意欲増加を図る。 

・介護職は連続休暇が取りにくく重労働であるというイメージを払拭し、入職希望者への事

業所のアピールにつなげる。 

３.方法

・2021年 1月から 2 月までに、各職員の希望の把握。

・隣接ユニットで月１～2名を目途に予定をたてる。

・各職員の希望する期間での取得を考慮し、2020年 4月～2021年 3月まで。

機能訓練部門 

１.推進目標

早出・遅出勤務によるユニット介入を 3回/月以上行う。 

２.目的

・利用者処遇・ケアの質向上のため

・人材育成のため(介護職・機能訓練指導員共に)

３.方法

・人員の薄い早出・遅出の時間帯に絞り、約 2.5H時間介入。

・基本担当ユニットを主体とするが、必要により随時ユニット変更。

・見守り・食事介助・食器洗い・移乗・トイレ介助を主体に利用者および介護職の評価、指

導などを行う。 
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栄養部門 

１．推進目標 

・長期的に働いてくれる管理栄養士を確保する

２．目的 

・特養の管理栄養士として栄養管理を担える人材を確保する。

３．方法 

（４月までに）・採用の仕方や条件を整理する。 

（４月～、様子を見ながら定期的に）・栄養学部のある九州地区の大学やハローワーク

に協力依頼する。法人採用のパンフレット等も活用する。 

（随時、主に長期休み） ・見学の機会を設け、面接の際に説明をしっかりと行う。 

ケアマネ・相談員部門

１．推進目標 

契約書・ケアプランの電子署名、電子媒体での保管 

請求書・領収書の電子化 

２．目的 

・職員の業務効率化、ご家族の負担軽減、保管スペースの確保

３．方法 

① 令和 3年度より電子化へ向けて押印を中心とした書類の見直しを行う。

② ①と同時にシステム選定に入り、統合管理リスク室と情報共有を行いながら運用検討、

環境整備検討し、運用に合致するシステムを年度内に導入。 

③ 担当職員へ使用方法の説明、ご家族へ手続き内容の変更案内を行う。

医務室 

１.推進目標

新型コロナウイルスを中心に、感染対策に取り組む。

２.目的

・施設内及び事業所内において、感染の持ち込みや発生を起こさない。

・利用者、スタッフを感染から守るため、看護師を中心に標準予防策が理解でき、実施

できる。

３.方法

①感染コアメンバーの選出・活動を行い、各セクションでの感染予防活動を行う。

② 座学・実技訓練の実施（年 2回 6月・10月）し、標準予防策がとれるようにする。

③ 
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統合管理リスク室 

１．推進目標 

ペーパーレス化・給与明細の電子化、各事業所の記録システム変更及び新規導入、ペー 

パーレス会議システムの導入 

２．目的 

・各職種の業務の効率化はもちろんのこと、保管スペースの確保、書類紛失リスクの低減

などを目的とする。 

・コスト削減（給与明細を例にすると・・・）

600円（1～100 人）×100人+500円（100人～）×350人＝235,000円 

現在：341,460 円（紙＋印刷代＋封筒代）＋人件費（印刷時間＋封筒詰め等） 

３．方法 

① 給与明細の電子化 令和 2年度１月から準備に入り、以下の流れで実施

システムデモ→システム導入→給与システム連携準備→職員説明→同意書→４月給

与から記録の電子化  介護 ICT導入支援事業を活用できれば令和２年度中に導入 

するが、選考からもれた事業所は令和３年度の同事業を活用して導入又は入替えを 

実施。 

② ペーパーレス会議システムの導入

令和 3年度からシステム選定に入り、運用検討、環境整備検討し、運用に合致するシ

ステムを導入。

教育部門 

１．推進目標 

・新卒者・中途採用者の人材獲得と離職防止

２．目的 

・ケアマネージャーや看護師も不足している事業所もあり、人材を確保することにより

現在いる職員が疲弊し離職しないため。 

３．方法 

・新卒者獲得のために学校訪問も含め重労働と言う悪いイメージを払拭するために、移

乗リフトや入浴用リフト等の福祉機器の説明を若手スタッフにモデルになってもらい

動画作成し、高校でＰＬ活動を行う

・新卒者獲得のために、卒業生（初任者研修修了者や介護福祉士保有者）の職員を起用

したポスターを作成し高校の掲示板に掲載してもらう。

・中途採用者獲得のため、ハローワークでＰＬ活動を行う
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養護老人ホーム寿光園 

１．推進目標 

① 職員意見箱の設置

２．目的 

① 不適切なケア（態度や言葉づかい、適切でない介助の仕方など）を見た

り聞いたりしても、職員同士、なかなか注意や指摘をすることができな

いのが現実であるため、入所者のより良い生活を守ることと苦情の撲滅

を目指し職員意見箱を設置する。

３．方法 

・ 意見箱を設置し、不適切なケア（態度、言葉づかい、介助の仕方など）と

感じた内容を記載し投函する。

・一週間に一回（毎週金曜日）意見箱を確認し、投函があった場合は内容を確認後、職員

への周知と事実確認、指導･改善を行っていく。

介護保険相談センターかのや・居宅介護支援事業所鹿屋長寿園 

１． 推進目標 

デジタル化を図り、業務の効率化を推進する。 

２． 目的 

・接触感染のリスクを軽減しながらも、ケアマネジメント業務を滞りなく遂行できる。 

・空き時間の有効活用を行う。

３. 方法

① ノートパソコンを利用し、在宅ワークでケアマネジメントの一連業務が行えるよう

にする。

② スマホを活用してのオンライン担当者会議の実施。

③ 訪問先や外出先で記録ができるノートパソコンの活用。

小規模多機能ホーム花海家長寿園 

１． 推進目標 

・毎月、月担当職員が「アクション○○」という行動目標を立てて、

職員みんなでそれに取り組むこととする。

２． 目的 

・職員の意識統一が図られて、就業意欲の向上や達成感の獲得に繋がる。

３． 方法 

・月担当職員が、管理者や周囲の職員との意見交換にて「アクション○○」と題した目標を

設定して、職員みんなでそれに取り組む。
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・月担当職員は、担当月の前月 15日までに目標を決定して、担当月の翌月 10日までに

振り返り表を作成、管理者宛提出する。

ミニデイサービス舷揮くん家

１． 推進目標 

 混合介護への取り組み 

２． 目的 

・買い物・受診付き添い→1人暮らしの方や、ご家族が近くにいらっしゃらない方が、対

  象。 

・現在 1人暮らし・老々介護されている方が 10名程。

・ドライブサロンや宅配などのサービスを中々、利用できない。ちょっとした買い物や

買い出しに行きたいが、行けない。家族も忙しく頼めない。という声が聞かれる。

送迎の帰りや利用時に、買い物支援を行う。

・舷揮での様子を、ご家族へ話をし、受診時に主治医に伝えるように話をするが、中々

伝わらない事が多い。付き添いを行う事で、舷揮利用時での状態を、しっかり伝える

事で、早期発見が出来る。

３． 方法 

・令和 4年度までに実施出来ればと考えています。

プライエボーリ優花里 

１． 推進目標 

「退職者を 1人以下にする（転勤等しょうがないものは除く。）」 

２． 目的 

・今後も人材獲得が難しい現状を踏まえ、今いる職員を大事にし、優花里・恵仁会で働

きたい、働いていてよかったと思う。

・継続して仕事を行うことで、スキルも上がり、安定したサービスが提供でき入居者へ 

も還元できる。 

・日頃あまりしゃべらない職員とも話ができ、お互いのいいところが発見でき、苦しい 

ときに励ましあったりすることで離職防止に繋がる。 

３． 方法 

・4 日以上の連続した休暇を取る。（2 月までに各職員へ聞き取りを行い、実行する。） 

➡職員のモチベーション向上につながり、そこを目標に頑張ることができる。

・3か月に 1度、くじ引きをひき２人１組を作り、業務内の昼休憩中に食事に行く。

➡日頃あまりしゃべらない職員とも話ができ、お互いのいいところが発見でき、苦しい

ときに励ましあったりすることで離職防止に繋がる。 ￥1.000（1食）×20（名）×

4＝￥80.000（事業所負担）
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デイサービス 

1. 推進目標

コロナ禍でも行える地域との繋がりを考える

2. 目的

・食生活を支える・外出自粛による食材などの買い物ニーズの代替

・介護負担軽減（高齢者夫婦世帯・家族）・デイサービスに来る理由の一つ（休まない工

夫）

3. 方法

・デイまで配達してくれる地域のお弁当屋の検討（2021年 4月末頃まで）

地域としては寿・打馬・北田・向江町・西原あたりの範囲で検討 ※普通食がメインと

なるがメニューも考慮

・利用者、ご家族への説明パンフレット作成（遠方のご家族含む）

・現登録人数 134 名中在宅利用者約 110 人を対象とするがお弁当の保管、注文の取りま

とめ等を考え一日 5食くらいで

給食センター 

１.推進目標

労災ゼロをめざす

２.目的

職員の安全を守ることで長く働ける職場をつくり業務の安定化をめざす

３.方法

けがしない・させない環境作り

・危険な場所やケガにつながる行動の洗い出しと対策・ゆとりを持った配達（あわてな 

い・はしらない） 

→余裕をもって配達に出すために弁当を早く上げる取り組み

ミニデイサービス瑠璃ちゃん家

１．推進目標 

児童発達支援事業所あかりの子供たちに対し、利用者自身の自立支援に向け、社会復帰

を目指した奉仕作業やお土産リハビリ品の贈呈。コロナ禍で交流が難しいが高齢利用

者と子供たちとの繋がるもので共生社会を目指す。 

２．目的 

利用者の個々の得意な事や趣味を活かし、子供たちに喜んでもらえる作業やリハビリ

品として贈呈。孫、ひ孫世代と何か繋がりを持つ事で活性化・喜び・自信・笑顔が図れ

る事ができる為 

３．方法 

9



R3 年度 4 月以降から 1 年間を通して、3 か月間を 1 作品で制作期間とし、男性利用者に

玩具の修理屋さん（おもちゃのお医者さんみたいな）、消毒洗浄（例えばブロッグレゴの

細かい部分のブラッシング洗浄）をする。女性利用者に、裁縫（マスク類）で作品制作。

季節毎に制作できるものでの立案をする。また、夏野菜の育て方、収穫までの期間を利用

者・子供たちと一緒に実施する。 

グループホームふれあい 

１．推進目標 

・下祓川町内会住民のちょっとした困りごとのお助け隊となる。

２．目的 

・下祓川町内会の一員としての役割を持つ

・地域の方が安心して在宅生活が送れるよう、ちょっとした困りごとの手伝いが出来る。 

・馴染みの関係、お互いさまの関係性を築くことで、地域の方が気軽に寄れる場所となり、

利用者が地域の方とのつながりを持った生活が送れる。 

３．方法 

・町内会長、民生員、高齢者クラブの方と話す機会を持ち、ふれあいとして出来ることを

知る。

・地域サロンへ出向き、顔見知りの関係を作り、世間話からちょっとした困りごとを知り

解決へ向けての道を探し、行動する。 

新川長寿園 

１.推進目標

記録システムを導入して業務の効率化を図りペーパーレス化する。

２.目的

タブレット等による記録の入力、保存を行い業務の効率化、一括管理が行えるようにす

る。 

３.方法

・導入費用を抑えるため特養などで使用しているシステムとの共有はせず、住宅型有料老

人ホームで使用できる簡易的なシステムを検討する。クラウド型や無料ソフトも検討 

する。 

・24時間時系列の入力、バイタルや排泄、水分摂取量などの統計が表示できるシステム

を検討。
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児童発達支援事業所あかり 

１．推進目標：夏休み親子遠足を実施し、子ども同士や保護者同士、みんなで交流する 

２．目的：・身近にある自然にきちんとふれる体験を通じ、心身の成長を促す 

・他年代の子ども同士の交流や、親同士の交流を図ることで互いのことを知り、 

今後の親同士の交流などにもつなげていく

・体験を通しながらいつもと触れ合っている大人とは違う人と出会う

３．方法：夏休みの平日か土曜日（できれば 2回実施） 

場所と内容（遊びながら学ぶ） 

（案１）場所⇒佐多岬 

内容⇒海で遊ぶ・バーベキュー・ワークショップ（高橋素晴氏）さたでい号も？？ 

（案２）場所⇒桜島旧改新小学校周辺  

内容⇒海、小学校で遊ぶ  大人は発達障害の当事者の話を聞く 

相談支援事業所  長寿園あかり 

１.推進目標

デジタル化を図り、業務の効率化を推進する。

２.目的

・接触感染のリスクを軽減しながらも、ケアメンジメント業務を滞りなく遂行できる

・空き時間の有効活用を行う。

３.方法

・ノートパソコンを購入し、ほのぼのシステムを取り入れる

訪問先や外出先で入力作業を行い、利用者、家族に提示、説明後、同意が得られれば、

その場でプリントアウトし、署名捺印がもらえるように体制を整える 

・万が一の場合でも、在宅ワークを可能にすることができる

・担当者会議や各種カンファレンスのオンライン化

哲ちゃん家 

１.推進目標

全職員が連続休暇 3日以上（リフレッシュ休暇）を計画的に取得する。

２.目的

一定期間業務から離れる期間を設けることで、心身のリフレッシュを図り働きやすい緩

急作りとさらなる業務への意欲増加を図る。

３.方法

（ア） 2021年 1月から 2月までに、各職員の希望を把握。

（イ）連続休暇は、希望日が重なる月も多いと思われるため、重なりが多い月は、

くじ引きなどを行い、譲り合って取得するようにする。
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（ウ）各職員の希望する期間での取得を考慮し、2020年 4月～2021年 6 月までとし各月に

1名の連続休暇とし、勤務状況に負担がかからない様に年度を超えて取得する。

住宅型有料老人ホーム げんき 

１．推進目標 

ペーパー記録に伴い、新システムの導入を行う。職員がかかわるケア記録をシステム化

する。 

２．目的 

業務を効率化し、職員の負担を減らし、離職防止につなげる。 

３．方法 

システム選定に入り、運用検討、環境整備検討し、運用に合致するシステムを使用でき

る機器を令和３年度内に導入。 

笠之原長寿園 

１．推進目標 

①職員全員のリフレッシュ休暇取得（連続３日）

２．目的 

（リフレッシュ休暇）

・コロナ禍の中で職員の業務意欲の増進、負担軽減、心身のリフレッシュ。

・職員獲得へ向け事業所の福利厚生の売りとして活用。

３．方法 

（リフレッシュ休暇）

① 職員の予定、希望を取り、取得にあたってルールを設定。

② 毎月のミーティング内で休暇取得職員の決定。

③ 業務や入居者処遇に影響しないよう休暇を取る。

④ 年度末のミーティング内で、取得しての課題や日数変更等、職員と評価。次年度目標

へ繋げる。

※次年度は段階的に、職員獲得へ向けた取り組みの目標設定予定

ホームヘルパーステーション鹿屋長寿園

１．推進目標 

『介護ロボット導入した定期巡回サービスの提供』 

２．目的 

・介護ロボット等の次世代型介護技術の活用による、介護サービスの生産性の向上及び業

務効率化や介護負担軽減について検証する。 

３．方法 
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・タイムスケジュール作成

・対象利用者（１～２名程度）の選定 ・対象利用者・家族、担当ケアマネへの説明と文書

による同意 ・対象利用者のアセスメント ・福祉用具事業者との打ち合わせ ・支援計画

書作成

・介護ロボットによるサービス提供 ・評価

ケアコールセンター鹿屋長寿園

１．推進目標 

『定期巡回 YouTube』 

２．目的 

・事業内容や、取り組み、スタッフの紹介などを YouTubeで配信することで、若い世代に

も介護に興味を持ってもらい、恵仁会の人材獲得にもつなげる。

３．方法 

① 配信の内容、構成を考える。②制作スタッフを決めて撮影。③配信。

【配信計画】年４～６回（制作期間を２～３カ月に設定し１本制作）

グループホームあいら 

１．推進目標 

①職員全員のリフレッシュ休暇取得（連続３日）

２．目的 

（リフレッシュ休暇）

・コロナ禍の中で職員の業務意欲の増進、負担軽減、心身のリフレッシュ。

・職員獲得へ向け事業所の福利厚生の売りとして活用。

３．方法 

（リフレッシュ休暇）

① 職員の予定、希望を取り、取得にあたってルールを設定。

② 毎月のミーティング内で休暇取得職員の決定。

③ 業務や入居者処遇に影響しないよう休暇を取る。

④ 年度末のミーティング内で、取得しての課題や日数変更等、職員と評価。次年度目標

へ繋げる。

※次年度は段階的に、職員獲得へ向けた取り組みの目標設定予定
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【社会福祉法人恵仁会職員 10の心得】 

1. 施設内（事業所）で会う人には必ず挨拶をする。

2. 飲酒運転は絶対にしない。

3. 利用者を「ちゃん」や愛称で呼ばない。

4. 職員同士でもタメ語や馴れ馴れしい態度はとらない。

5. 自分の体を痛めるような介護方法はしない。

6. 利用者が不安や痛みを感じる介護はしない。

7. 職員同士の噂話や陰口を言わない。

8. 自分の担当の利用者の居室点検を月に 2回は行う。

9. 悩みや分からないことは自分だけで抱えず、リーダーや統括、教育担当、管理者に相談する。

10.自分を大切にする。

【希望を持ち、安心して働ける恵仁会を創る 

‐将来ここで働いて良かったと思える職場づくり 10か条‐】 

1. 自分の意見や考えをホンネで伝えることができ、間違ったことや反対意見を述べても安

全だと感じられる雰囲気のある職場を作る。

2. 悩み、立ち止まっている仲間がいたら、声を掛け、励まし、共に考え、その人が答えを

見つけられるように手を差し伸べる。

3. 「伝える」ではなく、「伝わる」コミュニケーションを心掛ける。

4. 「ありがとう」・「感謝しています」、感謝の気持ちは最大限に、感謝の気持ちは素直に言

葉にする。「気持ちのこもった言葉」で相手に感謝を伝える。

5. メンバーを信頼し、他のメンバーの強みに目を向ける。メンバーから信頼されるよう努

力し、どうすればメンバーから信頼されるか、チームの役に立てるか考え行動する。

6. 相手の立場から世界を見ようと心掛ける。相手の発言を相手の立場に立って聴き、どこ

に賛成しようかと考える。

7. 不平を言うのを止めて状況の改善に努める。より良くなるための行動を考え実行する。 

8. 誰かの責任ではなく、自分の責任と捉え、与えられた役割を果たす。

9. 何かを始めるのに遅いことはないし、完璧なタイミングは簡単には訪れない。いつだっ

て今日が始まりと考えチャレンジする。

10.今、学ぶべきこと、身に付けるべき技術・資格を自ら考え、見つけ、目標にして取り組

み、自分自身の成長を目指す。技術・資格を身に付けたいと考える仲間をバックアップ

する。

⚫ 社会福祉法人恵仁会 3か年経営戦略（計画実施期間：令和 3～5年度）

「サービスの質の向上」、「人材獲得」、「入居率・稼働率の向上（営業力強化）」、「生産性向上

（ICT、IOTの活用による業務効率化）」、「介護報酬改定対応」
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令和 3 年度 本部事務 事業計画 

1. 基本方針

 社会福祉法等諸法令及び定款に基づき、法人経営の目標達成、経営管理の改善・向上の

為に建設的な助言又は必要に応じて勧告等の意見を述べるなどの措置を講じることにより、

法人の健全で持続的な成長を確保し、社会的信頼に応える良質な起業統治体制の確立に寄

与する。  

2. 基本的事項

①公益性・非営利性の徹底 ②国民に対する説明責任 ③地域社会への貢献

3. 経営組織のガバナンスの強化

 以下について適正に開催し、健全で持続的な成長を確保し、社会的信頼に応える良質な

企業統治体制を確立する。  

1）理事会 ：全ての業務執行の決定や理事の職務執行の監督を行う。 

2）評議員会 ：法人運営の基本ルール・体制の決定と事後的な監督を行う。 

3）評議員選任解任委員会：中立的な立場で評議員の選任、解任

4）監事 ：法人の業務監督及び会計監査を行う。 

  【理事会】 

令和 3年度における理事会を以下の通り開催する他、必要に応じて随時開催する。 

開催月 主な審議事項 

第 1 回 令和 3年 5 月下旬 

令和 2年度事業報告及び計算書類等の承認 

次期役員（理事・監事）候補者の推薦 

次期評議員候補者の推薦 

次期評議員選任・解任委員の選任決議 

定時評議員会の招集 

第 2 回 令和 3年 6 月下旬 理事長の選定 

第 3 回 令和 3年 9 月 運営状況、必要時は臨時評議員会招集 

第 4 回 令和 4年 3 月中旬 
令和 3年度補正予算、令和 4 年度当初予算 

令和 4年度事業計画、臨時評議員会招集 

【評議員会】 

令和 3年度における定時評議員会を以下の通り開催する他、必要に応じて臨時評議員会 

を開催する。 

開催月 主な審議事項 

定時 令和 3年 6 月中旬 
令和 2年度計算書類及び財産目録の承認 

次期役員（理事・監事）の選任の決議 

臨時 令和 4年 3 月下旬 
令和 3年度補正予算、令和 4 年度当初予算 

令和 4年度事業計画 
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【評議員選任・解任委員会】 ※現委員 

開催月 主な審議事項 

令和 3年 5 月下旬 

～6 月初旬 

次期評議員の選任決議 

【監事監査】 

令和 3年度における監事監査を以下のとおり実施し、監査報告書を作成して理事会に報 

告し、承認を得る。計算書類や報告書等について定時評議員会の 2 週間前の日から備え 

置き、定時評議員会において報告を行う。 

開催月 主な監査内容 

令和 3年 5 月中旬 
理事の職務の執行状況、令和 2 年度事業報

告、令和 2年度会計帳簿及び計算関係書類 

4. 事業運営の透明性の向上

以下の項目について公表する為、閲覧対象は国民一般とし、ホームページへ掲載及び事 

務局へ備置く。 

 （定款、貸借対照表、収支計算書、役員名簿、役員報酬基準、現況報告書、事業計画・報告） 
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令和 3 年度 統合リスク管理室 事業計画 

1． 基本方針 
 社会福祉法等諸法令及び定款、内部管理体制の基本方針並びに内部監査規程等諸規程に

基づき、法人経営の目標達成、経営管理の改善・向上に資する監査を行う。建設的な助言

又は必要に応じて勧告等の意見を述べるなどの措置を講じることにより、法人の健全で持

続的な成長を確保し、社会的信頼に応える良質な企業統治体制の確立に寄与する。 

加えて、内部統制の４つの目的である「業務の有効性及び効率性」、「財務報告の信頼

性」、「法令遵守」、「資産の保全」に関する内部統制の整備構築とその運用を基に、部

署単位に発生するリスクはもとより、法人全体に係るリスクを総合的に管理し、健全かつ

適正な業務運営を行うための態勢の整備及び情報機器の効率的利用の促進及び情報資産の

有効性及び効率性、準拠性、信頼性、可用性、機密性を確保するための体制を整備する。 

2．中期（令和 3 年度～5 年度）重点項目 
上記基本方針に基づき、内部統制システム、コンプライアンス体制、リスク管理体制の構

築・運営に向けて以下の目標をかかげて活動を行う。

① サービスの質の向上

・以下の項目を実施して各職種が効率的に業務を行えるように支援することで、サー

ビスの質向上に寄与していく。

② 人材獲得

・求職者が使用するツールの確認を行い、より検索制が高いものを情報発信ツールと

して使用していき、ツールに合わせてホームページのブラッシュアップを行う。

・自法人の良さ、強みをアピールして機会があればヘッドハンティングの実施。また、

外部向けの奨学金制度の検討を行い、アピール材料を増やす。

③ 各種規程整備及び一元管理

・既存規程の整備やリスク管理規程など不足規程の作成や一元管理、共有する為の仕

組み作り及び必要時はシステム導入を検討。

④ 生産性向上（ICT、IOT の活用による業務効率化）

・現在導入している各種システム等の維持管理やRPA の構築、各種福祉機器、ペー

パーレス会議システム、IT 資産管理システム等の選定及び導入。また、各事業所か

らの相談に応じ、導入支援を実施する。

・テレワークを活用し、BCP の観点・感染対策はもとより、日々の業務においても集

中して作業が必要な業務をテレワークで実施することで効率化を図り、生産性をあ

げる。また、実務を行いながらテレワーク環境の検証を行い、環境整備に繋げてい

く。

⑤ 情報機器管理及び情報資産セキュリティの確保

・規程内容の周知や意識レベル向上の為の研修実施及び内部監査を実施。

⑥ 介護報酬改定対応
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・各事業所の加算取得に伴う資料や契約書、重要事項説明書作成支援及び加算取得に

向けてのアドバイスを行う。

⑦ 「内部管理体制の基本方針」に基づき、実効性のあるリスク管理体制を実現するため、 
事業所・部門における組織の機能及び制度の運用状況、規程類の整備状況、利用者

処遇状況等を確認し、業務活動が効率的、かつ適法・適正に行われているか運用体

制の確認・検証を実施。

・業務の適正を確保するための体制（内部統制システム）として、事業所内部監査員

4 名の体制を継続し、これまでの監査状況から対象事業所を選定し、効率的・実行

的な内部監査を実施する。

内部監査担当理事・・・髙津愛史

内部監査員   ・・・原田俊樹、尾迫信隆、中村朋仁

3. 共通取組事項

①新型コロナウイルス等感染対策

・感染対策を行いつつ、これまでと同じような感覚又はさらに効率的に業務が行えるよ

うに ICT、IOT 機器の導入と利活用できるように運用方法を検討していく。

・定期、臨時で開催される感染対策委員会に出席し、状況把握、対応方法検討、決定事

項に従っていく。

・感染対策マニュアルに基づき業務遂行し、職員感染時、施設内感染時等においての具

体的な対応策を検討し、定期的にシミュレーションを行う。

②業務の棚卸し

・IT 資産管理システムなどの導入を積極的に実施して業務の効率化を図る。また、業務

の洗い出しを行い、削減可能な業務工程の削減や必要時は適正な部署・人材へ業務を移

すことも検討し、特定の個人に業務が集中しないように管理する。

4. 働き方改革

①有給休暇

年度始めに職員からの有給取得計画の確認を行い、有給休暇使用に関して計画と比較し

て管理する。上期終了時点で消化日数が、年間 5 日以上未達成が予測される職員へは、 
毎月の業務スケジュールを確認しながら有給休暇の使用を促し、適正な働き方を推進す

る。

②適正な労務管理

共通取組事項にある「業務の棚卸し」の実施及びそれぞれの業務の進捗を確認しながら

協働して業務に取り組むことで、効率性を失うことなくかつ適正な業務量にし、健康面

も配慮した働き方を実施していく。

また、一度実施したとしても時間の経過で業務が膨れ上がるので、定期的に本取り組み

を実施する。

5. 年間業務計画

別紙参照
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事業所名 日時 往査 文書閲覧

・理事会準備 各種委員会

・前年度委員会議事録確認 在宅会議

・事業所内部監査 主任ミーティング

・HP更新（事業計画等） 法人運営会議

・規程等整備、一覧表作成

・ICT、IOT検討及び導入

・事業報告作成準備

・情報システム等管理

・理事会対応、評議員会準備 GHあいら 未定 ○ 各種委員会

・監事監査への立会 在宅会議

・事業所内部監査 主任ミーティング

・規程等整備、一覧表作成 法人運営会議

・ICT、IOT検討及び導入 理事会

・事業報告確認

・情報システム等管理

・評議員会対応 各種委員会

・事業所内部監査 在宅会議

・規程等整備 主任ミーティング

・法定備置き書類確認 法人運営会議

・事業報告確認 評議員会

・財務諸表作成、各種公表

・ICT、IOT検討及び導入

・情報システム等管理

・事業所内部監査 ケアコールセンター 未定 ◯ 各種委員会

・規程等整備 在宅会議

・ICT、IOT検討及び導入 主任ミーティング

・情報システム等管理 法人運営会議

・事業所内部監査 小多機哲ちゃん家 未定 ◯ 各種委員会

・規程等整備 在宅会議

・ICT、IOT検討及び導入 主任ミーティング

・情報システム等管理 法人運営会議

・事業所内部監査 各種委員会

・規程等整備 在宅会議

・ICT、IOT検討及び導入 主任ミーティング

・情報システム等管理 法人運営会議

・理事会準備、対応 理事会（開催時）

4月

5月

6月

◯
特養鹿屋長寿園
（指定基準、その
他）

未定

8月

７月

◯

令和3年度事業所内部監査計画(予定)

月 業務
監査種別

重要会議出席
事業所内部監査

9月

特養鹿屋長寿園
（ケアプラン・加算
関係）

未定
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事業所名 日時 往査 文書閲覧
月 業務

監査種別
重要会議出席

事業所内部監査

・事業所内部監査 各種委員会

・規程等整備 在宅会議

・ICT、IOT検討及び導入 主任ミーティング

・情報システム等管理 法人運営会議

・評議員会準備、対応 評議員会（開催時）

・法人業務内部監査
ミニデイ舷揮くん
家

各種委員会

・内部経理監査 在宅会議

・事業所内部監査 主任ミーティング

・規程等整備 法人運営会議

・ICT、IOT検討及び導入

・情報システム等管理

・事業所内部監査 優花里 未定 ◯ 各種委員会

・次年度事業計画（案）準備 在宅会議

・規程等整備 部門連絡会

・ICT、IOT検討及び導入 法人運営会議

・情報システム等管理

・事業所内部監査結果一覧作成 各種委員会

・次年度事業計画（案）作成 在宅会議

・事業所内部監査 部門連絡会

・規程等整備 法人運営会議

・ICT、IOT検討及び導入 理事会

・情報システム等管理

・理事会、評議員会準備 各種委員会

・事業所内部監査結果一覧作成 在宅会議

・事業所内部監査 部門連絡会

・次年度事業計画（案）確認 相談苦情検討会

・規程整備 法人運営会議

・ICT、IOT検討及び導入

・情報システム等管理

・理事会、評議員会対応 各種委員会

・内部監査報告 在宅会議

・規程等管理 部門連絡会

・ICT、IOT検討及び導入 法人運営会議

・情報システム等管理 理事会・評議員会

○

12月

1月

◯
鹿屋長寿園
ショート

未定

10月

3月

備考

上記以外事業所

※上記以外の事業所は自主点検表等の提出とし、必
要時は往査に切り替えるものとする。

11月

2月
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令和３年度年度 事務局【総務課】 事業計画 

1. 中期（令和３年度～５年度）年間目標

1）サービスの質の向上

福利厚生や職員に対する社会保険業務、給与支給など安定的に行い、実施困難となった職員旅行に代

わる福利厚生の取り組みを検討し、実施することで職員の離職防止を図る。また、総務課職員の能力向

上と業務に直結する制度への理解をオンライン研修や課内の情報共有等でブラッシュアップし、職員が

安心して働ける職場づくりを促進することで、利用者が受けるサービスの質の向上に間接的に支援を行

う。 

2）人材獲得

人材獲得チームと連携し、採用活動から入職までをスムーズに受け入れられるようにする。 

  （具体的な取り組み） 

①事業所の不足状況に応じて、求人募集や求人の停止をタイムリーに行うようにする。

②人事内容は、課内会議で情報共有し、人事に関わる起案書には給与担当、社会保険担当、部門長が必

ず目を通す。

③人材獲得チームとの連携活動として、ホームページリニューアル、学校訪問、インディード等の新た

な求人媒体の検討、運用をする。

3）入居率、稼働率の向上（営業力強化） 

採用活動と並行して、恵仁会で働く職員のインタビューや実施する福利厚生、給与の安定的な支給を

広報誌、ホームページの採用ページの見直し、就職面談会等で広報することで、職員が安定して働いて

いる施設としてのイメージ定着を図る。 

4）ICT、IOTの活用による業務効率化

テレワーク、勤怠管理システム、給与明細電子化を推進する。また、各種業務の中でのルーチン業務

に RPAを取り入れることにより業務効率化を推進する。 

  （具体的な取り組み） 

事務局のテレワーク、勤怠システム導入、給与明細の電子化を推進し、ICT化を進める。また、業務手

順の中のルーチン業務を洗い出し、RPAを取り入れた業務体制にすることにより、業務効率化と IOT化

を推進する。 

2. 共通取組事項

1）新型コロナウイルス感染対策（新しい生活様式での運営）

① 新型コロナウイルス感染会議の決定事項を法人全体に周知する。（議事録の作成、メール配信等）

② 新型コロナウイルスの予防策に応じた物品の保管や手配を各部門と共同して行う。

③ 集団で行うもの（定期・夜勤者健康診断、式典等）を状況に応じた対応をする。

④ 感染症が発生した場合の情報収集や保健所連絡等を事務局全体で行う。
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2）業務の棚卸

各業務において、それぞれが持つスキルを基に、現在の業務を洗い出し、それぞれが持つスキルに合わ

せた振り分け及び統合を行っていき業務改善につなげる。 

3. 働き方改革

① 有給休暇 ： 各部署、事業所の有給休暇取得状況を把握し、円滑な有給休暇取得を部門長、管 

理者と連携しながら進めていく。 

令和３年度から年次有給休暇の時間取得が可能になるように整備を進めていく。 

② 適正な労務管理： 総務課の業務では、時期によって業務量が変動するため、業務遂行についての計

画を立て、前倒しで業務を進めていくことにより、無理なく計画的に定時退社がし 

やすい環境にする。また、各担当業務の進捗状況を面談等で確認し、業務の偏りの防

止や進め方のサポートができるようにし、新型コロナ感染症拡大防止策としての定

時出社、退社や時差出勤、テレワーク、出勤率削減をしても業務を滞らせない体制を

つくる。 

4. 特養と地域住民との連携及び貢献活動

1）新たな地域貢献活動の検討

ドライブサロン等の実施が難しい状況になったため、新しい生活様式の中でも、地域に貢献できるよう

な新たな活動として、貢献の方向性を変え、人材獲得の取り組みを推進することで地域の雇用創出に取り

組む。また、BCP対策を推進することで、災害時も安心して暮らせる地域づくりに貢献する。  
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5. 年間行事計画

令和３年度 事務局年間スケジュール（総務課） 

給与 社会保険 人事 その他 

4 月 
雇用保険料率変更 

昇給・昇格手続き 

随時改定（固定賃金変

動による対象者） 

新卒採用者 

雇用契約書締結 

県退職共済、医療事業団報告 

職員研修（権利擁護、身体拘束廃止） 

5 月 

住民税特別徴収税

通知の確認 

三六協定作成 

定期昇給査定 

定期健康診断 

医療事業団掛金納付 

職員研修（認知症） 

6 月 

労働保険年度更新 

賞与支給準備 

住民税改定 

来年度新規職員採用

計画作成 

三六協定提出 

避難訓練（自主・昼間） 

職員研修（感染症、食中毒） 

7 月 

賞与支給手続き 賞与支払届提出 

健康保険被扶養者状

況リスト作成 

算定基礎届の提出 

新卒採用者雇用契約

書締結（正規職員以

外） 

BCP 研修（机上訓練） 

職員研修（リスク管理） 

8 月 

標準報酬月額通知の

確認 

賞与社会保険料納付 

就職面談会参加 避難訓練（自主・夜間） 

職員研修（救急蘇生法） 

9 月 

厚生年金料率変更 

最低賃金確認 

来年度新卒採用試験 夜勤者健康診断準備 

BCP 研修（実施訓練） 

職員研修（感染症、食中毒） 

10 月 

昇給 随時改定（固定賃金変

動による対象者） 

夜勤者健康診断準備 

業者契約見直し 

避難訓練（消防立会） 

職員研修（不審者、防犯対策） 

11 月 
賞与支給準備 夜勤者健康診断 

職員研修（権利擁護・身体拘束廃止） 

12 月 
賞与支給 

年末調整 

賞与支払届提出（支給

日から５日以内） 

ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ予防接種

職員研修（看取り・交通安全） 

1 月 
給与支払報告書の

提出 

賞与の社会保険料納

付 

来年度職員旅行準備 

職員研修（褥瘡予防） 

2 月 

次年度雇用契約検討

（正規職員以外） 

来年度職員旅行プラン配布 

次年度・当年度事業計画作成 

事業報告作成 

職員研修（リスク管理） 

3 月 

期末賞与 

健康保険・介護保

険料率変更 

賞与支払届提出（支給

日から５日以内） 

次年度雇用契約締結

（正規職員以外） 

旅費積立返金 

当年度事業報告完成 

事業実績及び事業計画発表会 

職員研修（介護保険） 
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令和 3年度 事務局【経理課】 事業計画 

1. 重点項目

1）サービスの質の向上

テレワークや RPAを活用し、在宅で日常業務を集中して行うことで業務の効率化

に繋がり収入や加算取得条件等の分析時間を設けることができる。その他、各会 

計担当者が事業所に行く回数を増やし、管理者や事業所職員が行っている事務的 

作業や、送迎等を行うことで、事業所職員が現場に携わる時間が増え、サービス 

の質を上げることもできる。 

2）人材獲得・人財育成

【職員処遇】

①特定処遇改善加算及び現行処遇改善加算を活用した更なる手当の検討を行う。

（例）令和 2年度実施 年末年始手当

②ハローワークで行う採用活動に、経理課の職員も参加しプロジェクトメンバー

と一緒に求人者に声かけを行う。

③恵仁会版 SNSやインスタグラムにて恵仁会の取り組みや求人等の情報発信を行う。 

3）利用者の確保

本入所 ： 入所率 99.6％ 110.5 名 看取り加算取得率 90％

短期入所： 稼働率 94％ 

・毎月の部門連絡会議にて、当月の稼働率見込みや加算取得状況の情報を各部門へ

情報提供する。また、入所率や稼働率、加算の取得人数等の 3ヵ年比較を行いな

がら、全部門で立てた目標数値を達成できるように検討する。

4）生産性向上

・テレワークを活用し、経理担当者が毎月のルーティン業務（伝票入力や予算実績対

比、未収金管理等）を在宅で集中して行うことで業務の効率化に繋がる。効率化 

によりできた時間を、分析や経費削減等の時間に充てる。 

また、今後 RPAを導入することで、毎月の予算実績対比表や未収金管理、支払い 

一覧表等のエクセル資料の作成時間が削減される。RPAと会計ソフトが連動して 

いけば、伝票入力等の時間も削減できる。 

5）介護報酬改定対応

現在取得済加算の過去との比較や生産性の確認、また、加算要件等の情報収集（Ｑ

＆Ａ）を行い、各事業所管理者と新規加算の取得に向けた検討を行い収入増に繋げ 

ていく。 

6）経費削減

・長寿園で取り組んでいるおむつや電気代の管理と同じように、各事業所での水道

光熱費や印刷製本費等の前年度比較表を作成し、毎月の事業所報告の際に、情報

提供を行う。また、情報提供だけではなく具体的な取り組みについても、管理者
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及び事業所職員と会計担当者が協力して検討する。 

2. 共通取組事項

1）新型コロナウィルス感染症対策

・日常業務に関しては、テレワークを用いて、出勤者の人数が 70％になるように

取り組むために、4月以降 1人当り週 3回を目途にテレワークを行うように勤務

調整を行う。また、日常の感染対策としては、午前午後の消毒を継続して行う。

・ＢＣＰに基づき業務遂行し、関係機関との連携や地域の状況等について情報収集を 

行いながら感染予防に努めていく。また、職員感染時、施設内感染時等においての 

具体的な対応策を決定し、定期的にシミュレーションを行う。 

2）業務の棚卸し

経理課としては 3ヶ月に 1回、職員より各個人の行っている業務に対しての業務

効率化の意見収集を行う。実施することで、職員の業務処理時間の短縮やコスト

削減を図る。

3. 働き方改革

①有給休暇

・年間 5 日以上の計画的付与を行うために、毎月勤務予定表を作成する際に有給を

入れているか確認を行い、有給取得を促す。

②適正な労務管理

・予算作成や決算処理等の際に残業が極力発生しないように、作成期間や提出期限を

早めに提示し、無理なく業務時間内で行えるようにする。 

・業務の棚卸しを実施しながら、進捗状況等を随時、若しくは 3ヶ月に 1回のミーテ

ィングの中で確認を行い、業務量が原因の場合は、業務分担を検討する。今後は、

テレワークを導入していく中で、現在の業務内容の縮小や、また、改善できる業務

内容について部門内で協議し、最終的に事務局として検討する。 

4. 特養と地域住民との連携及び貢献活動

1）ドライブサロンや各エリアの法人行事等への参加

・ドライブサロンの添乗員として職員派遣、また、各エリアで開催されるオレンジ

カフェや、笠之原・花岡エリアの地域交流祭りへの参加を行う。

・各エリアの行事に参加することで、他事業所の取り組みを学び、また、他事業所の

職員、利用者等を覚える機会にも繋がる。

・現在のコロナ禍の中で、地域に貢献できることを検討しつつ、まずは、事務局での

取り組みとして人材獲得の取り組み（職員募集ブリーズ等）を行う。

※外部活動については、感染状況を勘案し、必要に応じて中止する。
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5. 年間行事計画

令和 3 年度 事務局年間スケジュール（経理課） 

事業所・部門行事計画 防災訓練・感染症対策 地域交流計画 職員研修計画 

4 月 

入社式、オリエンテーショ

ン 

委託事業請求書提出 

委託事業決算報告書提出 

3 月分及び決算処理 

エリア行事参加 法人勉強会 

5 月 

決算処理 

決算書類完成 

監事監査 

決算理事会 

法人勉強会 

6 月 

定時評議員会 

現況報告書提出 

福祉医療機構決算報告書提

出 

決算登記処理 

避難訓練（自主訓練・昼間） ドライブサロン 法人勉強会 

7 月 

委託事業請求書提出 

公益法人等の損益計算書等

提出 

ＢＣＰ研修（机上訓練） エリア行事参加 上川路会計研修 

（基礎編） 

法人勉強会 

8 月 
全国老施協収支報告書作成 法人勉強会 

9 月 
避難訓練（自主訓練・夜間） ドライブサロン 法人勉強会 

10 月 
委託事業請求書提出 

委託事業予算作成 

法人勉強会 

11 月 
内部経理監査 避難訓練（消防立会・夜間） 法人勉強会 

12 月 
忘年会 

次年度事業計画作成 

法人勉強会 

1 月 

委託事業請求書提出 上川路会計研修 

（補正・決算編） 

法人勉強会 

2 月 
次年度収支予算書完成 

次年度事業計画完成 

法人勉強会 

3 月 
当年度補正予算書完成 

予算評議員会・理事会 

法人勉強会 
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令和 3年度 介護部門 事業計画 

１．中期（令和 3年度～5年度）重点項目 

①サービスの質の向上

・利用者様が安心、安全に生活を営むことができること、かつ、介護職が安全な介護支援に

あたる事で、介護職自身の腰痛予防にも努め、健康的に業務に従事する事が出来るよう取

り組む。（持ち上げないケア専門士が中心となりユニットリーダーに対してノーリフトケ

アを再指導し、その後各スタッフへも指導していく。）

また、身体介護の技術向上はもちろんであるが、すべての利用者様が人間的、社会的営み

を維持できる様、相談援助技術等の向上や心身機能の理解向上に努める。 

・看取り加算取得９０％を目指す。長寿園理念を念頭に利用者、ご家族が望まれる終末期、

看取り支援を実施及び実施に適した環境を整備する。 

②人材獲得

・養成校出身の職員が多いため、職員紹介制度の周知を図り、潜在介護福祉士の発掘を行う。 

・鹿児島県老人福祉施設協議会が取り組んでいる潜在介護福祉復職支援プログラムにエン

トリーしているので、実習受け入れを行い人材獲得に繋げる。

・小学校、中学校、高校等への介護講座、また職場説明等へ出向き福祉の心を養うと共に福

祉に興味を抱いてもらうことで将来の介護人材の創出に努める。インスタグラム等のＳ

ＮＳを活用し、福祉の情報や恵仁会のことを発信していく。

・新人職員や中途採用職員が安心して重度化した現場での業務従事が出来るように介護マ

ニュアルの整備等を行っていく。

・各エリア所属のアセッサーと連携し、介護プロフェッショナルキャリア段位制度（介護福

祉士対象）及び恵仁会キャリア段位制度（新人・中途採用対象）におけるレベル認定者を

輩出する。 

③入居率、稼働率の向上

・年間の入居率９９．６％を目指し、新規入所者を３日以内に受け入れる事が出来る様、事

前調査の協力、待機者の情報収集、把握を行う。また、看護部門と協力し利用者の体調管

理に努め、歯科医及び歯科衛生士の指導の下、口腔ケアの技術向上、口腔内の清潔、感染

予防の徹底を図り、誤嚥性肺炎等の入院に繋がる様な疾病の予防に努める。

・ショートステイ利用者が在宅での生活が継続できるよう、ＩＣＴ機器（生体センサー等）

を活用しアセスメント機能をもったショートステイを造っていく。担当ユニット間で連

携を図り、稼働率９４％を目指す。 

④生産性向上

・生体センサーを活用し、看取り支援、新規利用者の睡眠状況確認、基礎バイタル（呼吸、

心拍）の確認を用い、見回り業務の負担軽減を図る。

・要観察者や重度者の増加に伴い、更なる生体センサーの設置数の増大や、排尿センサー、

インカムなど効率化へ向け新たなるＩＣＴ、ＩＯＴ機器の導入を検討していく。
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・夜勤業務効率化としては、現在導入している生体センサーを活用し、安心した見回り及び、 

見回り業務の効率化を行い、しっかりとした仮眠時間の確保を行う。 

・排泄時間、排泄使用用具（新たな用具（排尿感知センサー等）、パットやオムツの選定）、

勤務形態の再検討を行い、なるべく夜間帯での排泄介助を減らし、職員、利用者共に身体

的負担をなくせるように検討する。

・ＲＰＡ導入を検討し、まずは管理業務に関する内容の自動化を図り、ＲＰＡに関する知識

を深め、現場で自動化できる部分がないかをユニットリーダーと協議していく。 

⑤介護報酬改定対応

・基準変更、新規加算や現行取得加算の要件変更については、各部門と連携し、加算取得に

向けて、職員向けの勉強会を行い、理解を深めた上でサービスが提供できるように努める。 

２．共通取組事項 

①新型コロナウイルス感染対策

・長寿園における新型コロナウイルス感染対策マニュアルに準じて対応をとる中で、緊急感

染委員会の開催を随時行い、感染予防対策に努める。 

・感染発生した場合でも、介護サービスが安定的、継続的に提供できる様、体制（勤務体制、

業務内容）を構築し、様々な状況に合わせ、シミュレーションを実施していく。 

②業務の棚卸し

・ユニット単位、リーダー、ユニットマネージャーに関わる業務棚卸し表を作成し、内容検

討し、業務フローの作成、可視化を行うことで、業務の効率性、均一性を図っていく。

３．働き方改革 

①有給休暇

・令和２年度同様、事前に職員からの有給取得希望を確認し、協力ユニット間で職員全員が

均等に有給取得を行えるように、勤怠管理システムを活用しながら管理を行っていく。 

・その上で、令和３年度の部門内取り組みとして挙げているリフレッシュ休暇（連続して４

日以上の休み）を取得できる様、調整を行っていく。 

②適正な労務管理

・ＩＣＴ、ＩＯＴ化や、業務の棚卸しを進めることで職員の業務負担を明確化、また、関係

書類等の必要性の有無確認を行い直接処遇以外での業務効率化を行い、直接処遇の質を

向上させながら適正な業務内容、量を確立する。

４．特養と地域住民との連携及び貢献活動 

・法人内の生活支援コーディネーター、サポートワーカーと連携をとり、地域における課題

や現状を知り、施設・法人として何ができるのかを考え、地域の手助けを行っていく。ま

た新たなシニアサポーターの育成に繋げていく。 

・在宅事業所と連携をとり、施設の専門職を派遣し、アセスメント及びアドバイスを送るこ

とで在宅利用者が長く在宅生活を送れるようにサポートを行う。また、利用者の生活環境

やＡＤＬ状況をみながら施設入所へ繋ぎ、恵仁会サービスをご利用して下さる方の人生

を最後まで支える仕組みを創設する。 
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５．年間行事計画 

事業所行事計画 防災訓練・感染症対策 地域交流計画 職員研修計画 

4月 新人オリエンテーシ

ョン 

災害時用備蓄確認 地区花見会 権利擁護・身体

拘束について 

中途採用者研修 

5月 感染予防対策実施 

（感染性胃腸炎） 

認知症について 

6月 感染予防対策実施 

避難訓練 

感染症・食中毒

について 

7月 養護学校交流

会 

リスク管理につ

いて 

8月 行方不明者捜索訓練 下祓川集落セ

ンター清掃

救急蘇生法につ

いて 

9月 敬老会 吐物処理訓練 

レジオネラ検査

避難訓練 

グランドゴル

フ大会

不審者・防犯対

策について 

10月 運動会 吐物処理訓練 ８月踊り（祓

川町内会） 

感染症・食中毒

予防について 

中途採用者研修 

11月 感染予防対策実施 

（感染性胃腸炎・イン

フルエンザ対策３月

まで） 

避難訓練 

鹿屋小交流会 権利擁護・身体

拘束について 

12月 クリスマス忘年会 感染予防対策実施 

インフルエンザ予防

接種 

地域清掃活動 看取り支援につ

いて 

交通安全運転に

ついて 

1月 新年会 感染予防対策実施 褥瘡予防につい

て 

2月 感染予防対策実施 リスク管理につ

いて 

3月 感染予防対策実施 

レジオネラ検査

介護保険につい

て 

※地域交流計画に関しては感染症状況により中止もあり。
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令和 3年度 看護部門 事業計画 

令和 3年度年間目標 

1）介護報酬改定に伴い、各種加算取得及びサービスが適切に提供できるように多職種

と連携を図る。 

2）感染対策の強化を図り、研修の実施、訓練（シミュレーション）の実施を行う。 

 3）看取り期における本人・家族の意思を尊重したケアの充実を図る。 

1．中期（令和 3年度～5年度）重点項目 

①サービスの質の向上

・医療度の高い利用者の受け入れができるよう、個々のスキルアップを図る。入所

待機者の情報を把握し、一人一人の医療度に合わせた処置やケアの提供ができる

ように、多職種と連携を図る。

・利用者の入院時には、入院の必要性を伝達すると共に、病院との連携を図り退院

に向けての調整を図っていく。

・看取り期に移行する際は、本人または家族の意向を確認し、意向に合わせたケア

や医療の提供ができるようにする。

②人材獲得

・加算関係（看護体制加算・配置医師緊急時対応加算・看取り介護加算・褥瘡マネ

ジメント加算・ショート配置加算）を考慮し、2名を目標に補充を行う。

・必要に応じてハローワークへ出向き、人材確保に努める。

・青仁会との連携を図り、介護施設での勤務希望がないか情報交換を行う。

・恵仁会グループ内での移動を含め情報を得る。

③入居率、稼働率の向上（営業力強化）

・入所待機者や看取り期の方の状況を把握し、入居率、稼働率を可視化し他事業所

の状況の把握や連携を図り強化を行う。

・多職種と連携し、医療度の高い利用者の受け入れができるように取り組み、入所

稼働率 99.6%、ショート稼働率 94％を目指す。

・配置医師と連携し利用者の体調管理を行う中で、入院加療が見込まれる場合は、

医師へ施設での加療見込みについても相談し、家族含め十分に協議して対応す

る。また、入院となる時は、担当医や配置医師へ相談をしながら、退院へ向け治

療経過の情報収集及び情報共有を行う。

④生産性の向上（ICT、IOTの活用による業務効率化）

・業務の棚卸しを行い、ラウンド時にパソコンまたは携帯端末を活用しながら、適

切な記録および情報共有を行う。

・申し送り業務の簡素化を図り、各スタッフが利用者の情報把握に努める。

・見守り支援システムを活用し、利用者の状態変化等に早期対応ができるように努

める。
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・衛生材料等の管理や勤務表の作成、介護報酬（褥瘡加算・看取り加算等）の書類

の管理などにおいて、RPAを活用した自動化が図れないか検討し、導入する。

⑤介護報酬改定対応

・介護報酬改定の内容を理解し、多職種と連携を図りながら取り組む。

・ACPの実施を行いながら本人の意向をくみ取り多職種で理解することで、状態変

化の際は配置医師と連携し適切な看取り介護導入及びケアを行う。

（看取り加算目標：90%）

・感染症対策の強化

BCPに沿って感染症発生時を想定し訓練を行うことで、施設内で感染症が発生し

た時に業務が継続できるようにする。また、感染症に対しての知識を深め、看護

師一人一人が他スタッフに対してしっかりと取り組めるようにする。

2．共通取組事項 

①新型コロナウイルス感染対策（新しい生活様式での運営）

・感染対策委員の内、事業所で中心となる委員を設定。設定した委員で定期的に小

委員会を開催し、ユニットラウンドの実施、マニュアルの見直し、個人用防護具

の着脱のシミュレーション研修を行っていく。

・感染マニュアルに基づき業務遂行し、関係機関との連携、地域の状況把握を行い

ないながら、感染予防に努める。

・利用者及び家族の体調管理、県外渡航歴、県外在住の方との接触等の確認を徹底

し、慎重に受け入れを行う。

②業務の棚卸し

・現在使用している日課表を基に部署１人１人の日常業務の種類と内容について、

作業時間やコストを洗い出し、業務の改善を行う。

・業務体系表を作成し、固定業務か変動業務かを確認し、改善方法を明確にする。

3．働き方改革 

①有休休暇

・勤務表作成時に個々の有休取得状況を確認し、計画的に 5日以上取得できるよう

にする。

・業務の内容を優先した取得の在り方を検討する。

②適正な労務管理

・看護業務の棚卸しをスタッフ全員で行い、働きやすい職場環境を作る。

・個々の精神面においてうつ状態とならないように配慮し、必要時に主任が面接等

を行う。

・スタッフの知識と技術を高めるために認定資格制度の受講を促すとともに、サポ

ート体制を整え、学びやすい環境を作る。

・業務改善を行い、スタッフの意見を聞き、上長と話し合いを持つ。

・定時出勤・退社ができるように努め、メンタルヘルスも十分考慮する。
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4.特養と地域住民との連携及び貢献活動

・外部活動については、感染状況を確認しながら実施し、感染症などへの知識が深めて

いけるように地域における研修会への参加や実施を行う。

5.年間行事計画

事業所行事予

定 

防災訓練・感染症対策 地域交流計画 職員研修計画 

4月 新入職者研修 

人事考課 

感染症委員会 権利擁護・身体拘束研修 

5月 感染委員会 

個人用防護具シミュレー

ション研修

ドライブサロン 認知症研修 

6月 避難訓練 

感染ユニットラウンド 

感染症研修（食中毒） 

7月 感染小委員会 鹿屋市夏祭り リスク管理研修

8月 症例発表会 感染委員会 救急蘇生法 

9月 家族会 感染ユニットラウンド 不審者対策・防犯対策研

修 

10月 人事考課 感染症研修(インフルエン

ザ・ノロウイルス) 

感染小委員会 

個人用防護具シミュレー

ション研修

11月 利用者インフ

ルエンザ接種

個人用防護具シミュレー

ション研修

権利擁護・身体拘束研修 

12月 職員インフル

エンザ接種

感染ユニットラウンド ドライブサロン 看取り研修 

防犯・交通安全研修 

1月 避難訓練 

感染小委員会 

褥瘡研修 

2月 感染委員会 リスク管理研修

3月 家族会 感染メンバー選出 介護保険研修 

＊避難訓練・ＢＣＰ対策・防火訓練に関しては、法人予定とする。 

＊地域交流は新型コロナウイルスが落ち着いている時期を判断し感染対策を行い実行する 
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令和 3年度 機能訓練部門 事業計画 

1. 中期(令和 3年度～5年度)重点項目

①サービスの質の向上

・介護職を主体とした生活リハビリをより個別化したサービスとして提供できるよう

に、各利用者に合った個別支援内容を提示し、身体残存機能を維持・向上していくこ

とで QOL(生活の質)の向上を目標に、利用者の望む生活スタイルに近づける事が出来

るように多職種協働の下、適切な支援を行う。

・部門の役割において、日常生活に必要な動作の評価を行い、介助支援が必要な各動作

に対して、介護職及び利用者への安全な方法での動作指導を実施する。 

・ショートステイにおいては、家屋調査をベースとしたアセスメントを把握し、セラピ

ストが直接介入する個別機能訓練を実施し、各利用者が少しでも自宅で過ごせる様

に、援助を積極的に行う。 

【目標】機能訓練(体制)加算取得率：98% 

   【方法】看取り介護導入利用者への 100%加算取得。状態変化時の即時プラン見直し。 

   【目標】個別機能訓練加算取得対象人数：平均延べ 150名/月 

   【方法】居宅・施設ケアマネおよび他のサービス事業所と連携を図り、ご家族へ個別訓

練の必要性を積極的に説明し、同意を頂く。 

   【目標】生活機能向上連携加算取得：入所平均 100名/月、ショート平均 40名/月 

 【方法】外部リハとの共同評価を毎月確実に実施。看取り開始や状態変化等によるプラ

ン変更時の再評価を漏れなく実施。

  【目標】労働環境改善・介護負担軽減のための環境整備を管理も含めて継続していく。 

  【方法】持ち上げないケア専門士と協働し、年間スケジュールに沿って計画的に進め 

ていく。また、人材育成にも努める。 

② 人材獲得

【目標】人材獲得活動に、積極的に参加する。

【方法】人材獲得プロジェクト活動を継続し、計画的に活動をしていく。

③ 入居率、稼働率の向上(営業力強化)

【目標】入所待機者の調査に、チーム長寿園としても積極的に参加同行する。

【方法】生活相談員・ケアマネとチーム長寿園にて定期的な打合せを実施し、随時調査

に同行する。 

④ 生産性向上(ICT、IOTの活用による業務効率化)

【目標】RPAの活用により日常業務の効率化を図る。

【方法】早期に RPA自体の仕組みや活用方法を積極的に取得し、レセプト業務など定例

毎月業務から随時業務効率改善を行う。 

【目標】設置のないユニットへの移乗リフトの設置。目標 4台 

 【方法】優先順位の高い利用者がいるリフト設置の 1台もないユニットを選定し、順次

33



設置を行っていく。(持ち上げないケア専門士と連携) 

【目標】外部リハとの共同評価にかかる業務量を半分以下にする。 

【方法】ZOOM活用により、簡素化する。 

⑤ 介護報酬改定対応

・外部リハとの共同評価を ZOOM活用により、簡素化する。

・今回の改定を機に、計画書等一元化や標準化が進むと思われるため、積極的に共有

システム化への転換を関係部署と協働で行っていく。対象は、個別機能訓練加算・

生活機能向上連携加算・褥瘡マネジメント加算を中心とし、「LIFE」へのデータ入力

に関しては、パート職員も含め役割分担を決める。 

2.共通取組事項

① 新型コロナウイルス感染対策(新しい生活様式での運営)

・感染マニュアルに基づき日々の感染予防と迅速な情報収集および情報共有により感

染拡大防止に努める。

・外部活動においては、関係部署と随時調整し、必要に応じて往来制限や中止をする。

・外部評価や個別機能訓練が厳しい状況下では、感染対策補助業務に全員で取組む。

② 業務の棚卸し

・ひだまり共同評価を ICT活用により、これまでの半分以下の短期間で実施する。

・褥瘡マネジメント加算に関する業務負担軽減のために、共有システム化への転換を関

係部署と協働で行っていく。 

3. 働き方改革

① 有給休暇

ショートステイ個別機能訓練加算の直接介入を現状の 3 人体制を維持し、1 日有給を

取得しやすい環境を継続していく。部門として、1 人当たり月 1 日以上の有給取得を

計画していく。(勤務表作成時に毎月計画) 

② 適正な労務管理

パートの事務員を配置しているので、毎日・毎月の日常業務を中心に、突発的な業務

も依頼し、機能訓練指導員が直接行う業務に専念していく事を継続していく。現状の

業務内容の見直しと標準化をさらに行い、業務移行を積極的に推進していく。

4.特養と地域住民との連携および貢献活動

  生活支援コーディネーターと協働し、地域の方々に介護予防体操や音楽療法などを積

極的に提供すると共に、必要な情報発信を行い、介護保険サービスや健康相談など地

域の相談窓口となる効果が期待される。また、外部活動のため、常にコロナ感染状況

の情報収集に努め、必要に応じて中止をする。相応の感染予防と拡大予防に努める。 
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5.年間行事計画

月 部門行事計画 防災訓練・感

染症対策 

地域交流計画 職員研修計画 

4月 ・新人オリエンテー

ション

・訓練部門会

基本感染症対

策・協働消毒 

・下祓川地区花見 法人勉強会 

持ち上げないケ

ア新人研修

5月 ・音楽発表会 基本感染症対

策・協働消毒 

・各地区出張講座 法人勉強会 

6月 ・訓練部門会 基本感染症対

策・協働消毒 

防災訓練 

法人勉強会 

7月 ・音楽交流会

・ 

基本感染症対

策・協働消毒 

・各地区出張講座 法人勉強会 

介護勉強会 

8月 ・訓練部門会 基本感染症対

策・協働消毒 

・下祓川地区清掃 法人勉強会 

持ち上げないケ

ア中途研修

9月 基本感染症対

策・協働消毒 

防災訓練 

・各地区出張講座 法人勉強会 

10

月 

・秋の運動をする会

・音楽交流会

・訓練部門会

基本感染症対

策・協働消毒 

法人勉強会 

介護勉強会 

11

月 

基本感染症対

策・協働消毒 

・各地区出張講座

・下祓川地区グラン

ドゴルフ大会

法人勉強会 

12

月 

・訓練部門会 基本感染症対

策・協働消毒 

・下祓川地区清掃 法人勉強会 

持ち上げないケ

ア中途研修

1月 基本感染症対

策・協働消毒 

防災訓練 

法人勉強会 

介護勉強会 

2月 ・訓練部門会 基本感染症対

策・協働消毒 

・各地区出張講座 法人勉強会 

3月 基本感染症対

策・協働消毒 

法人勉強会 

※地域交流計画として、コーディネーターと連携し、出張講座を随時対応していく。

※コロナ感染状況により、必要に応じて中止や ICT活用により実施していく。
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令和  3年度 栄養部門 事業計画 

令和 3年度年間目標 

① 安心安全な食事提供と食事介助等のケアの統一が出来るように、他職種との連携

を図る。

② 人材獲得、育成

1．中期（令和 3年度～5年度）重点項目 

① サービスの質の向上

・栄養相談、栄養管理、喫食調査、嗜好調査等行い、見てきれい、食べて安心、食べ

やすい形態、楽しい食事の提供を行う。

・食事に季節を感じさせる旬の食材を使い、普段とは違った演出を企画する。

・松花堂弁当、ユニット単位の居酒屋、デザートを楽しむ会を実施する。場所や雰囲

気を変え、よりおいしく食事を楽しめるように工夫する。

・利用者の低栄養を防ぎ、より良い生活を送っていただくための栄養ケアプランを作

成、111 名全ての利用者様に定期的にモニタリングを実施し、記録の充実を行う。 

・毎月、食事量、水分量の過不足を確認し過剰時は食事調整を、不足時は補助食品の

提供を行うなど、栄養状態の維持・向上に努める。

・血液検査結果・体重増減を確認し、他職種チームで総合的にマネジメントする。

・看取りケアについては、最後までお口から味わう支援、食べたいものを食べていた

だけ、身体に負担の無いように一日一日を大切に動く。（看取り加算目標：90%） 

・医師、歯科医師、看護師、ケアマネ、介護職、機能訓練指導員等との連携を図り、

役割、記録の精度を高める。義歯の調整をはじめ口腔状態を適切に保ち、肺炎予防、

安全に食事を摂ることができるようチームで取り組む。食事状況の確認のため、ミ

ールラウンドを行う。（経口維持加算目標：月平均 75名）

・透析、糖尿病等で治療食を必要とする方へ適切な食事の提供を行い、健康が維持で

きるように努める。（療養食加算：月平均 10名） 

・加算算定の検討は、入所時又は状態変化時、認定切れの担当者会議等で行い、医師

の指示のもとケアプランに反映させ加算取得に努める。

・栄養・食事についての勉強会を開催、スタッフの質の向上を目指す。

・在宅系事業所との連携としてチーム長寿園の活動を通して専門職としての助言を

行い自宅での生活を継続出来るように取り組む。

・法人認定資格創設に対して、積極的に参加・協力する。

② 人材獲得

・恵仁会のサービスやセールスポイントを理解し、家族や知人等へ紹介する。

・相手の意見を尊重しながら意見を出し合い、業務分担や業務効率化を図り働きやす

い環境をつくり育成する。 

・研修（Web研修含む）に積極的に参加し、学びの機会が多い職場であることを周囲

に伝える。

・職員の適性を見極め、配置転換等行い、離職を防ぐ。

③ 入居率、稼働率の向上（営業力強化）

・入所がスムーズに行われるように、他職種と連携する。（目標：本入所 99.6%・短
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期入所 94%） 

・入所待機者の調査にチーム長寿園として同行し、食事状況等の情報共有を行う。

・入院中の利用者の情報を池田病院栄養課から収集し、退院後の適切な支援のための

準備をする。 

④ 生産性向上（ICT、IOTの活用による業務効率化）

・他職種連携により体重、食事・水分摂取量、体調変化等の記録システムを有効に活

用することで、通常業務の効率化を図り業務負担を軽減する。

・RPAを活用し報酬請求の突合作業の自動化を検討する。RPAを使いこなすための機

能や操作方法の基本を理解する。

⑤ 介護報酬改定対応

・栄養マネジメント加算、口腔衛生管理体制加算は廃止されるが、支援は行うべきこ

ととして継続して行う。また、必要に応じて「LIFE」へデータ提出とフィードバッ

クの活用をする。

・経口維持加算については、原則 6 月とする要件が廃止される為、業務簡素化され

る。引き続きミールラウンドを行い継続的な経口維持に取り組む。

・看取り期及び褥瘡の発生や改善に関与する専門職としての役割をしっかり果たす。

在宅サービスの機能と連携の強化のためにチーム長寿園として動く。

2． 共通取組事項 

  【全部門共通で取り組む事項】 

① 新型コロナウイルス感染対策（新しい生活様式での運営）

・マニュアルに基づき感染予防および感染拡大の防止に全力を挙げて対応していき

定期的にシミュレーションを行う。

・感染が疑われる場合は保健所の指導に基づき、適切な対応を行う。

・外部活動については、状況に合わせて業務調整を行い、必要に応じて中止する。

② 業務の棚卸し

・自主点検表や部門マニュアルに沿って業務の漏れがないか確認しながら進める。

   ・ICT導入により、食事摂取量や身体状況の情報共有方法を変更し業務の効率を図る。 

3． 働き方改革 

① 有給休暇

・有給休暇を年 5日以上取得しリフレッシュする。

② 適正な労務管理

・特定の職員に過度な負担が無いように、密接なコミュニケーションを図る。

・高い生産性と働きやすさの両立を目指し、栄養管理業務、調理業務、衛生管理業

務等を連携して効率よく行う。

・定時出社、定時退社に努める。

4． 特養と地域住民との連携及び貢献活動 

・出前講座（料理や栄養）を開催し、情報交換の場や働きかけの場とし、地域におけ

る生活支援・介護予防サービスに努める。

・外部活動については、感染状況を勘案し、必要に応じて中止する。
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5．年間行事計画 

部門行事計画 防災訓練・感染

症対策 

地域交流計画 職員研修計画 

4月 食事企画 

人事考課 

備蓄食品の確認 花岡交流会 権利擁護・身

体拘束勉強会 

5月 食事企画 

嗜好調査 

池田栄養士会 

認知症勉強会 

6月 食事企画 

部門勉強会（経口維

持） 

防災訓練 

職員・利用者検便 

食中毒予防勉

強会 

７月 食事企画 

土用丑の日 

鹿屋市夏祭り リスク管理勉

強会 

認定資格講座 

８月 食事企画 

盆供養 

嗜好調査 

花岡夏祭り 救急蘇生法勉

強会 

９月 家族会（栄養相談） 

敬老会 

防災訓練 地域出前講座 

（栄養） 

防犯対策勉強

会 

１０月 食事企画 

人事考課 

備蓄備品の確認 池田秋祭り 感染症勉強会 

認定資格実技 

１１月 食事企画 

嗜好調査 

職員・利用者検便 

防災訓練 

権利擁護・身

体拘束勉強会 

１２月 クリスマス

年越しそば 

部門勉強会（療養食） 

地域交流会 

シニアサポー

ター交流会

看取り支援勉

強会 

交通安全勉強

会 

１月 おせち料理 

七草粥 

ぜんざい会 

地域出前講座

（料理） 

褥瘡予防勉強

会 

２月 食事企画 

節分 

嗜好調査 

リスク管理勉

強会 

３月 食事企画 

家族会（栄養相談） 

ひな祭り 

介護保険勉強

会 

※水質検査・害虫駆除・衛生チェックは毎月実施する。

※各ユニット実施によるイベントへの参加・協力は随時行う。

※食事企画や地域交流は新型コロナウイルスが落ち着いている時期を判断し感染対策

を行い実行する。
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令和 3年度 相談員・ケアマネ部門 事業計画 

令和 3年度年間目標 

入所稼働率 99.6％を目指す。退所後および入院時、ショートステイの空所利用を活用し適切

なベッドコントロールを行う中で年間の空所日数を減らし、新規入所までの期間を 3日以内

で調整していく。 

適切にアセスメントを取ることにより、個別性のあるケアプランの作成をする。 

１. 中期(令和 3年度～5年度)重点項目

1）サービスの質の向上 

・オンライン面会や窓越し面会が主流となる環境下において、親切丁寧な説明を心掛け、写

真や動画を活用し利用者の状態の見える化を行い、利用者と家族の架け橋となる。

・利用者・家族・職員の意見を調整し、利用者の状態に合わせて計画的な支援の実行と同意

書の整備を行う。また、同意書類に関しては電磁的記録による保存へ向け押印などの見直

しを行う。

・各加算取得要件を把握した上でアセスメントを行う、個々の状態や利用者・家族の意向等

に合わせて、適切な加算取得に努めることでケアの質を高める。

看取り支援目標 90％以上 経口維持月平均 75 名以上 生活機能向上連携加算月平均 100

名以上 新規加算サービスの適切な提供

・介護記録システムを活用し、支援内容を確認。現場へ支援のアドバイスを行い、適切な支

援の提供に努める。

2）人材獲得 

・記録システムにより速やかに支援状況を確認し、根拠に基づく介護になっているか指導し、

介護職のアセスメント能力の向上を図り、現在配属されている職員を大切に育てる。 

・人材獲得プロジェクトへ協力し、実習生の受け入れを行う中で、学校への実習報告会参加

時等に施設の PRを行う。

3）入居率、稼働率の向上（営業力強化） 

・これまでの入退所状況を勘案しながら、3～7名の範囲で入所待機者を確保していく。また、

連休や年末年始などに入所可能な待機者を確保していくことにより、中 4日以上での受け

入れを減少させる。 

・チーム長寿園の協力を得ながら、調査対象者選定及び調査者の確保について、計画を立て

実践していく。

・入院時は多職種および病院と連携をしながら、適切な退院支援を行う。また、空所利用を

活用し居室を社会資源として適切に使用する。

・法人内の入所系施設の入居率等の向上の為に、各入所系施設との連携を図り、各施設の入

退所状況も勘案しながら、特養への受け入れや各施設への紹介を行う。

・利用者獲得の観点からホームページの見直しに協力する。
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4）生産性向上（ICT、IOTの活用による業務効率化） 

・介護部門と連携し、見守り支援などのシステムのデータをもとに利用者の状態把握を行い、

適切なプラン作成や退所の状況を予測しながらスムーズな入所受け入れに繋げる。 

・介護記録システムで支援内容を確認し、プランに沿った支援となっているか確認する。

・書類の押印欄を中心に見直しを行い、将来的には契約書・ケアプラン等の電子署名、電子

媒体での保管を目指し取り組む。

・日々の業務を見直し、タスク管理やレセプト業務を中心に可能な業務から RPAの活用を推

進していく。

5）介護報酬改定対応 

・本人の意向を尊重したカンファレンスを実践し ACPの周知を行う。

・必要に応じて LIFE へデータ提出とフィードバックの活用できるようにシステム構築への

協力及び管理を行う。

・基本報酬や各種加算変更について、本人及び家族に分かりやすく説明し同意を頂く。

・虐待防止の促進の観点から主体となり、指針の整備や周知を行う。

２．共通取組事項 

1）新型コロナウイルス感染対策（新しい生活様式での運営） 

・感染対策マニュアルに基づき業務遂行し、利用者及び家族の体調確認、県外渡航歴、県外

在住の方との接触等の確認を徹底し、慎重に入所受け入れを行う。また、職員感染時、施

設内感染時等においての具体的な対応策を決定し、定期的にシミュレーションを行う。

・ZOOMなどのシステムを活用したカンファレンス、面会を推進する。

・テレワークで行う業務を整理し、感染症発生時に業務の遂行及び連携が図れるように整備

をする。

・面会状況の管理を行いながら、家族への情報提供を適切に行う。

・利用者の心身の状況を確認し、ユニット単位で行える企画や行事及びドライブに介護部門

と協力しながら行う。

2）業務の棚卸し 

・デスクワークの内、テレワークを行うことで効率化が図れる業務を整理する。

・各職種への配布書類を見直し、ペーパーレス化に取り組む。

・業務改善提案シートを活用し、業務の見直しを随時行っていく。

３．働き方改革 

1）有給休暇 

・有給休暇の使用に関して、職員ごとに消化日数を 5日以上取得できるか部門長が確認を行

い、1月時点で未達成の職員へは、面談にて有給休暇の使用を促す。

2）適正な労務管理 

・会議の際に ZOOM等の活用やテレワークを活用しデスクワークの管理を行うことで、定時出

勤定時退社に努める。 
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４．特養と地域住民との連携及び貢献活動 

・申し込み受付やドライブサロンへの協力を行う中で、利用者や家族の相談から、抱えてい

る問題の背景にある地域社会へも目を向け、すぐにできる支援を検討する。

・外部活動については、感染状況を勘案し、必要に応じて中止する。

５．年間行事計画 

部門行事計画 防災訓練・感染症対策 地域交流計画 職員研修計画 

4月 新入職員オリエン

テーション

法人勉強会 

5月 入所検討委員会 法人勉強会 

6月 感染症勉強会参加に

て対策 

防災訓練 

法人勉強会 

7月 養護学校交流学習 法人勉強会 

8月 入所検討委員会 

家族会案内 

法人勉強会 

9月 家族会 防災訓練 

感染症勉強会参加に

て対策  

法人勉強会 

10月 法人勉強会 

11月 入所検討委員会 防災訓練 小学校交流会 法人勉強会 

12月 法人勉強会 

1月 法人勉強会 

2月 入所検討委員会 

家族会案内 

法人勉強会 

3月 家族会 法人勉強会 

※施設管理・相談・ケアマネ会議は毎月実施する。

※預り金残高報告書発送は年に 1回行う。

※基本的な感染対策及び協同による消毒は毎日行う。

※家族会ほか、集団で集まる行事に関しては、新型コロナウイルス感染症の発生状況を確認し、

感染対策を行い実施する。
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令和 3年度 ショートステイ事業計画 

令和 3年度年間目標 

安心して働ける職場環境を創り、年間稼働率 94％を目指す。 

１．中期(令和 3年度～5年度)重点項目 

1）サービスの質の向上

医療的ニーズの高い利用者、認知症の利用者など他施設で受入れが困難な利用者を積極

的に受け入れられる体制を整える。各種研修や資格取得などによる個々のスキルアップ、多

職種で連携し課題分析や支援を行う事で、自立支援や重度化防止を図り在宅生活継続の限

界点を高めることができるよう支援する。 

2）人材獲得

・恵仁会のサービスやセールスポイントを理解し、家族や知人等へ紹介する。

・相手の意見を尊重しながら意見を出し合い、業務分担や業務効率化を図り働きやすい環境

をつくる。 

・内部・外部研修（Web研修含む）に積極的に参加し、学びの機会が多い職場であることを

周囲に伝える。

・介護職等へケアマネ業務のやりがいなどを伝え、介護支援専門員資格取得に繋げる。

3）入居率、稼働率の向上（営業力強化）

・池田病院・老健（ひだまり）・特養の連絡会議、池田病院で開催される療養会議にて情報

共有を行い、池田グループで切れ目のない支援を行えるよう検討する。

・毎週金曜日に居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、池田病院へショートステイ空

き状況をＦＡＸする。大きな空床が発生した際には随時電話やＦＡＸでお知らせする。 

・キャンセル待ち利用者、空床が出た際に利用を希望する利用者をリスト化する。

・入院や入所等による退所が発生した際に、円滑に受入れを行えるよう待機者をつくる。

・個別機能訓練加算月平均延べ 150名、生活機能向上連携加算月平均 40名の取得を目指す。 

4）生産性向上（ICT、IOTの活用による業務効率化）

・申し送り、予約表などＰＣ上で情報共有する。

・現状報告書や情報提供書等を作成する際に、記録システムのグラフや写真を活用し、文章

は簡潔に記載するなど内容が充実し見やすくなるよう工夫する。 

・交代でテレワークを行い、自宅での仕事ができる体制をつくる。

・書類の押印欄を中心に見直しを行い、将来的には契約書・ケアプラン等の電子署名、電子

媒体での保管を目指し取り組む。

・RPA活用の為に自動化可能業務の洗い出しを行う。可能であれば実績から請求データへの
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反映、予約表、送迎表作成、空き状況作成、居宅介護支援事業所等へ一括メール送信、利

用日数管理（半数超え対策）などについて自動化を図る。 

5）介護報酬改定対応

・感染症や災害が発生した場合、必要なサービスを継続して提供できるようＢＣＰを基に研

修や訓練（シミュレーション）を実施する。 

・必要に応じて LIFEへデータ提出とフィードバックの活用をする。

・基本報酬や各種加算変更について、本人及び家族に分かりやすく説明し同意を頂く。

・認知症への対応力向上に向けた取組として、積極的に研修に参加する。

2.共通取組事項

1）新型コロナウイルス感染対策（新しい様式での運営）

・ＢＣＰに基づき業務遂行し、関係機関との連携や地域の状況等について情報収集を行いな

がら感染予防に努めていく。また、職員感染時、施設内感染時等においての具体的な対応

策を決定し、定期的にシミュレーションを行う。 

・利用者及び家族の体調確認、県外渡航歴、県外在住の方との接触等の確認を徹底し、慎重

に受入れを行っていく。

・感染対策にて短期入所サービスを利用できなかった際には、居宅ケアマネージャーへ代替

えサービス調整を依頼し、利用者の生活の質が低下することがないよう支援する。 

2）業務の棚卸し

・契約書類の押印及び保存方法の見直しを行い、職員、家族の負担軽減を図る。

・各職種への配布書類を見直し、ペーパーレス化に取り組む。

・園だよりをクラウド管理し、それぞれの持ち場で入力できるように準備する。

3.働き方改革

①有休休暇

・有給休暇に関して、年間 5日以上取得できるように業務効率化及び勤務調整を行う。有

給休暇取得状況を上期終了時に確認し、取得できていない状況を確認したら取得する

よう職員間で声を掛け合う。 

②適正な労務管理

・毎朝事業所内で朝礼を行い、当日行うことや業務進捗状況を確認する。

・滞りなく業務を行えるように声をかけ合い、協力しながら業務を行う。

・定時出勤・定時退社ができるよう、業務効率を上げるにはどうすれば良いか日常業務の

中で検討・改善する。 

4.特養と地域住民との連携及び貢献活動

・ドライブサロン、長寿園カフェ、徘徊捜索模擬訓練などの行事に参加することで地域
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と繋がり、困った時に相談を受けて必要な支援に繋ぐことができるようにする。 

外部活動については、感染状況を勘案し、必要に応じて中止する。 

・地域の課題を把握し、高齢者や介護者の気持ちを理解し、より良いサービス提供がで

きるよう努める。

・災害への対応においては地域との連携が不可欠であるため、地域住民に防災訓練等に参

加して頂き、地域からの要請があれば地域行事や訓練などに参加する。 

5. 年間行事計画

部門行事計画 防災訓練・感染症対

策 

地域交流計画 職員研修計画 

4月 新人職員オリエン

テーション

花見 法人勉強会 

5月 法人勉強会 

6月 食中毒予防 

防災訓練 

レジオネラ検査

法人勉強会 

7月 養護学校交流会 法人勉強会 

8月 法人勉強会 

9月 家族会 嘔吐処理訓練 

防災訓練 

法人勉強会 

10月 法人勉強会 

11月 防災訓練 

感染症予防開始 

法人勉強会 

12月 法人勉強会 

1月 法人勉強会 

2月 法人勉強会 

3月 家族会 レジオネラ検査 法人勉強会 

※施設管理・相談・ケアマネ会議、ケアマネ勉強会を毎月実施する。

※基本的な感染対策及び共同による消毒は毎日行う。

※家族会ほか、集団で集まる行事に関しては、新型コロナウイルス感染症の発生状況を確認

し、感染対策を行い実施する。
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令和 3年度 教育部門 事業計画 

１．中期（令和 3年度～5年度）重点目標 

①サービスの質の向上

・質の高いサービスの提供を目標とし、認知症ケアに関する専門性を高めるためｅラー

ニング等活用しスキルアップに必要な教育と指導を行う。

・利用者と家族が不快にならないように、接遇面の教育を徹底していく。

・看取り支援中の方々の意向に沿ったケアと家族のグリーフケアに努める。

・オンライン研修を含む外部研修の受講によりスキルアップを図り、参加した職員から

他職員へ内容を周知するための報告会を設ける。

・仕事へのやりがい・働き甲斐を感じる職場にするため、円滑にコミュニケーションが

図れるようにサポートする。

・利用者が快適な生活を送ることができるように、悩んでいる職員の心の充実を図るた

め、「節子の部屋」を活用し精神面の安定を図ると共に離職防止に繋げる。

②人材獲得

・職員紹介制度の周知を図り、またＳＮＳ等活用し潜在介護福祉士や介護支援専門員ま

た看護師等の発掘を行う。

・人材獲得プロジェクトチームと共同し、ハローワーク活動や就職面談会に出向き中途

採用者の確保に努める。

・学校訪問時、前年度入職した職員も同行し介護の仕事の達成感等ＰＲをしてもらう。

・離職防止や定着を図る為、業務状況の確認や課題を抽出し課題解決に取り組む。

③生産性向上（ＩＣＴ，ＩＯＴの活用による業務効率化）

・ＩＯＴを活用することにより、可能な限りリスクを軽減し安心して日常生活を送る手

助けをする。

・ケアに従事する職員が福祉機器の活用で身体的負担が軽くなるように環境を作る。

・外部研修や年間の勉強会等、ZOOMを活用する。

・ＲＰＡを活用し業務効率化を図る為に、自動化可能な業務の洗い出しを行い、導入を

推進していく。

④介護報酬改定対応

・感染対策の指針に沿って、年 2回実技訓練時の指導を行う。

・高齢者虐待防止の推進強化に向けて、権利擁護推進委員と協力して年２回の勉強会を

開催する。

・離職防止・定着促進の観点から、キャリア段位制度を活用しスキルアップを図る。

２．共通取組事項 

①新型コロナウイルス感染対策（新しい生活様式での運営）

・感染対策マニュアルに基づき業務遂行し、関係機関との連携や地域の状況等について

情報収集を行いながら感染予防に努めていく。また職員感染時、施設内感染時等にお
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いての具体的な対応策を決定し定期的にシミュレーションを行う。 

・体調不良時の出勤禁止や体調管理関しての指導の徹底。

・感染対策として、研修会は ICTを活用して開催する。

②業務の棚卸し

・その都度何を優先すべきか、優先順位を付けて効率よく活動する。

３．働き方改革 

①有給休暇

・計画有給に沿って、適切に処理する。

②適正な労務管理

・毎日の業務を効率的に振り分け優先順位をつけ実施することで定時退社する。

４．特養と地域住民との連携及び貢献活動 

・地域で行われる行事やサロン等に参加し、地域住民と交流を図ることでその地域にお

ける課題や現状を知り、法人・施設として何が出来るのか考え地域の手助けをする。

※外部活動については感染状況を勘案し必要に応じて中止する。

・シニアサポーターが長期に渡り勤務出来るようにサポートする。また新たなシニアサ

ポーターの育成に繋げていく。

５．年間行事計画 

事業所行事計画 防災訓練・感染

対策 

地域交流 職員研修計画 

４月 新人オリエンテー

ション

権利擁護・身体拘

束廃止研修 

５月 認知症について 

６月 防災訓練 

嘔吐処理訓練 

感染症・食中毒 

予防研修 

７月 リスク管理研修

８月 

９月 嘔吐処理訓練 

防災訓練 

レジオネラ検査

感染症・食中毒 

予防研修 

１０月 権利擁護・身体拘

束廃止研修 

１１月 看取り研修 

１２月 不審者・防犯対策 

１月 褥瘡予防と栄養 

２月 リスク管理研修

３月 レジオネラ検査 介護保険研修 
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令和 3 年度 施設管理部門 事業計画 

１．中期（令和 3年度～5年度）重点項目 

① サービスの質の向上

ア 安心安全な送迎を心掛け、利用者に対する信頼感を向上する

イ 園内の不具合を早急に発見し早期復旧を図る

ウ 良好な生活環境を提供するために環境整備を心掛ける

② 人材獲得

ア 明るい人間関係を構築する

イ 自衛隊の援護等に仕事内容を紹介して、退職者等の獲得に努める

ウ 知人等に就職希望者の情報の提供を依頼する

エ 恵仁会での取り組みをアピールする

③ 入居率、稼働率の向上（営業力強化）

ア 安全な送迎により恵仁会の評価を高める

イ 地域貢献を実施して恵仁会をアピールする

ウ 良好な生活環境を作り居心地の良い空間を作る

④ 生産性向上（ICT、IOTの活用による業務効率化）

ア 過去の特異な作業の実施要領のマニュアル化、データ共有

イ リフト等の設置、移動方法の習熟による省力化

ウ ナースコール等の早期不具合修正

２．共通取組事項 

① 新型コロナウイルス感染対策

ア 清潔な生活環境を提供する

イ 感染症対策に対する知識、理解を深め即応力を高める

ウ 消毒器等の確保、メンテナンス

エ 介護職等からの情報の共有を図る

オ 感染対策マニュアルに基づき業務遂行し、関係機関との連携や地域の状況等につ

いて情報収集を行いながら感染予防に努めていく。また、職員感染時、施設内感

染時等においての具体的な対応策を決定し、定期的にシミュレーションを行う。 

②業務の棚卸し

項    目      発生頻度 実施職員  

  エアコンフィルター清掃   年１～２回 全職員 必要 

  草刈り           年間を通して 全職員 必要 

  イルミネーション設置    １１月 全職員 必要 

  門松設置          １２月 全職員 必要 

  その他の要望事項      年間を通して 全職員 必要 

  すべての業務に対して全職員が実施できるように底上げを図る 
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３．働き方改革 

①有給休暇

ア 効率的な作業計画を心掛ける

イ 長期の事業計画を基に早めの作業を実施する

ウ 有給休暇を管理して、勤務計画を作成し計画的に取得させる

②適正な労務管理

ア 毎日の業務を効率的に振り分け優先順位から実施する

イ 職員の能力を向上させることにより、誰もが同様の業務を実施できるようにする

ウ 特定の職員に負荷がかからないように業務割をする

４．特養と地域住民との連携及び貢献活動 

ア ドライブサロンを安心、安全に実施することにより恵仁会の評価を高める

※外部活動については、感染状況を勘案し、必要に応じて中止する。

イ 各事業所の環境整備を行い、きれいな状態を保ち、地域に好印象を与える

５・年間行事計画 

事業所行事計画 防災訓練・感染症対策 地域交流計画 職員研修計画 

４月 避難経路の整理整頓 

発電機燃料点検 

ドライブサロン 

５月 エアコンフィル

ター清掃

避難経路の整理整頓 ドライブサロン 

６月 避難経路の整理整頓 ドライブサロン 

７月 避難経路の整理整頓 ドライブサロン 

８月 避難経路の整理整頓 ドライブサロン 

鹿屋夏祭り参加 

９月 エアコンフィル

ター清掃

避難経路の整理整頓 ドライブサロン 安全運転管理者 

講習 

10月 避難経路の整理整頓 ドライブサロン 

11月 イルミネーショ

ン設置

避難経路の整理整頓 

車載用嘔吐処理セット 

メンテナンス

ドライブサロン 

12月 門松設置 避難経路の整理整頓 ドライブサロン 

１月 エアコンフィル

ター清掃

避難経路の整理整頓 ドライブサロン 

２月 避難経路の整理整頓 ドライブサロン 

３月 避難経路の整理整頓 ドライブサロン 
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令和 3 年度 居宅介護支援事業所 鹿屋長寿園 事業計画  

1． 中期（令和 3年度～5年度）重点項目 

① サービスの質の向上

利用者に対して適切なサービスを提供するため、医療をはじめとした多職種と連携

を図り、利用者が自立した生活を営めるよう、ケアマネジメントを実践する。 

利用者・家族の良き相談相手になり、必要な情報提供・迅速な連絡調整を行い、可能な

限り入院や施設入所することなく、住み慣れた在宅で安心して生活が送れるように支

援を行う。質の高いケアマネ育成のため、オンラインを中心とした研修に参加し、介護

保険制度・保健・医療・その他の制度等に関する情報収集を行い、職員同士で共有する

姿勢を持ち、お互いに知識向上に努める。主任ケアマネージャー2人体制で協働しなが

ら助言や指導を行う。 

② 人材獲得

働きやすい職場環境を作り離職ゼロを目指し、新しい人材についても他から紹介し

てもらえるように、業務内外での接遇に努める。 

③ 稼働率の向上

病院関係者・鹿屋市地域包括支援センター・老健等施設関係者と顔の見える関係作り

に努め、新規利用者の相談がもらえるよう連携を図る。 

軽度者の新規受け入れを中心に行い、軽度者から重度になっても支援できる体制を整

え、継続したケアマネジメントを行えるようにする。 

利用者・家族の状況を適性にアセスメントし、状況に応じたサービス事業所の情報提

供・連携を図り、柔軟に対応できるケアマネジメント力を身に着け、対応を行う。 

毎月の平均稼働件数は 229 件から徐々に稼働数を増やし年度末は予防件数を含め 240

件を目標に定める。 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 

目標件数 229 230 231 232 233 234 

10月 11月 12月 1月 2月 3月 

目標件数 235 236 237 238 239 240 

④ 生産性向上（ICT,IOTの活用による業務効率化）

感染症の感染リスクを減らし業務の効率化を図るため、ケアマネジメント業務を在

宅ワークで行う。ノートパソコンを使用し、訪問中のアセスメントやモニタリングを行

いながらの記録、外出中の合間時間に記録ができるようにすることで、訪問から帰り事

業所内でのパソコン入力時間が減るようにする。 

リモートでの研修参加や担当者会議の開催、情報交換・共有を図るようにする。

⑤ 介護報酬改定対応

これまで通り、特定事業所加算Ⅱの算定を継続できるように、確実に算定要件を満たす
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ように取り組む。 

ICT の活用や事務職配置により担当者件数を増加させることが可能になるため、適正

な業務量であるか把握を行いながら、稼働数を増やせるか検討を行う。 

2． 共通取組事項 

① 新型コロナウイルス等感染対策

職員の体調管理、手洗い、消毒の徹底を継続して行う。

利用者・家族に対しても、体調管理や感染防止の取り組みについて助言を行う。 

業務での感染リスクを減らすため、在宅ワークに取り組む。 

② 業務の棚卸し

記録の効率化を図るため、ノートパソコンを導入。

訪問の効率化のため、可能な限り担当利用者の地域を統一し、移動時間を短縮する。 

市役所・包括支援センター・提供票等の書類配布は、週間予定表を活用し事前に事業所

内で報告し、代行できる業務は協力して行う。 

3． 働き方改革 

① 有給休暇

最低でも年間 5 日間以上は有給休暇を取得できるように、次年度が始まる 3 月中に各

自有給取得予定日を決め計画的に取得できるように努め、管理者は毎月取得できている

か確認する。ケアマネ間で協力して不在時の対応を行い、個人の負担とならないように意

識を持つようにする。 

② 適正な労務管理

効率よく業務が行えるように、計画的に訪問・書類作成を行うようにする。 又、ケア

マネ間で協力できることは行い、無駄な作業がないようにする。各自で定時退社できるよ

うに意識を持ち、効率的な業務に努める。 

急な新規受け入れや担当者の状態変化、緊急対応時、業務が滞っている場合は、管理者に

伝え残業届けを提出し、規定範囲内で残業を行う。 

個人の業務内容が適正か、過度なストレスがかかっていないか、メンタル面の把握を行い、

適正な業務量配分を考え、仕事の質の向上を目指す。 

４．地域との連携及び貢献活動 

  特定事業所加算の算定要件でもある他法人の居宅支援事業所と共同で行う研修会を東

部地区の事業所と連携を図りオンラインでの研修を中心に開催。交流の機会を作り情報

交換が行えるようにする。 
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5．年間行事計画 

4月 事業所研修 

5月 事業所研修、相談苦情・安全管理委員会 

6月 事業所研修、大隅地区認知症セミナーの参加 

鹿児島県介護支援専門員協議会研修会、鹿屋市東部地区研修会 

7月 事業所研修、介護支援専門員協議会肝属支部研修会 

8月 事業所研修、相談苦情・安全管理委員会 

法人事例発表会の参加 

介護支援専門員(専門研修Ⅰ) 参加（福山） 

9月 事業所研修、鹿屋市東部地区研修会、特定事業所集中減算書類提出 

10月 事業所研修、 

11月 事業所研修、相談苦情・安全管理委員会 

鹿児島県介護支援専門員協議会研修会、鹿屋市東部地区研修会 

12月 事業所研修、ケアマネ実務研修指導者研修会 

主任ケアマネ更新研修参加（森山・田中） 

1月 事業所研修 

2月 事業所研修、相談苦情・安全管理委員会 

鹿児島県介護支援専門員協議会研修会、鹿屋市東部地区研修会 

3月 事業所研修、特定事業所集中減算書類提出 
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令和 3 年度 介護保険相談センターかのや事業計画 

1. 中期（令和 3年度～5年度）重要項目

① サービスの質の向上

⚫ 利用者・家族には常に親切丁寧な態度で接し、利用者の立場に立ち、ニーズに沿

った満足できるサービス提供になる様に、職員の資質向上を図ると共に法人関係

事業所と連携していく。

⚫ 毎月のモニタリング訪問では、利用者御家族の言葉に傾聴し満足度を確認し、要

望や苦情に対しては関係事業所と連携して速やかに対応する。

⚫ 担当者が不在でも 24時間体制で利用者家族が困らない様なセカンド支援体制を継

続していく。

⚫ 医療的な緊急ニーズに対応できるよう通常時から医療機関との連携を図る。また

必要時には利用者の診療に同行し、主治医との連携を深め病状管理やサービス調

整に生かしていく。

② 人材獲得

⚫ 職場環境改善に向けて取り組み離職を防止する。

⚫ 法人内職員や周囲の方達に働きやすい職場である事を PRする。

⚫ 法人各サービス事業所の管理者と連携してケアマネ資格取得の促しを図る

③ 稼働率の向上

令和 3年度年間稼働目標

４月 5月 6月 7月 8月 9月 

173 175 175 173 175 173 

10月 11月 12月 1月 2月 3月 

173 175 172 172 173 173 

⚫ 上記目標達成に向けて、池田病院・医療センター・包括支援センター・訪問診療

医からの紹介を得る様に関係性の維持に向けて利便を図る。

⚫ 利用者家族からの紹介を頂ける様に働きかけていく。

④ 生産性向上（ICT、IOTの活用による業務の効率化）

⚫ 訪問先で記録を即時入力してく事で記録にかかる時間の効率化を図るモバイルパ

ソコンを導入する。

⚫ コミュニュケーションアプリの活用にて連絡調整に係る時間の効率化を図る。

⑤ 介護改定対応

⚫ 特定事業所加算Ⅰの継続と新たな加算取得算定を行う。

⚫ 制度改正に伴う契約書、重要事項説明書等の整備を行う。

⚫ 法人内サービス事業所の加算所得への協力を行う。
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2. 共通取組事項

① 新型コロナウイルス当感染対策（新しい生活様式での運営）

⚫ 職員で日程調整しケアプランの作成、記録等のパソコン業務は在宅ワークに切り

替えて事業所の密を改善する。

⚫ 訪問ではマスク・フェースシールドを着用と訪問時間を短縮し、感染率が高い状

況においては電話での確認等に切り替える。

⚫ オンライン担当者会議の実用

⚫ 毎日の検温と体調確認、手洗い嗽、手指消毒に食事以外もマスク着用する。

② 教務の棚卸し

⚫ 記録にかかる手間の削減に向けて、訪問先で支援経過記録ができる様に携帯用寿

システムを活用する。

⚫ パソコンから直接ＦＡＸし手間とペーパーレスを図る。

⚫ 各自のパソコンでメール内容を確認する様にしてペーパーレス化を図る。

3. 働き方改革

① 有給休暇

⚫ 有給休暇をとり易くする為に記録業務の簡素化と、本人以外で可能な業務は代行

し担当者の休日が有意義に過ごせる様に対応していく。

⚫ 計画的有給取得漏れがない様に管理者が毎月確認し、有給取得に向けて声かけし

ていく。

⚫ 在宅で記録業務を行う事で業務の集中化を図る。

② 適正な労務管理

⚫ 記録の効率化を図り、職員間で早めの退社の声かけや、ゆとりを持って就労でき

る環境を作っていく。

⚫ 新規の稼働や計画修正に伴う業務、請求業務での時間外は規定範囲内で残業を行

う。

⚫ 職員の健康状態と、業務内容を把握し個々に応じた適正な業務量を配分する。

4. 地域との連携及び貢献活動

⚫ ズームでの居宅間事例検討会の実施（年 2回開催）と意見交換会（年 1回）

⚫ 特定事業所 1の役割として、ケアマネの法定研修でファシリテーターを担い地域ケ

アマネ育成に貢献する。

⚫ ドライブサロンの協力や、各サービス事業所への協力参加
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5. 年間計画

⚫ 介護保険・医療・保健福祉・権利擁護等の各種研修への参加

⚫ 法人・グループ内外研修への参加

⚫ ケアマネ協議会・鹿屋市・包括主催の各種研修への参加

⚫ 居宅間連携事例検討会と月 1回事業所研修への参加

行事 地域交流計画 職員研修 

4月 入社式・新人歓迎会 

事業所内部監査 

特定研修・事業所研修 

5月 苦情相談・安全管理委

員会 

居宅間事例検討研修 特定研修・事業所研修 

6月 特定研修・事業所研修 

7月 特定研修・事業所研修 

8月 特定研修・事業所研修 

9月 特定研修・事業所研修 

10月 特定研修・事業所研修 

11月 苦情相談・安全管理委

員会・事業所内部監査 

居宅間事例検討研修 特定研修・事業所研修 

主任ケアマネ研修（前

期） 

12月 特定研修・事業所研修 

主任ケアマネ研修（後

期） 

主任ケアマネ更新研修

（前期） 

1月 仕事はじめ式 特定研修・事業所研修 

主任ケアマネ更新研修

（後期） 

2月 苦情相談・安全管理委

員会 

居宅間意見交換会 特定研修・事業所研修 

3月 特定研修・事業所研修 
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令和 3 年度 デイサービスセンター鹿屋長寿園 事業計画 

1. 中期（令和 3年度～5年度）重点項目

① サービスの質の向上

・利用者処遇改善プロジェクトメンバー・管理者・リーダーを中心に年 2 回の利用者満

足度調査アンケートを行いニーズ調査と課題を考察し改善を図る。

・居宅介護支援事業所において内外部居宅のバランス、登録件数、新規受け入れ方法な

どを考察し今後に活かす。

・利用者の自立支援・重度化防止のため中重度の受け入れを行い ADL の維持・改善が

図れ、長期的な利用者の生活を支える。また利用中止となった方の理由を種別し可能

なかぎりその後の生活を追跡し切れ目のないサービスを目指す。

・安全管理プロジェクトメンバーを中心に有効な事故の予防、対策の為に分析を充分に

行い環境または人的要因に対して職員間で共通認識できる仕組みを作る。

・継続した加算算定が行えるよう必要な人員又はご利用者の確保を維持する。

② 人材獲得

・子育て世代が働けるように定時退社と日曜の固定された休日の職場環境を活かした募

集を行なう。

・法人の新人、中途採用者向け研修マニュアルを使用し担当職員やリーダーと相談でき

る環境の中でスキルアップできる個人目標の設定と段階別研修を行ない、適正を見極

めながら離職者 0にむけての環境作り。

・職員の業務の適正や生活環境の変化の中で個人のスキルアップが望める場合、法人全

体を視野に入れた他事業所への異動を検討する。

・求人情報誌、法人求人広告の紹介や周知を各スタッフが声を掛けていく。

③ 稼働率の向上

・生活相談員は新規利用者の相談・受け入れをスムーズに行えるよう空き状況の情報発

信し曜日目標登録人数 50 人を維持する。週報にて入退院や取り消し見込みの情報を

居宅介護支援事業所と共有し必要に応じて地域連携室を活用する。

・恵仁会の入り口となる事業所であることをスタッフが認識し積極的に新規受け入れに

対応する。本人の能力、家族の介護力を引き出し在宅生活・在宅介護を継続出来るた

めのアセスメントを行い現状のサービス内容が適正か見極めより良いサービスの提

案を行う。

④ 生産性向上

・送迎支援システムの利用で実際の送迎が有効に行え、且つ業務効率が図れるか検討す

る。

⑤ 介護報酬改定対応

・CHASE を利用して科学的根拠をもとに通所介護計画の作成や口腔・栄養改善に向け

た加算取得体制と PDCAサイクルを整える。 
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・体制加算において介護福祉士割合、国家資格取得へのサポート体制の維持を行う。

・口腔・栄養・運動のフレイル予防に取り組むため看護、訓練、栄養、介護、生活相

談員等で目標設定や評価の過程において定期的に委員会を開催する。

2. 共通取組事項

① 新型コロナウィルス等感染対策

・毎月の安全管理・感染防止委員会にて情報の収集と発信、予防促進に努める。

・感染症 BCPの作成、シミュレーションと更新を繰り返し必要な介護サービスが継続

的に提供できる体制を整える。

・withコロナ時代の通所介護として基本的感染対策の徹底を行う。

・サービス担当者会議等オンラインを活用し参加できる環境を整える。

② 業務の棚卸し

・業務改善プロジェクトメンバーや管理者、リーダーを中心に業務棚卸し作業又はルー

ティンワークを洗い出し現状を可視化し業務の効率化を図る。

・各職種の業務については職務分掌表から職種の専門性、個人の適正を活かしながら業

務遂行に努められるよう業務整理を行なう。

3．地域との連携 

・適宜地域サロンへの参加、民生委員・町内会長との繋がりを継続し住民にむけた出前

講座に協力する。

・蛍鑑賞会や長寿園そうごう学習など法人と地域の行事を計画実施し、高齢者、子ども、

住民等幅広い年齢層がお互いに助長しあえる関係を構築する。 

・地域サロンや地域の集まりへ出向き地域住民の介護予防に繋がる活動や利用者の住ま

い地域における社会参加となる場の確認を通しながら、ご利用者の自立支援又は地域

資源の発掘を行なう。

4. 働き方改革

① 有給休暇

・年間有休休暇取得予定の計画を職員ごとに行い消化の確認又は取得日変更などへ対応

していく。

・年に一度は連続して 3日以上の休暇取得を目指す。

② 適正な労務管理

・一般職員は業務発生頻度や処理時間が高いものから業務の棚卸しを行い、その作業の

結果と自部署の利用者サービス提供スケジュールを照合し業務の見直しを行なう。

・管理者又はリーダーは一般職員のストレスマネジメントの一環としてストレスチェッ

ク結果を参考に、個人の業務量や働き甲斐、適正能力など見極めながら適正配置の提

案を行う。 
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5．年間行事計画 

月 事業所行事計画 防災訓練・感染症対策 地域交流計画 職員研修計画 

４月 花見・散歩 身体拘束・感染防止委員会 

BPC（防災）見直し 

BCP（感染）見直し 

地域サロン交流 

居宅まわり 

在宅勉強会 

５月 蛍鑑賞会「蛍の夕べ」 感染セットの点検 

身体拘束・感染防止委員会 

地域サロン交流 

蛍観賞会招待 

居宅まわり 

在宅勉強会 

食中毒勉強会 

６月 生け花講座 身体拘束・感染防止委員会 地域サロン 

居宅まわり 

在宅勉強会 

ノーリフト勉強会

７月 七夕会 

ノーリフトアンケート（職員） 

身体拘束・感染防止委員会 地域サロン交流 

居宅まわり 

在宅勉強会 

接遇勉強会 

８月 夏祭り 

行事食（バイキング） 

感染セットの点検 

身体拘束・感染防止委員会 

地域サロン交流 

長寿園そうごう学習 

居宅まわり 

在宅勉強会 

９月 敬老会 

利用者満足度調査（1 回目） 

レジオネラ検査

身体拘束・感染防止委員会 

地域サロン交流 

居宅まわり 

在宅勉強会 

認知症勉強会 

１０

月 

運動会 防災避難訓練（自主）  

BPC（防災）見直し 

BCP（感染）見直し 

BCP机上訓練 

身体拘束・感染防止委員会 

地域サロン交流 

居宅まわり 

在宅勉強会 

１１

月 

小学生交流 感染セットの点検 

身体拘束・感染防止委員会 

地域サロン交流 

居宅まわり 

在宅勉強会 

感染防止勉強会 

１２

月 

クリスマス会

行事食（バイキング） 

身体拘束・感染防止委員会 地域サロン交流 

居宅まわり 

在宅勉強会 

ノーリフト、福祉用具勉強会

１月 新年会 身体拘束・感染防止委員会 地域サロン交流 

居宅まわり 

在宅勉強会 

身体拘束廃止・高齢者虐待防

止勉強会 

２月 節分（豆まき） 感染セットの点検 

身体拘束・感染防止委員会 

地域サロン交流 

居宅まわり 

在宅勉強会 

口腔ケア勉強会 

３月 家族会 

園芸（花植え） 

利用者満足度調査（2 回目） 

防災避難訓練（立会） 

レジオネラ検査

身体拘束・感染防止委員会 

地域サロン交流 

居宅まわり 

在宅勉強会 
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令和３年度 ミニデイサービス瑠璃ちゃん家 事業計画 

１．令和３年度～５年度重点項目 

① サービスの質の向上

・「社会福祉法人恵仁会職員 10の心得」を遵守する。 

・管理者・生活相談員はサービス担当者会議での、本人家族の意向を聞き、サービス内

容についての効果・変化を担当ケアマネと共に情報提供を行う。

・送迎時に本人家族へ、3か月に 1回お便り等を発行してお渡しし、ニーズや改善点を

探る。県外に在住の家族等には送付して情報の発信をし、電話でのやり取りも検討す

る。

・管理者・生活相談員・看護職・介護職にて法人内の専門職（ライフサポートチーム）

との情報交換や連携をし、専門性の視点よりご利用者の心身機能の維持向上に向け

た計画提案を行う。

② 人材獲得

・働きやすい職場環境作りや、全職員が身近な人へ恵仁会職員紹介制度の発信、他事業

所連携にて兼務での職員の確保、インターネットの活用行い人材獲得を目標にする。 

・人事考課の面談（4月・10月）の際に、働く上で不安なことや学びたい内容等の聴き

取りを行い、辞めない職場作りを継続する。

③ 稼働率の向上

・法人内外の居宅介護支援事業所へ報告・連携や、空き状況の情報提供、お便りの配布

等にて広報営業を行い、曜日登録の空きを減らしご利用者の獲得へと繋げる。

・法人内の事業所間連携を密にし、ご利用者の利用サービスを適正にアセスメント・提

案し、他通所事業や小規模多機能ホームとの連携を行う。 

・ご利用者の体調管理の把握と、早めの体調変化に気付きを行い、ご利用者希望に合わ

せた利用の提案ができるようにする。 

④ 生産性向上（ICT、IOTの活用による業務効率化）

・介護トータルシステムは「寿」を使用し、他事業所との反映を行い介護実績、請求業

務などの効率化を図る。

・リモート（zoom等）での職員研修参加、担当者会議等にて出席を行う。

⑤ 介護報酬改定対応

・現在取得している加算を継続して取得し収入の安定を図る。

・CHASEデータ提出活用による効果的な支援に努める。

２．共通取組事項 

① 新型コロナウィルス等感染対策

・毎日の手摺や机・椅子等の物品消毒と、利用者や職員の健康チェックを実施する。

・毎日室内の換気ができているかチェックを行う。

・感染 BCPを使って全職員がシュミレーションを行う。

・毎月 1回感染対策委員会にてミーティングを行う

② 業務の棚卸し

・現在の業務を洗い出し、不必要な業務を振り分け、現状を改善するための作業手順等
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の変更を行い、自主点検表やマニュアルに沿って整備を行っていく。 

３. 働き方改革

① 有給休暇

・有給休暇５日以上取得に向け、人事考課の面談（4月・10月）の際に、取得希望の確

認を行う。

・全職員毎月 1日を有給休暇取得の目安とし、勤務の調整を行う。（夏季冬季休暇取得

月を除く）

② 適正な労務管理

・予算（人件費）に沿った職員の確保を行う。

・定時退社をするためには、業務の洗い出しを行い、今それが不必要な作業ではないの

か職員皆それぞれが共通意識を持ち、残業がない仕組みを作り働きやすい環境を作

る。 

・職員の配置や職員全員の健康状況に配慮した業務管理を実施し、職員が働きやすい環

境にあるかを把握する。 

４．地域との連携及び貢献活動 

・国道交差点での立哨活動（週初めの登校日）、オレンジカフェ（毎月第 4○水実施）、サロ

ン心和（毎月第 1○木実施）、笠野原小学校交流学習（福祉体験等）、寿光園信和会合同運

動会、笠野原小学校行事や笠之原地域行事参加等の取り組みを予定し、感染状況によっ

ては代替えでの活動をエリア事業所と一緒に行う。また認知症サポートワーカーの見

守り隊にて、地域住民ニーズの模索をする。

５．年間行事計画 

月 事業所行事計画 防災訓練・感染症対

策 

地域交流計画 職員研修計画 

4 ・誕生日会（以下毎

月実施）

・職員会議（以下毎

月実施）

・身体拘束適正化

（虐待の芽・高齢

者虐待に関する勉

強会・以下毎月実

施）

・便りの発行

・安全管理委員会、

感染症対策委員会に

関する勉強会（新型

コロナウィルス・食

中毒 O157・インフル

エンザ・ノロウイル

ス等その他状況に応

じ内容変更あり・以

下毎月実施） 

・国道交差点で

の立哨活動

・オレンジカフ

ェ （ 毎 月 第

4○水実施）

・サロン心和

（毎月第 1○木

実施）

・笠野原小学校

交流学習（福

祉体験等）

・寿光園信和会

・笠野原小学校

１）全職員研修計画

・エリアで出来なか

った場合は自事業

所内で実施（内容：

事業計画、事業所

の理解、接遇、認

知症ケア、救急蘇

生、介護保険、権

利擁護、感染症対

策、交通安全、介

護技術、災害時対

応、看取り等）全

員内容の把握に努

5 ・母の日お祝い

6 ・父の日お祝い

・運営推進会議
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7 ・七夕 ・避難訓練（自主）

※笠之原エリア事業

所と連携 

福祉体験や、 

笠之原地域行

事参加（新型

コロナウィル

ス感染状況に

よる） 

める。 

・外部研修への参

加。にリモート参

加）

２）中途採用者の研

修計画 

・1 ヵ月目→オリエ

ンテーション（新

人・中途採用者向

け研修マニュアル

使用）、各担当（活

動・入浴・食事等）

現場実習 

・2～3ヶ月目→各担

当（活動・入浴・

食事等）現場実習 

・4 ヶ月目→モニタ

リング、アセスメ

ント、通所介護計

画書等の必要書類

作成に関する研修 

9 ・敬老祝賀会 ・レジオネラ属菌

検査 

10 ・運動会 ・感染防止セット

点検

11 

12 ・クリスマス会＆忘

年会

・運営推進会議

・配線及びコンセン

ト部の点検

1 ・おせち料理 ・感染セット点検

2 ・節分

・満足度調査

・避難訓練（消防署

立会）※笠之原エリ

ア事業所と連携

3 

・家族会

・レジオネラ属菌

検査

※地域との連携活動及び年間行事については、コロナウィルス感染状況に応じて対応する。 
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令和 3 年度 ミニデイサービス舷揮くん家事業計画 

1．中期（令和 3年度～令和 5年度）重要項目 

① サービスの質の向上

・利用者満足の追及。利用者のニーズを的確に把握し利用者が何を求めているのかを

常に意識しながら加算やサービス内容について効果や ADL等の変化、内容の充実を

図る。

・職員満足の追及。職員が生き生きと満足して働ける環境を整備し、職員個人の能力・

意欲の向上が図れる体制を構築していく。

② 人材獲得

・働きやすい環境作り、職員の希望に沿った勤務作りを行い、働いている職員が広

報となり周囲へ伝えて行くことで人材獲得を行う。

③ 稼働率の向上（営業力強化）

・法人内の他事業所と連携を図り、利用者に適したサービスの提供・提案を行う。

・毎月、居宅介護支援事業所への営業を行う。

④ 生産性向上（ICT,IOTの活用による業務効率化）

・各種記録の管理が行えることで簡素化が図れる（寿ソフトの試行）

・デジタル文字化にすることでの業務簡素化の為 OCR 機能を備えたスキャナー導入。 

・送迎時の移乗・抱える動作を無くす為、リフト車への車両変更。

⑤ 介護報酬改定対応

・現在、取得している加算を継続して取得する。ICT やオンライン等を活用できる

環境を整える。 

2．共通取組事項 

①新型コロナウイルス等感染対策（新しい生活様式での運営）

・感染症予防対策として、毎月の勉強会の実施。

・利用されている利用者様、全員のマスク着用。

・引き続き、職員のマスク着用。送迎時はフェイスガードの着用実施。

②業務の棚卸し

・ICTを活用し非対面で対応できる業務は、ICTを進めていく。

3. 働き方改革

①有給休暇

・年間有給取得希望を職員毎に聞き取り活用することで、5日以上の取得と有給希望

日と併用して 4日連続休暇の取得を目指す。 

②適正な労務管理
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・職員 1人 1人の業務量でストレスにならない様、業務分担を行う。

・定期的に職員間で協議と意見交換を行い、業務の効率化・改善を検討。

4．地域との連携及び貢献活動 

・民生委員・町内会長と連携を図る為、連絡を取り合い、コロナ禍でも行える地域との

つながりを考える。

・地域の行事（八月踊り、敬老会、グランドゴルフ、西祓川サロン等）が行われる時は

出来る限り参加する。

5．年間行事 

月 事業所行事計画 防災訓練・感染症対策 地域交流計画 職員研修計画 

4月 花見・散歩 

どらやき作り 

感染・安全管理委員会 

BCPマニュアル見直し 

居宅まわり 在宅勉強会 

事業計画 

5月 端午の節句制作画 

母の日 

感染・安全管理委員会 

感染セットの点検 

居宅まわり 在宅勉強会 

身体拘束・高齢

者虐待防止勉強

会 

6月 父の日 感染・安全管理委員会 

舷・哲合同 BCP（水害）

机上訓練 

感染セット点検 

居宅周り 在宅勉強会 

食中毒予防 

7月 七夕作り 

運営推進会議 

感染・安全管理委員会 

感染セット点検 

居宅まわり 在宅勉強会 

ノーリフト勉強

会 

8月 夏祭り縁日 感染・安全管理委員会 

火災避難訓練（消防立会

い） 

感染セット点検 

居宅まわり 在宅勉強会 

認知症勉強会 

9月 敬老会 感染・安全管理委員会 

レジオネラ属菌検査

感染セット点検 

居宅まわり 在宅勉強会 

接遇マナー 

10

月 

運動会 感染・安全管理委員会 

感染セット点検 

居宅まわり 

八月踊り 

在宅勉強会 

プライバシー保

護勉強会 
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11 

月 

デイオリンピック 

運営推進会議 

感染・安全管理委員会 

感染セット点検 

居宅まわり 在宅勉強会 

感染防止勉強会 

12

月 

クリスマス会 感染・安全管理委員会 

感染セット点検 

居宅まわり 在宅勉強会 

交通安全 

1月 正月行事食 感染安全管理委員会 居宅まわり 在宅勉強会 

感染予防 

2月 節分（豆まき） 

デイ作品展示会 

安全感染対策委員会 

自主火災避難訓練 

感染セット点検 

居宅まわり 在宅勉強会 

ノーリフト福祉

用具についての

勉強会 

3月 ひな祭り 

家族会 

安全感染対策委員会 

レジオネラ属菌検査

感染セット点検 

居宅まわり 在宅勉強会 
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令和３年度 ホームヘルパーステーション鹿屋長寿園 事業計画 

１． 中期（令和３年度～５年度）重点項目 

（１）利用者処遇・サービスの質の向上

・認知症及び中重度者ケアやターミナルケアへの体制強化

① 責任者及びスタッフ間での同行訪問による個別指導（随時）

② チーム長寿園との連携（１回／月）

③ 訪問介護員個々の能力に合わせた施設との交換研修の実施（２回／年）

（２）人材獲得・人材育成

① 恵仁会キャリア段位制度＝アセッサー機能充実

⇒ 訪問系サービスは、施設系とは違い、ハード面が整っていない住まい（環境）

が多く、スタッフ個々の【発想力】・【応用力】＝柔軟に対応できる能力が要求

される。その点から実践的スキルを重点に置き、確認を行っていく。

② 勤務形態の常勤化（嘱託職員及び正規職員）を推薦し、職員の安定した職務形

態の検討

③ 事業収入と比較しながら、時間給や移動手当・祝休日手当等の賃金見直しを適

宜行い、職員の処遇改善を事務局と協議していく。

（３）営業力強化（利用者の確保）

定期巡回プロジェクト（啓発班、医療連携班、分析班）によるニーズ調査及び状況

分析、関係機関との柔軟な連携を図る各班の進捗を毎月のミーティングで協議して

いく。また、コロナ禍においての営業及び連携等のツールを検討する。 

① 行政・医療・居宅向けに勉強会を実施（３回／年）

② 居宅への啓発（１回／月）

③ 在宅医・医療機関への啓発（１回／月）

④ 利用者のニーズ調査・状況分析（１回／月）

（４）ＩＣＴ、ＩＯＴの活用による業務効率化

⇒ RPA・AI・介護システム等導入による脱無駄及び業務の効率化

（５）介護報酬改定対応

① 訪問系サービスについて、認知症専門ケア加算（新設）取得に向けての検討

② LIFE 情報の収集・活用と PDCA サイクルの推進

２．共通取組事項 

（１）新型コロナウイルス等感染対策

① 感染症対策の強化

⇒ 委員会の開催、指針の整備、研修及び訓練（シミュレーション）の実施等
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② 業務継続に向けた取り組みの強化

⇒ 新型コロナウイルス感染症が発生した場合の対応等、業務継続ガイドラインを

参考に整理し、新型コロナウイルス感染症 BCP 作成 

（２）業務の棚卸し

① 定期巡回のルートの見直し、活動内容の確認･改善、活動の合間の時間の有効活

用など効率化できる業務の洗い出しを行い、生産性を上げる。

② 訪問介護、障害サービス、定期巡回、事業所全体で協力をし合い、全ての事業で

生産性を上げる。

３．地域連携・地域貢献 

コロナ禍の中、笠之原エリア事業所が共に取り組む地域連携・地域貢献のあり方

① 笠之原エリア春祭り（４月）

② オレンジカフェ（１回／月）

③ 笠野原小学校交流学習

④ 笠之原町内会行事（大綱引き、信和会合同運動会、サロン等）

⑤ 立哨活動

⑥ 介護・医療連携推進会議（２回／年）

⑦ 相談支援事業所あかりと連絡調整を行い、障害者サービス利用のニーズ把握等を

行い利用につなげる。

４．働き方改革 

（１）有給休暇

年 10日以上の有給付与日数がある職員については、5日以上の有給休暇が取 

得できるよう勤務調整を行う。 

（２）移動時間・待機時間が労働時間に含まれ、労働時間に対しての適正な賃金の支

払いや休業をさせる場合の手当等も適正な支払いが必要となる事から、事務局担 

当と随時、協議・検討していく。 

（３）適正な労務管理

①定時退社

・職員にタイムスケジュールに沿った業務遂行の指示を管理者が行い、業務の改

善及び効率化を図り定時退社に努める。

②離職者対策

職員の業務の可視化や退勤状況の確認を行い、個々の能力に合った業務量で

あるか、過度なストレス等の有無を把握し、適正な人員配置と業務配分での高

い生産性と働きやすさの両立を目指す。 
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５．年間研修計画 

４月 ・ヘルパー全体会 ・ミーティング ・職業倫理･法令順守

５月 ・ヘルパー全体会 ・ミーティング ・食中毒の予防及び蔓延防止

６月 ・ヘルパー全体会 ・ミーティング ・接遇について

７月 ・ヘルパー全体会 ・ミーティング ・身体拘束廃止及び高齢者虐待防止

８月 ・ヘルパー全体会 ・ミーティング ・救急蘇生法

９月 ・ヘルパー全体会 ・ミーティング ・介護技術（口腔ケア）

10 月 ・ヘルパー全体会 ・ミーティング ・感染症対策

11 月 ・ヘルパー全体会 ・ミーティング ・介護技術（排泄ケア）

12 月 ・ヘルパー全体会 ・ミーティング ・交通安全講習会

１月 ・ヘルパー全体会 ・ミーティング ・栄養と食事

２月 ・ヘルパー全体会 ・ミーティング ・在宅における福祉用具の理解

３月 ・ヘルパー全体会 ・ミーティング ・ターミナルケア

※ エリア勉強会（毎月）

※ ヘルパー個々の技術･質の向上を目的として、法人内事業所へ自主研修の

参加を計画実施していく。
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令和３年度 ケアコールセンター鹿屋長寿園 事業計画

１．中期（令和３年度～５年度）重点項目 

①サービスの質の向上

・利用者様一人一人におけるアセスメントの充実を図り、スタッフ全員が同様のケアを

行えるよう、手順書の整備、見直し、福祉用具の活用を行う。

・直接介護に関しては前任者が後任者と同行し個別指導を行う。

・事業所に対する、要望や苦情を集約し分析することで、訪問時の対応や、再発防止に

反映させる。

・資格取得に向けた支援体制強化

②人材獲得

・職員紹介制度を利用し身内や、知り合いを募る。

・総務･経理担当者と給与形態の見直しやハローワークへの募集状況確認を行う。

・登録ヘルパーとの連携

③営業力の強化

・現在まで行なっていた内外部居宅へのアプローチ方法を再考し、効率よく利用者獲得

に向けた流れが作れるよう務める。（メール、ビデオ通話）

・制度理解を深めた上で、営業が行えるスタッフ（リーダー）を増やし営業活動行う。

・在宅医、訪問看護との連携を図り、新規利用者情報の取得を図る。

④ＩＣＴ，ＩＯＴの活用による業務効率化

・スマケアの活用により、記録時間、活動表作成時間の短縮。また居宅との情報共有の

ツールとしても活用することで業務の効率化を図る。

・多事業所（在宅医、訪看、居宅）との連携ツールとして MCS（メディカルケアステー

ション）の活用、情報共有を行う。

⑤介護報酬改定対応

・新設加算取得、取得要件変更に向け対応行う。

２．共通取組事項 

①新型コロナウイルス等感染対策

・業務継続に向けた取り組みとして BCP マニュアルの見直し周知。

・委員会の立ち上げ。委員を中心に毎月 1 回（その他随時）対策についての話合い、そ

の他職員への周知に努める。

・リモートワークの検討。

➁業務の棚卸し

・職務分担を行う事で出てきた課題を把握し責任者を中心に解決していき、業務の効率

化を図っていく。

・スマケア導入で空いた時間を活用し、不足している業務の洗い出しを行う。
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３．働き方改革 

①有休休暇

年間１０日以上有休休暇の権利があるスタッフについては有休の取得を年間５日以上

行う。取得日は取得する者と協議を行い決定していく。想定外の事も考え、なるべく

早い時期に規定の日数の取得が出来るよう努める。

➁適正な労務管理

・労働条件、業務量、ストレス等、スタッフの希望を聞く場を設けて風通しを良くする

取り組みを行い、適正化を図る。

・就業規則の見直しを行い、定時退社に努め特定のスタッフに負荷が偏っていないか等

の勤怠管理を行いながら最適化を図る。

・労務コンプライアンスを重視し、事業所の評価を下げない。

４．地域との連携及び貢献活動 

・祓川エリアの事業所と連携しながら地域と積極的な関わりを持ち、連絡、情報交換

を行えるよう協力体制を作り、地域の方の困り事などに対応していく。
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令和３年度 ケアコールセンター鹿屋長寿園年間スケジュール 

事業所行事計画 防災訓練・感染症

対策 

地域交流計画 職員研修計画 

４月 入社式・エリア会議 

施設在宅会議・ケア会議 

新型コロナにお

ける感染症対策 

在宅勉強会 

５月 エリア会議・施設在宅会議・

第三者委員会・ケア会議・介

護医療連携推進会議 

防火装置点検 在宅勉強会 

職員健康診断 

６月 エリア会議・施設在宅会議・

ケア会議

自然災害時の対

応 

在宅勉強会 

７月 エリア会議・施設在宅会議・

ケア会議

脱水予防・熱中症

予防 

在宅勉強会 

８月 エリア会議・施設在宅会議・

第三者委員会・ケア会議 

総合学習 在宅勉強会 

９月 エリア会議・施設在宅会議・

ケア会議

地域敬老会 在宅勉強会 

１ ０

月 

エリア会議・施設在宅会議・

ケア会議

インフルエンザ

等感染症対策 

在宅勉強会 

１ １

月 

エリア会議・施設在宅会議・

第三者委員会 

ケア会議

防火装置点検 在宅勉強会 

外部研修 

１ ２

月 

エリア会議・施設在宅会議ケ

ア会議

在宅勉強会 

外部研修 

１月 エリア会議・施設在宅会議

ケア会議

在宅勉強会 

２月 エリア会議・施設在宅会議・

第三者委員会・ケア会議・介

護医療連携推進会議 

在宅勉強会 

３月 エリア会議・施設在宅会議

ケア会議

在宅勉強会 

※上記ケア会議内容は有料げんき管理者が出席できない場合には文書にて報告する。
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令和 3 年度 小規模多機能ホーム哲ちゃん家 事業計画 

１． 中期（令和 3 年度~5 年度） 重点項目 

① サービスの質の向上

ICT を活用した外部研修や法人勉強会などへ参加を促し、これまで参加が難しか

った、パート職員なども積極的に参加することで介護技術向上を図る。

② 人材獲得

介護の専門を割り振り、介護助手やシニアサポーターの活用等の取組みを継続し、

人手不足の中でも働きやすい環境つくりを目指していく。

また資格取得へ向け、必要な研修等へ積極的に参加できるよう職場内の協力体制な

ど雰囲気作りを図っていく。

正規職員枠を広げ、募集要項での魅力をアピールし、人材獲得を目指す。

③ 入居率・稼働率の向上（営業力強化）

新規相談などの際、聞き取れる情報を細かく収集し、次の稼働へ向け早期に動

ける体制を整える。(相談受付表の見直し、介護職での受付けしやすい文書作成) 

隣接ミニデイサービス舷揮くん家の利用者の日頃の状態把握を行い、観察しまた信

頼関係を構築するために、声掛けや挨拶など機会を作り、サービス移行時もスムー

ズに利用開始できるようにする。 

④ 生産性向上（ＩＣＴ，ＩＯＴの活用による業務効率化）

⚫ 現在使用中のシステムから、他システムの変更を検討していく。

⚫ 個人ケース記録や連絡帳、日々のバイタル確認など、ICT 活用し業務の効率

化を図るため、他のツール等に説明会等積極的に参加し検討する。

⚫ 訪問記録等、出先での記録が出来るシステムの導入やタブレット使用も検討

していく。

⚫ 見守り及び眠りスキャンなどを活用し、介護職の負担軽減と効率的な業務改

善を行い、少人数での生産性向上を図る。

⑤ 介護報酬改定対応

感染症や災害への対応力強化が求められる中での改定となっている事から、委

員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練（シミュレーション）の実施等高齢

者の状態やケアの内容等の情報（CHASE 情報）、地域支援事業の利用者に関する

情報（基本チェックリスト情報等）地域において必要なサービスを継続的に提供

していく体制を確保できるようにし、新規加算取得を行っていく。 
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２． 共通取組事項 

① 新型コロナウイルス感染症対策（新しい生活様式での運営）

新規受け入れ時の事前情報収集を行い、感染リスクを考慮した聞き取りを行う。 

検温や消毒、食事以外のマスク着用など、飛沫感染を防ぐ対策を行いながら、時

間短縮や訪問介護への切り替えなど、事前にご家族及び利用者への説明や同意な

ど、理解を頂く様にしていく。

② 業務の棚卸し

管理者・計画作成担当者・看護師及び介護職で行っている業務を見える化し、改

善点は無いか洗い出し効率化を図る。自主点検表を作成し、役割等を明文化し、重

複作業や不要な作業を洗い出し効率化を図る。

３．働き方改革 

① 有給休暇

年 10 日以上の有給付与職員の把握を行い、計画的な有給休暇取得を行うために

事前に（令和 3 年 2 月までに）全職員より、有給希望を書面で提出してもらい、毎

月の勤務表作成を行う。計画的に有給取得がされているか、事業所内でもチェック

を行い、勤務表作成担当者以外の職員によるチェック担当者を配置する。 

② 適正な労務管理

各委員会議事録作成など、二人担当制とし一人の職員へ業務負担をかけず、勤務

表作成時にあらかじめ、事務作業等に入りやすい勤務体制作りを行う。 

４．地域との連携及び貢献活動 

① 祓川地区のサロンの参加（毎月第２日曜日開催中）し、地域住民と利用者との交流

を図り、地域サロンでの事業所の役割を探していく。

② 祓川八月踊り（10 月開催）・祓川敬老会への参加（10 月開催）を行い、地域貢献活

動を継続していく。
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５．年間行事計画 

事業所行事計画 防災訓練・感染症対策 地域交流計画 職員研修計画 

4 月 花見 安全管理感染症対策委員会 祓川清掃作業 事業計画勉

強会 

5 月 第１回運営推進

会議 

安全管理感染症 対策委員会   

哲及び舷合同ＢＣＰ机上訓練 

感染症対策

勉強会 

6 月 らっきょう漬け

作り 

安全管理感染症対策委員会 祓川サロン参

加 

7 月 第２回哲・舷合同

運営推進会議 

そうめん流し 

安全管理感染症対策委員会 腰痛予防と

ノーリフト

8 月 すいか割り 合同総合避難訓練 

安全管理感染症対策委員会 

祓川サロン参

加 

9 月 第３回運営推進

会議 

敬老会 

レジオネラ属菌検査

安全管理感染症対策委員会 

西祓川敬老会

参加 

10 月 運動会 安全管理感染症対策委員会 8 月踊り参加 

祓川敬老会参

加 

11 月 第４回運営推進

会議 

不審者対策予防訓練 

夜勤者健康診断 

安全管理感染症対策委員会 

12 月 そばうち・クリス

マス忘年会

切 干 し 大 根 作

り・金柑漬け作り 

インフルエンザ予防接種

安全管理感染症対策委員会 

交通安全 

1 月 第５回運営推進

会議 

おせち料理 鏡

開き 

安全管理感染症対策委員会 

2 月 節分 夜間想定避難訓練 （自主） 

安全管理感染症対策委員会 

3 月 第６回運営推進

会議 

レジオネラ属菌検査

安全管理感染症対策委員会 

祓川サロン参

加 
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令和 3 年度 小規模多機能ホーム花海家長寿園 事業計画 

１． 令和 3 年度 年間目標 

（１） サービスの質の向上

① 職員のスキルアップのための体制構築

職員は、自らの技術と知識の研鑽のために、オンラインを含む各研修に参加する。

また、それぞれの得意分野や思い描く将来像に基づいた研修等に参加することで、

就業意欲と自己効力感を高め、サービス提供の反映を図る。 

② 循環型サービス提供体制の構築

事業所による支援により生活の向上が図られ、必要とする支援に変化が生じた場

合は通所型（デイサービス）への移行、定期巡回随時対応型訪問介護看護サービ

スの提案を図る。また、利用者が入院をされた場合は、将来的な花海家長寿園へ

の登録復帰のイメージを共有して、その過程において鹿屋長寿園ショートステイ

やデイサービス等の利用によって、在宅生活の延長を図り、結果として恵仁会全

体による循環型サービス提供体制の構築によって一人の利用者様との「長いお付

き合い」が実現し、サービスの質の向上に繋がる。 

（２）人材獲得及び人材育成

①事業所で待つだけではなく、アウトリーチによって人材の獲得を目指す。直接的に

事業所の良さをアピールできる場に赴く（例えば、研修の機会を利用した事業所の

紹介や求職者とのマッチアップにおける事業所のＰＲ等）、あるいはオンラインを

活用して花海家長寿園の存在を多くの人に知ってもらい、人材の獲得に繋げる。

②職員自身が、事業所において「力を入れて取り組んでいきたいこと」を掲げて、そ

の行動目標に向かって全職員が一丸となって取り組む。そのことによって、意欲的

に、能動的に、かつ目指すべき方向性は統一されて、「働きがい」と「生きがい」を

持って就業できる環境を作る。介護職員としてだけでなく、一人の人間として成長

していくことができるような事業所を構築する。

（３）稼働率の向上

①上期及び下期利用者平均登録者 29 名 ※常時待機者 2 名以上の確保。

②中重度者を受け入れるための体制強化。

ア．現在登録いただいている利用者の心身の状態が変化しても、安心して利用し

ていただくことができるように、職員は積極的に研修（恵仁会内の他事業所

との交流研修を含む）に参加し、知識と技術の研鑽に努める。 

イ．ご自宅において介護を担うご家族が、自信と喜びを持ってそれを続けていく

ことができるように、送迎時や訪問支援の際に、ご家族の声にきちんと耳を

傾け、適切な助言や心理的なサポートを行い、必要な際は医療支援者等との

連携を行い、結果として中重度の利用者においても利用継続が叶い、利用者

の確保と収益の向上を実現する。 
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（４）生産性向上（ICT、IOT の活用による業務効率化）

①「眠りスキャン」を今年度中に導入し、必要性と優先性がより明確になる介護の現

場を構築し、利用者やご家族にさらに安心してご利用いただける事業所を作る。

②法人内外関係機関との連絡連携において ICT を活用して、業務の安全性と効率性を

高める。また、遠方に住まうご家族との連絡場面では、テレビ電話機能での利用者

との交流を提案するなどして、新しい事業所の役割を見出していくこととする。

（５）介護報酬改定対応

  花海家長寿園における事業所の特性を生かして、介護報酬改定を収益増に繋げる。 

①訪問体制強化加算 訪問支援体制を整えて、加算を確実に取得する。

②サービス提供体制強化加算 介護福祉士を適切に配置し、加算を確実に取得する。

③PDCA の推進に係る新加算 PDCA サイクルを確立し、加算を確実に取得する。

２． 共通取り組み事項 

(１)新型コロナウイルス等感染対策

①感染症対策委員会 定期開催月 1 回に加え、必要性に応じて随時開催する。

②業務継続計画（BCP） 感染拡大期にあっても、安全を確保しながら可能な限り

必要なサービスは継続する。 

(２)業務の棚卸し

業務の置き換え（オンライン業務への変更等）や精査（必要性を見きわめた上での

業務の省力化や業務の統合等）を進めて、適切にコンパクトな事業所の運営実現に

繋げる。

３． 働き方改革 

（１）有給休暇

①年間有給休暇計画を作成し、年度内早期取得を実現する。

②滞りなく有給休暇の取得等を行うため、職務経験や職員の特性を見きわめた上で業

務の配分（時期の配分、職員の配分）を行い、その進捗状況を管理者が把握し、必

要な助言、調整、サポートを行う。

（２）労務管理

①業務改善にて高い生産性を実現し、安全で快適な職場作りに職員全員で取り組む。

②ストレスマネジメントや労務管理についての研修に参加し、意欲を持って働くこと

ができる事業所を作る。 

４． 地域との連携及び貢献活動 ※但し、感染症の状況による。 

(１)町内会役員、民生委員、在宅福祉アドバイザーからの情報や消防団活動を通じて、

地域における独居、あるいは高齢夫婦世帯等の情報を収集する。

(２)地域の方たちと、お互いに顔の見える関係を作るため、以下取り組む。

①利用者と一緒に鶴羽地区「お茶飲み会」等の行事に参加する。

②町内会の防災訓練や一斉清掃にて、地域の環境整備に貢献する。

③事業所職員を含めて、考えや悩み事を共有できるピアサポートの場として、ご家族

や地域住民を対象とした介護教室を年間 1 回以上開催する。
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５．年間行事計画 

月 事業所行事計画 
防災訓練 

感染症対策 
地域交流計画 職員研修計画 

４ 

花・野菜植え付け 

桜花見 

鶴羽町内会総会 

鶴羽お茶飲み会参加 

（以降毎月参加） 

オレンジカフェ

（以降毎月実施） 

オレンジドライブ

（以降偶数月実施） 

消防団活動 

（以降毎月参加） 

職員会議 

ケア会議

安全管理委員会 

身体拘束適正化 

委員会 

感染症対策委員会 

（以降毎月実施） 

５ 
相談苦情検討委員会 

運営推進会議 

町内会防災避難訓練 

６ 
紫陽花花見 受水槽清掃 

消防用設備点検 

７ 
七夕飾り作り 

運営推進会議 

町内会一斉清掃 

高千穂神社夏越祭り 

認知症サポーター

養成講座 

８ 相談苦情検討委員会 BCP 机上訓練 

９ 

花・野菜植付け  

運営推進会議 

家族会 

防災避難訓練

（自主） 

レジオネラ菌

検査 

町内会空き瓶回収 

十五夜 

グランドゴルフ大会

敬老会 

高齢者虐待防止 

１０ 
芋ほり大会 感染症対策 

実技勉強会 

接遇・倫理・ 

プライバシー 

１１ 

相談苦情検討委員会 

運営推進会議 

コスモス畑散策

受水槽清掃 

インフルエンザ

予防対策 

感染症のリスク 

マネジメント

１２ 

クリスマス忘年会

年末年始準備 

消防用設備点検 町内会大掃除 

餅つきそば打ち大会 

消防団年末警戒 

交通安全及び防犯 

１ 
正月行事  

運営推進会議 

不審者対策 

２ 
相談苦情検討委員会 

節分 

３ 

ひな祭り 

家族会・アンケート 

運営推進会議 

事業所外部評価 

防災避難訓練

（総合） 

レジオネラ菌

検査 

鶴羽町内会総会 

※地域交流計画等は、感染症の流行状況による。感染症の流行により運営推進会議の

招集が困難な場合、書面による周知と意見の集約を行う。
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令和３年度 グループホームふれあい 事業計画 

１．令和３年度年間目標 

① サービスの質の向上

・接遇、権利擁護の学習の継続と徹底。

・個別ニーズの把握に努め、満足度の高いケアを行う

・認知症ケアの質向上のため、ミーティングや在宅勉強会、外部研修を通して学習の機

会を持つ。 

・主治医、訪問看護師との情報の共有

・ご家族の満足度の把握（モニタリング時や家族会時にアンケート実施）

② 人材獲得・人材育成

・各職員へ紹介制度を随時伝える。

・ブログ更新時に介護の楽しさが伝わるよう発信する。

・長寿園職員のハローワーク訪問活動へ参加する。

・専門職としての知識、技術、利用者への接遇等、グループホームの介護職としての資

質向上を目的とした研修への参加。

③ 入居率、稼働率の向上

・年間稼働率９９％を目標とする。（空床の場合 3日以内に新規登録）

・入院を防ぐために日常生活の健康管理を行う。また、ヒヤリハットを活かし事故を防

ぐ。

・入所申込み者の状況を定期的に確認し、待機者の更新を行い空床時は 3日以内の入所

につなげる。 

・他事業所との連携を図り申込者に合った事業所の提案をおこなう。

④ 生産性向上（ICT,IOTの活用による業務効率化）

・介護リフト浴、介護リフト（スマイル）を活用し職員の身体的介護負担の軽減を図る。

・記録システム,眠りスキャンの導入へ向けての取り組み

⑤ 介護報酬改定対応

・感染症対策について委員会の開催、指針の整備、研修、訓練を行う。

・感染症や災害の発生を想定して BCPの策定、見直し、研修、訓練の実施を行う。

 ・利用者のデータを CHASEに提出し、フィードバックを受け、ケアプランに反映し PDCA

サイクルを推進、ケアの質の向上を行う。

・虐待の発生や再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者

を定める。
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・管理栄養士と連携行い、介護職員等へ利用者の栄養・食生活に関する助言や指導を頂

く。

２．全事業所で取り組む事項 

① 新型コロナウイルス等感染対策（新しい様式での運営）

・感染症対策についての委員会の立ち上げ、指針の整備、研修・訓練の実施。

委員会は毎月のミーティングの中で行う。

② 業務の棚卸し

・生活援助部分でシニアサポーターに依頼出来るところはお願いする。

 ・クックデリをひと月のうち 15日使用することで台所に立つ時間を短縮し、ご利用者と

の関わりの時間を増やす。 

３．働き方改革 

① 有給休暇

・年 10日以上の有給休暇付与日数のある職員については、最低でも 5日以上取得でき

るようにするため、年間計画を立てる。

・有給希望を毎月勤務予定作成時に確認するなど取りやすい環境を築く。

② 適正な労務管理

・職員間で業務内容について自由に意見を出し合い、業務の見直しを行う。（随時）

・ミーティングは時間外となる為、勤務表作成時には予定に組み込む。

・面談を通し、職員個々の業務量、精神状況の把握を行い、働きやすさを実現する。 

４．地域との連携及び貢献活動 

・地域の清掃活動への参加（年に２～3回）を行う。

・地域の協力の元事業所の火災避難訓練を実施する。

・運営推進会議の活用、民生委員、サロンへ出向き、地域の状況を知る。

・高齢者クラブとの食事を交えた交流会

・認知症サポーター養成講座への協力

・野菜売り場の提供
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５．年間行事 

毎月のミーティングで感染症・安全管理・身体拘束廃止委員会の時間を設ける。 

事業所行事計画 防災訓練・感染症対

策 

地域交流計画 職員研修計画 

4月 花見・ドライブ 感染症・安全管理 町内会総会 事業計画・ストレ

スマネジメント・

ハラスメント

5月 バラ園見学・ 

運営推進会議 

感染症・安全管理 運営推進会議 接遇・倫理 

身体拘束廃止 

6月 アジサイ見学

買い物支援 

感染症・安全管理 奉仕作業 レクリエーショ

ン 

7月 七夕・そうめん流

し・ 

感染症・安全管理 

火災避難誘導訓練 

運営推進会議 高齢者虐待防止

身体拘束廃止 

8月 ぶどう狩り・バー

ベキュー 

感染症・安全管理 認知症・認知症ケ

ア 

9月 家族会 感染症・安全管理 

水質検査・BPC マニ

ュアル見直し 

運営推進会議 非 常 災 害 時 

BCP・訓練 

マニュアル見直

し 

10月 外食 感染対策実技訓練 

インフルエンザ

食中毒・感染症対

策・衛生管理 

11月 コスモス見学

外部評価 

感染症・安全管理 運営推進会議 個人情報保護 

情報管理 

12月 地域交流・クリス

マス忘年会

感染症・安全管理 

インフルエンザ予防

接種 

高齢者クラブと

の交流会 

交通安全・防犯 

１月 初詣・外食 感染症・安全管理 運営推進会議 看取り研修 

２月 節分 感染症・安全管理 

自主避難訓練 

事故防止対策・ア

クシデント報告

の活用 

3月 ひな祭り・家族会

（満足度アンケ

ート実施） 

感染症・安全管理 

水質検査 

運営推進会議 排泄支援・プライ

バシー保護 
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令和 3年度 グループホームあいら事業計画 

１．令和 3年度 年間計画 

① サービスの質の向上

・地域との交流を深める。

・職員一人一人が入居者の事を第一に考え、実践する。

・恵仁会のサービス事業所と連携を図り、事業所内のサービス内容の向上を図る。

② 人材獲得

・事業の継続を図るために、職員は心身の健康管理に努め、明るい職場で楽しく働け

る環境を作り、福利厚生の充実を獲得活動に活用する。

③ 利用者様の確保

・年間稼働率 98.7パーセントを目標とする。

・日常生活の中で利用者様の体調管理に努め、観察力を養い、早期受診をする。

・職員の連携で事故防止に努め、骨折等の事故防止に努める。

・ブログ等により、情報の発信を行う。退所者発生後の空床日数を少なくするため

に、待機者リストを作成、次の候補の方との連絡を密にする。

④ ICT・IOTの活用

・介護リフトや記録システムを活用することで、職員の業務効率化につなげる。

・利用者様の利用料金の支払いにリコーリースを利用する。

⑤ 介護報酬改定対応

・介護報酬改定に向けた加算については積極的に取得する。

２．共通取り組み事項 

① 新型コロナウイルス感染症対策（新しいい生活様式での運営）

・コロナ禍の中でも職員の研修の参加を促し、リモート研修に積極的に参加する。

・事業所間のやり取りも可能な限り出向くことを行わない。

・事務処理に関してはテレワークができる人は積極的に実施する。

・コロナ対策の基本的な行動を行い、感染症の予防に取り組む。

・毎月ミーティングで安全管理・感染症対策・身体拘束について学ぶ。

② 業務の棚卸し

・現在の業務を確認し、職員の能力が発揮できる環境を整える。

・職員不足解消のために食事つくりや掃除等、あいらをサポートしてくれる人の活用

を積極的に行う。
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３．働き方改革 

①有給休暇

有給休暇については本人の希望を考慮し、5日以上取得できるようにする。

②適切な労務管理

・高い生産性と働きやすさを確立するためにチームワークを大切に、お互い、挨拶や

労いの言葉を交わしながら、連携の取れた事業を目指す。

・交代で適切な休憩が取れる工夫をする。

・管理者は各ユニットのリーダーと連携を図り職員の業務状況及び、メンタル面も合

わせて会話の機会を多く持つ。

４．地域との連携及び貢献活動 

・日頃から近隣住民への声掛けや挨拶をすることで地域とつながり、関係を保つことで

運営にも協力して頂く。

・黒羽子地区の奉仕作業は休憩地点として事業所を活用していただく。

・コロナ過で運営推進会議もままならない現状ではあるが、運営推進委員へは開催予定

の月は現状報告を行い、委員の意見は電話でお伺いする。

・認知症に関して、相談しやすい環境を整えることで介護者の心理的な負担軽減を図

る。

５．年間行事計画 

月 事業所 

行事計画 

防災訓練 

感染対策 

地域交流計画 職員研修計画 

4月 誕生会 安全管理委員会 ドライブ エリア勉強会

（毎月） 

5月 家族会 

運営推進会

議 

エアコン掃除

2年に 1回 

リモート研修

随時 

6月 ワックス清掃

さくら防災点検 

ノロ対策

黒羽地区奉仕作

業 

権利擁護 

7月 運営推進会

議 

害虫防除 食中毒 

8月 誕生会 黒羽地区奉仕 

作業 

熱中症 

9月 家族会 自主避難訓練 避難訓練への地 安全管理 
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運営推進 

会議 

レジオネラ検査

害虫防除 

域の参加 

（消防立ち合

い） 

10月 身体拘束委

員会 

文化祭出展

作品作り 

誕生会 

吾平町 

敬老会参加 

11月 文化祭参加 

運営推進 

会議 

外部評価 

情報の公表 

誕生会 

インフルエンザ

予防接種 

吾平町 

文化祭 

交通安全 

12月 クリスマス

会 

ワックス清掃

消防点検 

黒羽子地区 

奉仕作業 

感染症 

1月 初詣 

運営推進 

会議 

インフルエンザ

2月 節分豆まき 

恵方巻 

スプリンクラー

の貯水槽清掃 

3月 家族会 

ひな祭り 

運営推進 

会議 

レジオネラ

検査 

自主避難訓練 

鶴峰東地区 

さくらまつり参

加 

※地域との連携活動及び年間行事については、コロナウイルス感染状況に応じて対応する

81



令和 3年度 プライエボーリ優花里 事業計画 

1. 令和 2年度 年間目標

（１） サービスの質の向上

・介護福祉士７０％以上を維持し、サービス提供体制強化加算に対応していきながら

全職種各々が自分の役割を自覚し、入居者・家族ともに満足できるサービスを提供

していく。そして、オンライン面会などで面会制限時の入居者状況などをお伝えし

ご家族の安心に繋げる。

（２）人材獲得

・人材獲得に関しては、職員紹介制度のさらなる周知を行い、知人や元同僚などに積

極的に声をかけ、優花里職員から職員紹介を年間 2人目標とする。その他、ブログ・

インスタグラムでの情報発信を行い、魅力ある職場を発信していく。

（３）入居率、稼働率の向上（営業力強化）

・他事業所（住宅型・グループホーム・特養）及び池田病院（ＳＷ）との連携を密に

し、月に１度以上の情報交換を行い、常に入居希望の入居者を 2 人以上確保してお

く。前もってわかっている退去に関しては同一日の入居を目指す。

（４）（生産性の向上）ＩＣＴ・ＩＯＴの活用による業務効率化 

・見守りセンサー等を含め、新しい情報をキャッチし、必要性があれば導入すること

で、1人 1人の生産性を向上し、少人数でも事業継続できるようにしていく。

・移乗時の介護ロボットを導入する。

（５）介護報酬改定対応

・新設のサービス提供体制強化加算の新たな区分を取得する。

・感染症対策の強化をしっかりと行い、CHASE を使用し PDCA サイクルの推進に努

める。

２．共通取り組み事項 

（１）新型コロナウイルス等感染症対策

・感染対策委員会の中に含め、月に一度会議を行う。（発生時や増加時などは適宜行う） 

・本部からの情報を共有し、基本的な 3 密の回避、ソーシャルディスタンスを取るな

ど基本的な対策は常に継続し、感染させない、感染しても事業所で完結し「事業を

止めない」を念頭に日頃からシュミレーションしていく。

（２）業務の棚卸

・各職種、現在行っている業務を洗い出し、書面で提出し、職員会議内で発表及び検

討を行う。

・決まったものを、書面で提示し実行する。その後毎月の職員会議内にて協議し続け

業務にあたる。

・各職種自分の業務に責任をもって行う。
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３．働き方改革 

①有給休暇

・年５日以上の取得を確実に行う為、毎月一覧での有給取得の管理（管理者及び相談員）

を行い計画的に職員に取得してもらう。

②適正な労務管理

・定時出社、定時退社を促し、職員の体調を整えてもらい必要な ICT,IOT 導入で無駄を

省き効率化する。

・管理者、計画作成、相談員で情報交換を行い、メンタル面の把握を行い異常が出る前

に面談を行いメンタル面で支障が出ないようサポートしていく。

・コロナウイルス感染症で職員に不安がないよう、体調確認などをしっかりと行ってい

く。

4. 地域との連携及び貢献活動

①内容

・オレンジカフェ、オレンジドライブの実施。（終息後）

・認知症サポーター養成講座の開催。（オンラインを使用し、花岡学園に行う）

・お茶飲み会（サロン）に参加し地域の状況などの情報収集を行う。

②目的

・カフェやドライブの実施により相談や語らいの場、レクの提供及び買い物支援を行う。 

・認知症の理解を深めると共に、地域で支えあう意識を高める。

・地域の現状を把握し、困っている方に手を指しのべ、必要時は法人のサービスの説明

をしていく。

５．年間行事計画 

事業所行事計画 防災・感染症対策 地域交流計画 職員研修計画 

4月 家族アンケート 食中毒対策 

身体拘束廃止委員会 

感染対策委員会 

オレンジドライブ 祓川エリア勉強会 

5月 運営推進会議 感染対策委員会 オレンジカフェ

町内会防災避難訓

練 

祓川エリア勉強会 

6月 ソーメン流し 避難訓練・熱中症対策 

感染対策委員会 

オレンジドライブ 祓川エリア勉強会 

7月 運営推進会議 熱中症対策 

身体拘束廃止委員会 

感染対策委員会 

オレンジカフェ

町内会一斉清掃 

祓川エリア勉強会 

8月 花火大会 消防設備点検 

熱中症対策 

夏祭り 

オレンジドライブ

祓川エリア勉強会 

身体拘束廃止の研修 
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ＢＣＰ騎乗訓練 

感染対策委員会 

花岡学園サポータ

ー養成講座 

9月 敬老会 

運営推進会議 

感染対策委員会 オレンジカフェ

町内空き瓶回収・十

五夜 

グランドゴルフ大

会敬老会 

祓川エリア勉強会 

10

月 

ドライブ 避難訓練、レジオネラ 

ノロウイルス実技

感染対策委員会 

オレンジドライブ 祓川エリア勉強会 

11

月 

運動会 

運営推進会議 

インフルエンザ対策

ノロウイルス対策

身体拘束廃止委員会 

感染対策委員会 

オレンジカフェ

町内芋煮会 

祓川エリア勉強会 

12

月 

クリスマス・忘年会

そば打ち 

インフルエンザ対策

ノロウイルス対策

感染対策委員会 

オレンジドライブ

町内会大掃除 

そば打ち 

忘年会 

祓川エリア勉強会 

1月 運営推進会議 インフルエンザ予防

ノロウイルス対策

感染対策委員会 

オレンジカフェ 祓川エリア勉強会 

身体拘束廃止の研修 

2月 節分 消防設備点検 

身体拘束廃止委員会 

感染対策委員会 

オレンジドライブ 祓川エリア勉強会 

3月 花見、家族会 

運営推進会議 

レジオネラ

感染対策委員会 

オレンジカフェ

鶴羽町内会 3班総会 

祓川エリア勉強会 
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令和３年度 住宅型有料老人ホーム笠之原長寿園 事業計画 

１．令和３年度年間目標 

１）サービスの質の向上

①入居者様、ご家族様の満足度調査を４月と、年度末の３月にアンケートで実施。入居

されている方のニーズを把握した上で職員と情報共有し、ニーズに沿った支援を展

開する。

②計画しているミーティング内の勉強会、リモート等の勉強会、研修だけでなく、ケア

内容・知識を日頃の業務の中で職員と共有・確認し支援の質の向上に努める。

③入居者様の生きがいや余暇活動を充実したものにする。コロナ禍の中で感染対策を

行った上で、鹿屋市の感染状況と入居者様のニーズを踏まえ、できる取り組みを行い

評価する。（例：１日１回、10分程度、入居者様と敷地内の散歩を行う等）

④入居者様の状態変化、提供サービスの変更要望等、ケアマネへの報告を迅速にし、入

居者様のニーズへの対応を手早く行えるよう体制を構築する。

２）人材獲得

①職員の紹介制度を活用し法人、事業所の良さを職員と共有し紹介できるように、職員

と情報共有し啓発活動に尽力する。アクションプランとして事業所の求人ポスター

を作成し張り出しを行う。

②職員が働きやすい環境を整備する。挨拶を心掛け、職員同士声を掛け合える活気ある

事業所を啓発していく。

３）入居率、稼働率の向上

①入居率９８％を設定し入居者の体調管理、状態観察に務める。長期の入院が見込まれ

た場合は、池田グループの支援の強みを提案し、退所となった場合でもグループで支

える動きをする。

②退居から３日以内の新入居を迎えられるよう、ケアマネ・職員と情報共有、準備を徹

底する。

③毎月の入居申込者の更新を継続し、法人内事業所と共有する。又、住宅型だけの希望

だけではなく、法人の事業所全てを紹介し、他事業所の待機者としても、迅速に動け

るよう、申込者と顔なじみの関係を築く。

４）生産性向上（ICT、IOTの活用による業務効率化）

①３有料（げんき、新川長寿園）で介護記録システムを導入し、入居者様の２４時間の

状況をタブレットで入力できる仕組みを作り、紙ベースでの手書きや、書類綴り等の

業務を削減し、業務効率化を図る。

②入居者の事故を防ぐために、見守りセンサーや眠りスキャン等、デモ機を取り入れ、

必要であれば、入居者へ適切なケアを提供し、職員の負担軽減を実施し業務の効率化

を図る。
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２．共通取組事項 

１）新型コロナウイルス等感染対策

①現状行っている、感染対策委員会を月１回のミーティング内で実施。その中で入居者

様、職員の月の身体状況の確認や大隅管内の感染状況、国内の感染状況等の情報共有

等行い、適時、指示や統一した対策を決定する。

②入居者様・職員の普段の健康チェック、施設内の消毒、体調不良者の早期確認、報告

等の徹底。感染対策委員会だけではなく、日々の状況を把握し業務が行えるよう、情

報共有を図る。

③新型コロナウイルスが事業所内で発生した場合を想定し、ＢＣＰの策定、訓練の実施。

全職員が緊急時に動けるよう事前に周知し対応する。

２）業務の棚卸し

①毎月実施しているミーティングにて、業務に関しての話し合いの場を設けており、

継続して実施し、業務の効率化を図っていく。

②棚卸し表を作成、職員の職務分掌の見直しを行い、職員のできる業務、専門職がしな

くてよい業務を分け、効率化を図る。

３．働き方改革 

１）有給休暇

①年間１０日間以上の有給休暇取得の権利がある職員については、年間５日以上の有

給休暇が取得できるよう勤務調整を行う。また、定期的に面談を行い、心身のサポー

トをする。その中で、長期の休みが必要な場合など、職員間の協力により有給を取得

できるよう調整を行う。（昨年度、全職員年間５日以上の有給消化確認） 

②笠之原長寿園の今年度の取り組みとして、年間３日以上連続で休暇を取得できる、リ

フレッシュ休暇制度を導入。まず、職員の希望を聞き取り、希望期間を調査。各職員

の取得期間を設定した上で順に取得していく形をとる。年度末に全職員と面談を実

施し評価。事業所の売りとして計画的に行っていく。 

２）定時退社

①職員全員、定時出勤定時退社を心掛ける。業務の都合で超過勤務の発生が継続する際

は、ミーティングの中で話し合い、業務適正化を図り新しい勤務時間の提案など業務

の見直しを行い、働きやすい職場環境を作る。

４．地域との連携及び貢献活動 

①地域交流を行う中で、若い職員の頑張りをアピールする。介護・福祉業界のイメージ

アップに努める。
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５．年間行事計画 

・ 日常の生活の延長として変化や楽しみを持ちいきいきと出来る時間を増やしてい

く事を目的とし、施設内外の全体としての行事を計画的に行っていく。その上で、入

居者や家族の要望に応じて新しい行事等も検討し加えていくこととする。

事業所行事計画 防災訓練・感染症対

策 

地域交流計画 職員研修計画 

４月 ・年始アンケー

トの実施

身体拘束廃止・高齢者

虐待・感染症に関する

勉強会（月に一度のミ

ーティングの中で） 

○６月：避難訓練

（ 自 主 訓 練 ） 

○嘔吐物処理、感染症

対 策 合 同 研 修 

○１２月：避難訓練

（ 自 主 訓 練 ） 

○２月：避難訓練

（ 消 防 立 会 ） 

・笠之原小学

校交流学習

（福祉体験

等） 

・笠之原エリ

ア秋祭り

・朝の立哨

（感染の状況

見ながら） 

・事業計画につ

いて 

５月 ・母の日の祝い ・有料老人ホー

ムについて

６月 ・父の日の祝い ・接遇について

７月 ・七夕 ・認知症につい

て 

８月 ・救急蘇生法に

ついて 

９月 ・敬老会

・家族会

・介護保険につ

いて 

１０月 ・権利擁護につ

いて 

１１月 ・感染症対策に

ついて 

１２月 ・クリスマス忘

年会 

・交通安全につ

いて 

１月 ・初詣企画 ・介護技術につ

いて 

２月 ・災害時の対応

３月 ・家族会

・年度末アンケ

ートの実施 

・栄養、嚥下に

ついて 

＊誕生会は対象月に開催（誕生者には１,０００円程度の贈り物） 

＊その他、季節行事や食事企画の実施等は感染状況をみて随時行う。 
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令和３年度 住宅型有料老人ホームげんき 事業計画 

１． 中期(令和 3年度～5年度)重点項目 

① サービスの質の向上

○「社会福祉法人恵仁会職員 10 の心得」を遵守し、恵仁会の職員であることに誇

りを持ち、日々のケアに努める。

○高齢者介護（倫理・技術・栄養・医療等）に必要な知識・技術を養うため、在宅

勉強会、ワンコイン等の外部研修の年間研修計画を立案する。

また、外部研修が困難場合は、録画された講義を見る形式や、リアルタイムで行

うオンライン研修での実施及び効率化を図り、全職員が積極的に参加し、知識や

技術の向上に努め、また習得したことが実践できるようにする。 

○記録システムの導入に伴い、記録や情報共有の効率化を図ることで生まれた時間

を、スタッフが入居者との有意義な時間にあて、サービスの質を高める。

また、記録システムでのバイタルのグラフ化、分析を行い、入居者の体調管理

の把握と、早めの体調変化に気づき、入院件数・日数の減少に努める。

②人材獲得

○恵仁会インスタグラム等のＳＮＳを利用し、介護に興味を抱いてもらうような事

業所の企画や、福祉の情報、恵仁会のことを発信し、介護の仕事にやりがいや楽し

さを感じる事が出来るよう働く姿の見える化に取り組む。

○職員個々のレベルに合わせて、事業所内の業務分担を行う事で、責任感やモチベー

ションアップを図る。

③入居率・稼働率の向上（営業力強化）

○入居率 95％以上、退居後の新規入居を 3日以内、介護サービス利用実績 90％以上

を目標とし、訪問・通所事業所と連携強化を図り、事業所を運営する。

○満床時においても、居宅介護支援事業所鹿屋長寿園・介護保険相談センターかの

や・鹿屋長寿園相談員、池田病院・ひだまりと密に連絡を取り合う。また、法人内

入所事業所（４有料、２グループホーム）と連携をはかり、入退所を円滑に行う為

の会議を毎月行い、各事業所の待機者状況や空床の情報共有を図る

○有料老人ホームでの生活イメージを入居者や家族に持ってもらえるような環境整

備、支援を行い、アピールする。また、病院関係者・鹿屋市地域包括支援センター・ 

老健等施設関係者と顔の見える関係作りに努め、新規利用者の相談受付等に対し

連携を図る。

○入居者の状態や介護量の変化を見極め、次の方向性を入居者、家族、担当介護支援

専門員と適宜、協議しておき、グループで支える動きを行う。

④生産性向上（ICT、IOTの活用による業務効率化）

○記録業務による職員の負担を減らす為、記録システム導入を行い、記録業務効率化

や内容の精度を高める。
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○モニタリングや病院受診、家族へ状況説明を行う際に、記録システムのグラフ等の

データや日常生活での写真等を活用し、状態が伝わりやすくなるよう工夫する。

○入居者の事故を防ぐために、生体センサーや見守りセンサー等の機器を積極的に

検討、導入し、入居者、職員の負担軽減、安心安全な介護を提供し、かつ自立支援

を推進する。

⑤介護報酬改定対応

○関連サービスの介護報酬改定について、ミーティング等を活用して研修を行い、全

職員が理解し、加算取得に寄与する。

２．共通取組事項 

【全事業所共通で取り組む事項】 

① 新型コロナウイルス等感染対策

○本部で行われるコロナ感染症対策会議の内容や、感染対策マニュアルを基に、関係

機関との連携や、地域の状況等について情報収集を行いながら感染予防に努めて

いく。また、職員感染時、事業所内感染時においての具体的な対応策等を新型コロ

ナウイルス感染発生時における BCP(事業継続計画)へ盛り込み、定期的なシミュ

レーションを実施していき、緊急事態が発生した場合に事業の継続または早期復

旧に向けて、速やかな対応を行えるよう、内容を職員間で共有していく。 

○標準予防策（スタンダード・プリコーション）を、常日頃から意識し徹底する。

② 業務の棚卸し

○現在の業務を洗い出し、不必要な業務を振り分け、現状を改善するための職務分担

表を更新し、業務の効率化と省力化を実現する。

３．働き方改革 

①有給休暇

○有給休暇５日以上取得に向け、人事考課の面談（4 月・10 月）の際に、取得希

望の確認を行い、毎月の勤務作成時に、職員からの有給取得希望を再確認し、有

給取得を促す。

②適正な労務管理

○管理者は、職員と常日頃より円滑なコミュニケーションに努め、心身の健康状態

の保全に努める。

○不必要な超過勤務は無くし、業務の効率化、円滑な引き継ぎを行い、定時退社を

行う。

４．地域との連携及び貢献活動 

○下祓川の清掃活動への参加（年３回）を行う。

○サポートワーカー研修修了者を中心に、地域の認知症サポーターや、カフェ活動、

見守り隊に参加し、地域の利用者の生活環境やＡＤＬの状況をみながら、恵仁会サ

ービスを利用して下さる方の人生を最後まで支える仕組みを創設する。

※外部活動については、感染状況を勘案し、必要に応じて中止する。
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５．年間行事計画 

事業所行事計画 防災訓練・感染症対

策 

地域交流計画 職員研修計画 

4月 花見 居室の環境整備 

災害用備蓄確認 

地区花見会 

サポートワーカー

在宅勉強会 

（事業計画・内容等） 

5月 カレー作り、バラ見学

第三者委員会 

感染予防対策実施 

ＢＣＰ対策 

サポートワーカー 在宅勉強会 

6月 紫陽花見学 救急蘇生法 

避難訓練 

サポートワーカー 在宅勉強会 

7月 お寿司企画 熱中症・食中毒予防 養護学校交流会 在宅勉強会 

8月 ソーメン流し

第三者委員会 

居室・リビングの環

境整備 

下祓川地区清掃活

動 

在宅勉強会 

9月 煮しめ作り 

運営懇談会 

嘔吐処理 

避難訓練 

サポートワーカー 在宅勉強会 

10月 足湯（桜島） 

デイ・長寿園運動会 

感染予防対策実施 

インフルエンザ対策

サポートワーカー 在宅勉強会 

11月 コスモス外出

第三者委員会 

感染予防対策実施 

ノロウイルス対策

サポートワーカー 在宅勉強会 

高齢者虐待防止研修 

12月 クリスマス忘年会 行方不明模索訓練 下祓川清掃活動 在宅勉強会 

1月 初詣 避難訓練 サポートワーカー 在宅勉強会 

2月 お寿司企画 

第三者委員会 

誕生会 

感染予防対策実施 

ＢＣＰ対策、 

サポートワーカー 在宅勉強会 

3月  運営懇談会・家族会 

満足度アンケート実施 

居室・リビングの環

境整備 

サポートワーカー 在宅勉強会 

【その他行事】 

・誕生日会（毎月）

・ワンコイン研修（開催時）

・長寿園勉強会（毎月）（在宅勉強会の時間帯の参加が困難な職員のみ）

・地域交流計画については感染症状況により中止もあり。
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令和 3年度 住宅型有料老人ホーム新川長寿園 事業計画 

1. 中期（令和 3年度～5年度）重点項目

① サービスの質の向上

職員自身が自信の持てる介護、ケアができるようになるために高齢者介護（倫

理・技術・栄養・精神・医療）に必要な知識・技術を養うために年間を通した勉

強会を企画し行う。 

1） 定期的に面談または都度相談を受けてケアへの不安、目標の聞き取りを行

いアドバイスする。管理者で補えない場合は多職種へ相談する。管理者が

再度面談を行い目標への到達具合を評価する。

2） 事例をもとに振り返りを行い知識の向上、共通認識を促す。

3） 多職種に協力をもらい資料を作成し幅広い高齢者介護の知識を得る。

4） ヒヤリハットや危険予知の報告を元にアクシデント再発防止に努める。

② 人材獲得

新規採用職員や人事異動職員に対し、職員一人一人が手本となり指導を行う。

職員の身近なところから「介護の現場から離れている方」「腰痛で介護から離れた

方」などへ、職員の経験談やアピールをして興味を持ってもらえる恵仁会を心が

け人材確保に努める。 

1）事業所の情報や企画報告をホームページやブログなどで発信していく。 

2）職員紹介制度の再確認および周知を行う。 

3）新人研修の指導を管理者のみではなくベテラン職員を含めて行う。 

4）毎月のスタッフミーティングで働きやすい環境や業務改善、連続休暇などの

福利厚生の協議をする。 

③ 入居率・稼働率の向上（営業力強化）

在宅で過ごせるイメージを入居者や家族に持ってもらえるような環境整備、ケア

を行い、医療機関の相談窓口やケアマネへ営業活動を行い、入居申し込みの確保に

努める。

1）入所系事業所が連携を行い入所申し込みの情報共有を行っていく。 

2）申込時に他の入所系の紹介も行いニーズに合わせた対応ができることへの

アピールをする。

3）利用者状況の変化に対応するため円滑にサービス事業所の変更ができるよ

う、職員への指導および入所系事業所で調整できるように行っていく。 

4）恵仁会の各事業所の内容を把握し待機者家族と関わりを作っていく。 

5）入院および退所時の空床期間を短くするため、申込時に申込者および家族の

意向を聞き取り、待機中に入所の意向の変化がないか毎月確認する。 

④ 生産性向上（ICT、IOTの活用による業務効率化）

住宅型有料において今後中重度者の入所が見込まれ、業務の増加によるサービス

の質の低下やアクシデント、職員のストレスを防ぎケアファーストのためにも人

力以外による業務の効率化が必要である。

1）記録システムの導入をして利用者の健康状態の管理を一元化する。 

2）利用者情報を病院やケアマネへデータとして送ることができるようにする。 

3）職員の記録作業を軽減し利用者への関りを増やす。 
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2. 共通取り組み事項

① 新型コロナウィルス感染等対策（新しい生活様式での運営）

1） 利用者、職員の健康状態の記録していく。

2） 常時手指消毒を行い、毎日 3回（昼間 2回、夜間 1回）施設内消毒を行う。

3） 感染対策備品の在庫管理。

4） 感染発生時の対応を毎月シミュレートして担当の業務の遂行に備える。

5） 利用者と家族をリモートや電話、新聞等でつなぎコミュニケーションを行う。 

② 業務の棚卸し

業務の効率化を図り職員の負担軽減を目標としケアの質の向上を図る。

1）職務分掌を再考して業務の分担および効率化を図る。

・職員へ面談を行い業務の分担を図る。

・時系列で業務を整理して効率化を図る。

2） 緊急時及び管理者不在時に、その他職員でも管理者の業務が職員でできるよう

にする。

・管理者業務の整理を行い、職員へ分担できるよう手順を示す。

・原則担当制で行うが全職員で代替できるように対応する。

3）必要に応じ手順の変更、代替処置などを検討しケアへの向上につなげていく。 

3. 働き方改革

① 有給休暇

1）年 10 日以上の有給付与のある職員については、最低でも 5 日以上は計画的有

給休暇が取得できるよう勤務調整を行う。

2） リフレッシュ休暇として職員ひとりあたり年 1回 3日間連続の休暇を設定する。

ただし一部有給休暇を使用するため職員の申請に従う。

② 適正な労務管理

1）感染防止を含め全職員が定時退社できるよう、業務内容の棚卸しを行い生産性

の向上を行い働きやすい職場にする。 

2）急変時など緊急やむ負えない場合の超過勤務については、必ず管理者からの指

示･管理者への申請の手続きを行い、不要不急な超過勤務を無くしていく。 

3）定期的な面談を実施し、入所者やご家族、職員間のコミュニケーションなど、

悩み事などないか、今の職場が適しているのかなどを聞き取り、適材適所の事

業所への異動の検討や職種の変更などを行い高い生産性と働きやすさの両立を

目指す。

4. 地域との連携及び貢献活動

① 職員と地域の方々との交流の機会を増やす。町内会の活動に参加する。地域に配布

される回覧などにより新川長寿園を知ってもらう広報の機会を作る。

② 認知症の方やその家族の身近な相談窓口として、気軽に相談に来れる環境を整え、

職員全体で「認知症」に対しての知識を深め、手助けを行う。

③ 笠之原エリア事業所の母体である寿光園の計画する春（秋）祭り・小学校交流会や

地域の活動へ可能な限り参加する。

④ 近隣介護施設との防犯防災の対策を協議し災害時の協力体制を作る。
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⑤ コロナ感染のリスクがある場合は計画を中止するが町内会長などへ連絡を取る等

して地域とのつながりを切らさないようにする。

5. 年間行事計画

月 事業所行事計画 
防災訓練 

感染症対策 
地域交流計画 職員研修計画 

４ 
花見・笠之原春祭

り・誕生会 

身体拘束廃止委

員会・感染症 

施設内研修： 

老人ホーム 

５ 
霧島ヶ丘ドライ

ブ・誕生会 

身体拘束廃止委

員会・感染性対策 
地域清掃 

施設内研修： 

個人情報 

６ 
そうめん流し 

誕生会 

身体拘束廃止委

員会・食中毒 

施設内研修： 

防災防犯対策 

７ 
七夕、新川夏祭り 

誕生会 

身体拘束廃止委

員会・避難訓練 

子供会との七夕

交流会 

施設内研修： 

介護技術 

８ 
お盆供養・墓参り 

誕生会 

身体拘束廃止委

員会・衛生管理

（自主） 

施設内研修： 

権利擁護 

９ 
敬老祝賀会（家族

会）・誕生会 

身体拘束廃止委

員会・台風防災対

策 

笠之原小学校交

流学習 

施設内研修： 

接遇・連携 

１０ 
コスモス（霧島ヶ

丘）・誕生会 

身体拘束廃止委

員会・吐物処理感

染対策 

施設内研修： 

苦情相談 

１１ 
デイオリンピッ

ク・誕生会

身体拘束廃止委

員会・インフルエ

ンザ

施設内研修： 

栄養管理 

１２ 
クリスマス会

誕生会 

身体拘束廃止委

員会・インフルエ

ンザ

地域清掃 
施設内研修： 

医学一般 

１ 
お正月初詣 

誕生会 

身体拘束廃止委

員会・避難訓練

（消防立ち合い） 

施設内研修： 

感染症対策 

２ 
節分（豆まき） 

誕生会 

身体拘束廃止委

員会・衛生管理 

施設内研修： 

精神的ケア 

３ 
ひな祭り・家族会 

誕生会 

身体拘束廃止委

員会・BCP 

施設内研修： 

緊急時の対応 

・年間行事についてはコロナ感染対策および感染状況に応じて対応していく。

・外出の制限がある場合は、感染対策をして施設内で行える企画を実施していく。（例・お

菓子作り、手作り総菜の提供、ビデオ鑑賞など）

・家族会についてはコロナ感染状況に応じて対応し、実施できない場合は運営状況の報告

および満足度アンケートを配布する。
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令和 3年度 養護老人ホーム寿光園事業計画 

１．令和３年度重点項目（中期重点項目） 

① サービスの質の向上

・「恵仁会職員 10の心得」「将来ここで働いて良かったと思える職場づくり 10か条」を

遵守する。 

・コロナ禍の中、ご家族への情報発信を大切にし、オンライン面会等を通じ「ケアの見

える化」を図る。

・ユニットミーティング･医務ミーティングを通じ、全職種･全職員が入居者の方々の

状況把握に勤め、ケアを実践する。

② 人材獲得

・計画的な面談を実施することで、スタッフの思いや目標を把握し、スタッフ同士のコ

ミュニケーションスキルを上げ、まずは退職者を出さない環境整備を行う。

・職員紹介制度の周知を行う。

・事業所紹介や企画報告等をもっとホームページやブログなどで発信していく。

③ 稼働率の向上

・待機者の訪問調査を事前に行い、退所者発生後は、早期の入所調整を行う。

・現在の入所者は 5つの市町村からの措置入所となっているため、行政担当課の職員

と連携を密に取り、待機者確保に努める。

・地域包括支援センターとの関わりを大切にし、養護老人ホーム入所対象者への入所

申し込みを推進する。

・寿光園での生活が継続できるよう、入所者･家族･ケアマネ等と協議し、入所者の個々

のニーズに合った介護サービス利用を促進する。

・法人内事業所の介護サービス利用については、年間 5,500万円を目標とする。

２．共通事項 

① 新型コロナウィルス等感染対策

・職員の日々の健康チェック（検温、咳、頭痛、倦怠感、風邪症状）を行い、異常のあ

る場合は出勤を避ける。合わせて同居の家族の健康状態にも気を付ける。

・入所者の日々の健康チェック（検温、咳、頭痛、倦怠感、風邪症状）を行い、異常の

ある場合は看護師へ上申する。

・施設内の床･手すり･ドアノブ･その他物品の消毒、換気を毎日定期的に実施する。

② 業務の棚卸し

・現在の業務を確認し、効率化できる業務を洗い出し、職務形態毎の業務内容を決定

する。また、業務量に偏りがある場合は業務分担を行う。

・業務改善後は、ミーティングの中で現在の業務内容を継続するか変更するかを協議

する。
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３．働き方改革 

① 年 10日以上の有給休暇取得の権利がある職員については、最低でも 5日以上は有給

休暇が取得できるよう勤務調整を行う。

② 全職員が定時退社できるよう、業務の棚卸しを実施し業務内容の見直し等を行ってい

く。また、緊急やむ負えない場合の超過勤務については、必ず指示･申請の手続きを行

い、不必要な超過勤務は無くしていく。

③ 定期的な面談を実施し、入所者やご家族、職員間のコミュニケーションなど、悩み事

などないか、今の職場が適しているのかなどを聞き取り、適材適所の事業所への異動

の検討や職種の変更などを行い、離職率の低い事業所を目指す。

４．地域との連携 

① 笠之原サロン「心和」への協力（毎月第 1木曜日）

② オレンジカフェの開催（毎月第 4水曜日）

③ 笠野原小交流学習（年間全 7回のカリキュラムに沿った福祉体験交流学習）

④ 町内会との関わり（年間を通して、各種町内会行事等への協力･参加）

⑤ 信和会との関わり（年間を通して、双方の行事への協力と参加）

５．年間行事計画 

月 事業所行事計画 防災訓練・感染 

症対策 

地域交流計画 職員研修計画 

４ 春祭り、花見、誕生

会 

避難訓練（自主） 

身体拘束廃止委

員会 

カフェ、サロン

笠野原小入学式 

町内会総会 

エリア勉強会

施設内研修 

５ 誕生会、一日遠足 

身体拘束廃止委

員会・食中毒研修 

交流学習、カフ

ェ、サロン、ｸﾞﾗﾝ

ﾄﾞｺﾞﾙﾌ大会

エリア勉強会

施設内研修 

６ 

誕生会 

身体拘束廃止委

員会 

交流学習、カフ

ェ、サロン 

エリア勉強会

施設内研修 

 ７ 誕生会、ソーメン

流し 

避難訓練（自主） 

身体拘束廃止委

員会・食中毒研修 

交流学習、カフ

ェ、サロン 

エリア勉強会

施設内研修 

（体育大生実習

受入） 

８ 

誕生会、盆供養、墓

参り 

入所者健康診断 

身体拘束廃止委

員会・食中毒研修 

カフェ、サロン エリア勉強会

施設内研修 

９ 

誕生会、彼岸供養 

敬老会、家族会 

身体拘束廃止委

員会・入所者居室

交流学習、カフ

ェ、サロン 

エリア勉強会

施設内研修 
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衛生検査 笠之原十五夜夏

祭り 

１０ 

誕生会、全体外食 身体拘束廃止委

員会・入所者居室

衛生検査 

交流学習、カフ

ェ、サロン 

ふれあいｽﾎﾟｰﾂ大

会 

エリア勉強会

施設内研修 

（体育大生実習

受入） 

１１ 誕生会 

身体拘束廃止委

員・嘔吐物廃棄処

理研修・ノロウィ

ルス研修

交流学習、カフ

ェ、サロン 

信和会合同運動

会 

エリア勉強会

施設内研修 

（体育大生実習

受入） 

１２ 誕生会、クリスマ

ス会、墓参り

忘年会、一日遠足 

ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ予防接

種・身体拘束廃止

委員会・ノロウィ

ルス研修

交流学習、カフ

ェ、サロン 

笠之原保育園交

流会 

エリア勉強会

施設内研修 

 １ 誕生会、初詣 

新年会 

鹿屋高看生実習

受入・身体拘束廃

止委員会・ノロウ

ィルス研修 

カフェ、サロン

新年祈願祭 

エリア勉強会

施設内研修 

（看護学生実習

受入） 

 ２ 誕生会、入所者健

康診断 

避難訓練（消防署

立会）・鹿屋高看

生実習受入・身体

拘束廃止委員会 

カフェ、サロン エリア勉強会

施設内研修 

（看護学生実習

受入） 

３ 誕生会、彼岸供養 

鹿屋高看生実習

受入・身体拘束廃

止委員会・入所者

居室衛生検査 

カフェ、サロン

笠野原小卒業式 

エリア勉強会

施設内研修 

（看護学生実習

受入） 

※地域との連携活動及び年間行事については、コロナウィルス感染状況に応じて対応する。 
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令和 3年度 相談支援事業所長寿園あかり事業計画 

１．令和 3年度 年間目標 

① サービスの質の向上

多種多様なニーズに対応するため、新しい情報の収集や日々の学習、経験を積んで

いく中で、スキルアップを図っていく。体制加算については、既に取得可能な状況

となっているため、相談支援専門員の増員に伴い、随時新規受け入れ対応を行って

いく。

② 人材獲得

法人内で、障害福祉分野に興味のあるスタッフがいた場合、指定の研修受講を含め、

相談支援業務についての情報提供を随時行っていく。日々の業務の中で、外部の方

との関係性において、興味のある方がいらっしゃれば紹介。登録件数の増加への対

応や障害特性にあわせた専門的な支援を行うために、相談支援専門員の獲得に努め

る。

③ 稼動率の向上（営業力強化）

各相談支援専門員の登録件数は、140件以内とする（質の確保）

児童発達支援事業所の新規受け入れに関しては、あかり管理者との連携を図りなが

ら、適宜対応していくこととする。日々の業務の中で、保育園や幼稚園、保健相談

センター保健師等、随時、空き状況等情報提供を行っていく。

居宅介護についても、同様、ホームヘルパーステーション鹿屋長寿園管理者との連

携を図りながら、適宜対応していくこととする。 

④ ICT,IOTの活用による業務効率化

ノートパソコンを購入し、現在使用しているほのぼのシステムを移行することで、

在宅ワークの実現化を図る。 

オンラインでの担当者会議の促進。

業務用携帯（管理者携帯）に、ライン機能を取り入れることで、利用者様、ご家族、

関係事業所等との連絡を容易にかつ効率よく取り合うことができるようにする。 

２．共通事項 

①新型コロナウイルス等感染対策（新しい生活様式での運営）

基本的な、感染対策（うがい手洗い、マスク、換気、三密を避けるなど）を怠る

ことなく、継続していく。日々の健康チェックにおいても同様。

相談支援業務においては、訪問の頻度が多く、不特定多数の方との接触が多い。

原則として、利用者・保護者の意向に沿って動くこととするが、同意が得られれば

オンラインや郵送対応を活用し、万全な感染対策を図っていくこととする。

日々の業務については、スケジュール管理を行い、いつ、どこで、誰と接触したか 

記録に残していく。 
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サービス担当者会議については、利用者、保護者の同意が得られれば、オンライン

にて開催。招集するとしても最低限の人数での参加をお願いする。 

②業務の棚卸し

下記の業務について、協力事業所と連携しより専門的業務への時間確保を検討する。 

⚫ 新規相談受付  契約書類準備 面談アポイントメント 

⚫ 市役所へ提出（必要時、郵送手続き含む）

⚫ 更新申請書類準備

⚫ 電話応対   来客者応対 

⚫ 事業所清掃

⚫ 請求業務

⚫ 物品購入および管理、車両管理

３．働き方改革 

①有給休暇

年度初めに、有給取得計画を行い、予定通り取得できているか毎月確認する。

（5日以上取得）

②適正な労務管理

相談支援専門員の増員が最優先課題であるが、なかなか獲得に至らない現状あり。 

今後増員があった場合、登録件数は短期間で 100件を超える状況が想定されるため、

新規受け入れについては、検討の上対応を考えていくこととする。

また、対象者の年齢からサービス種別等、範囲が広いため、ある程度の担当エリアを

設定し、対応していくこととする。

 管理者は、毎月、登録利用者数、利用支援、継続利用支援の数、新規対応の数を 

把握し、適正な業務ができるよう管理していく。 

相談支援専門員が 2 人配置し、特定事業所加算算定も行う。週に 1 回の会議を開催

し、会議終了後、現在の困りごと等、面談を行いながら、メンタルヘルス改善を図っ

ていく。 

４．地域との連携及び貢献活動 

  国道交差点での立哨活動（週初めの登校日）、オレンジカフェ（毎月第 4○水実施）、サロ 

ン心和（毎月第 1○木実施）、笠野原小学校交流学習（福祉体験等）、寿光園信和会合同運

動会、笠野原小学校行事や笠之原地域行事参加等の取り組みを予定し、感染状況によっ 

ては代替えでの活動をエリア事業所と一緒に行う。
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５．年間行事計画 

4月 相談支援部会 

5月 精神保健福祉部会 

6月 相談支援部会・こども部会 

7月 自立支援協議会 定例会・はたらく部会 

8月 相談支援部会 

9月 精神保健福祉部会・こども部会 

10月 相談支援部会 

11月 自立支援協議会 定例会 

12月 相談支援部会 

1月 精神保健福祉部会・こども部会 

2月 相談支援部会・はたらく部会 

3月 自立支援協議会 定例会 

KGSN（鹿児島県相談支援ネットワーク会議）主催研修会への参加（日程未定）オンラ

イン受講が可能なものに限る。また、感染対策を万全に講じたうえで、

障がい福祉サービス事業所、施設主催の研修、行事や保護者会、家族交流会への 

参加、養護学校の行事などへの参加、おおすみ療育ネットワーク主催研修会への 

参加、法人内、グループ内研修への参加
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令和 3年度 児童発達支援事業所あかり事業計画 

1.中期（令和 3年度～令和 5年度）重点項目

（1）サービスの質の向上 

①本人支援とともに家族支援も積極的におこなっていく。

・保護者を対象とした研修会・談話会等の実施（3回/年）

・年中・年長の保護者を対象とした就学への学びの会の実施

  6月：就学した保護者による経験談 

7月：鹿屋市教育委員会による就学に関する説明会 

・児発あかりを修了した１年生の子どもたち保護者のための同窓会の実施

②療育に関する戦力・技術・実践力の向上を目指す

・職員担当制による職員研修会の実施（1回/月）

・外部研修等はオンラインを活用し積極的に参加し、その後、参加職員から

他の職員へのフィードバックする機会を作る（適宜）

（２）人材獲得

①職員同士が療育について前向きに話のできる風通しの良いチームを目指し、離職防

止につなげていく。

②やむを得ず退職する場合などには、すぐに人材の獲得につながるように情報発信や

収集に努める。

③児童発達支援管理責任者や相談支援専門員の資格取得などを推奨し、現場職員のス

テップアップの機会を作ることで、障がい部門の人材の充実を図っていく。

（３）利用率、稼働率の向上（営業力強化）

①相談支援事業所・保健センター棟の関係機関へ定期的にあかり便りの送付をおこな

うことによる広報の実施（1回/月）

②SNS等を通じて、あかりの活動内容が広く周知できるよう情報発信をおこなう。

③欠席した場合は振替利用をすすめるなど調整していくことで、稼働率の維持を図

る。

④土曜日の午後や、平日の夕方の時間を有効に使い個別療育を勧めるなどし、利用

率・稼働率の向上を図る。

（４）生産性向上（ICT、IOTの活用による業務効率化）

①現在活用しているシステムの有効活用を図る。

②手書きの記録類を PC入力へ変更する。

③個別支援計画→支援実施→モニタリングといった一連の流れが、療育担当者と児発

管でスムーズに連動していけるように、書類の整備を図る

（５）報酬改定対応

①専門職配置加算Ⅱに代わる新たな加算取得に努める。
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・新たな加算について、現状の人員配置で取得できるものは、取得を目指す。

・セラピスト等の配置加算が創設される場合は、セラピスト配置を検討する。

２．共通取組事項 

（１）新型コロナウィルス等感染対策（新しい生活様式での運営）

①新型コロナ感染予防や新型コロナ感染症発生時のリスク軽減のため、ペア療育や個

別療育等での活動の日も作っていく。

②出勤しないと行えない業務、在宅でも行える業務を整理し、在宅ワークをおこなう

ことで業務のスマート化及び効率化を図る。

（２）業務の棚卸し

①正規職員は、直接支援以外の様々な業務を担当制にすることで、児童発達支援事業

所としての必要な業務項目を皆が知り、責任をもって遂行できる。

・研修、マニュアル確認・更新、避難訓練、など担当制による実施。

３．働き方改革 

（１）有給休暇

①年 10日以上有給休暇がある者については、年に５日以上取得できるよう、業務の

調整をおこなう。また、年度初めと、中間期に職員に対してもその説明をすること

で、職員一人ひとりの意識化を図る。

②計画有休について取得の確認把握をおこない、取得できていない場合は翌月の取得

を努めるなどし、確実に消化できるようにする。

（２）適正な労務管理

①業務量が適切であるが、把握確認をおこない、業務内容の変更検討を適宜行う。

②通常の期ごとの面談の実施によるストレスがかかっていないかの把握、また、適宜

職員の状況や様子を見ながら、必要時に面談をおこなうことで、過度な負担等がか

かっていないか確認をしながら業務を進めていく。

４．地域との連携及び貢献活動 

①近隣の小学校等との交流事業などがあれば積極的に参加、また立哨活動などもあれ

ば参加することで、事業所の存在を認知していただく。

②エリア内の有料やデイのご利用者との交流（オンライン含む）などをおこなう。
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５．年間行事計画 

事業所行事計画 防災訓練・ 

感染症対策 

地域交流計画 職員研修計画 

４月 誕生日お祝い 災害時 BCP作成

更新 

児童虐待防止 

身体拘束廃止 

５月 同窓会の実施 

誕生日お祝い 

新型コロナ BCP

更新 

定型発達と発達

障害 

６月 家族研修会 

誕生日お祝い 

食中毒・感染症

防止研修 

食中毒・感染症

防止 

７月 就学前説明会 

誕生日お祝い 

体幹について 

８月 日帰り遠足 

誕生日お祝い 

９月 避難訓練 

誕生日お祝い 

敬老交流 

避難訓練 

ノロウィルス等

予防キット確認 

敷地内高齢者と

の交流 

（敬老週間） 

避難訓練 

児発管初任者研

修 

１０月 家族研修会 

ハロウィン

誕生日お祝い 

避難訓練 

消防計画見直し

更新 

避難訓練 

１１月 誕生日お祝い 感染症防止・発

生時対応研修 

１２月 保護者アンケート

実施 

クリスマス会

誕生日お祝い 

マニュアル見直

し・更新 

１月 家族研修会 

お正月遊び 

誕生日お祝い 

２月 保護者アンケート

公表 

誕生日お祝い 

３月 誕生日お祝い 

修了会 

※外部研修に関しては、適宜、情報を入手し参加していくこととする。

※子育て支援部会は、開催されれば、状況を鑑みて参加の検討をおこなう。

※地域との連携活動及び年間行事については、コロナウイルス感染状況に応じて対応する
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令和３年度 高齢者等訪問給食サービスセンター事業計画 

１．基本方針及び運営理念 

１）基本方針

在宅で高齢者の毎日の食の安心を満たし、安否確認及び健康状態の把握により

家族 ケアマネージャー 福祉行政との連携を行う。

在宅で生活していく高齢者の自立と主体的生活の一助となるよう職員全員が意識を

もち取り組んでいく。

２）運営理念

①在宅での低栄養を防ぐようメニューを充実し安心して食してもらえるよう工夫する

②利用者様の体調異変に留意し安否確認を行い家族や関係各所と連携を図る

③安全運転に努める

④集団食中毒・異物混入を防ぐため衛生管理の徹底

３）経営理念

福祉行政からの委託金の中で運営できるようコスト削減に努め、又利用者負担金の未

収に努める 

２．令和３年度年間目標 

（１）安全運転に努める

目標：無事故 無違反

具体的な取り組み

・交通安全研修に出席し意識を高める。交通法規を遵守する。

・毎朝の健康管理とアルコールチェック

・毎朝タイヤ点検 毎週月曜日ランプ系点検を行う

・定期点検（ブレーキ タイヤの摩耗 オイル交換）

・バック時の後方確認、右左折時の左右確認を徹底し接触事故を防ぐ

（２）集団食中毒・感染症・異物混入を防ぐ

目標：利用者様に安心してお弁当を食して頂けるよう衛生管理を行う

取り組み

・大量調理マニュアルに沿って調理工程を進める（温度管理と管理表へ記入の徹底） 

・全職員検便検査実施（毎月１回）。

・毎朝の健康チェックを行い、管理者・栄養士の確認

・調理場入室前の服装、毛髪チェック

・外部業者による害虫駆除（４月・９月）厨房清掃（７月・１月）

・手洗い・うがい・マスク着用の徹底(マスク着用期間については指示に従う)

・体調不調または罹患した場合は直ちに事務所へ連絡し許可が出るまで自宅療養
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（３）利用者満足度向上への取り組み

目標：配食を通じて声掛けを行い不安感の解消を図る

取り組み

・家に居ながら季節感を味わってもらえるよう旬の食材を使い安心・安全でおい

しい食事を提供する

・行事食（おはぎ・巻き寿司・ひなちらし・敬老等）の提供と

行事食のない月に重箱で配食を行い食の楽しみを感じて頂く

・利用者様の体調変化に応じ、治療食や食形態を考慮し対応していく

・利用者様の誕生日にメッセージカードとケーキを贈る

（４）事業所内・外の連携

目標：利用者様が安心して在宅での生活を送って頂けるように情報共有する

取り組み

・利用者様の安否確認と情報共有

・配達同行行い、配達・調理・事務間の情報共有を密にする

（５）人材育成

・在宅部門勉強会 法人勉強会への参加

・入職後３年経過した職員へ調理師試験の情報提供を行う

人材獲得 

・職員紹介制度の活用

・ハローワークでの求人活動への参加

（６）安全な職場環境構築を目指す

目標：職員の安全を守り長く働ける職場作りと業務の安定化を目指す取り組み

・けがしない、させない環境作り

危険な場所やケガに繋がる行動の洗い出しと対策、ひやりはっとの共有

・ゆとりをもった配達（調理の効率化・コースやルートの見直し）

・始業前の体操

３．働き方改革への対応 

（１）有給取得

年次有給休暇 10日以上付与される職員に対して５日以上の取得に向けて 

・３月 次年度有給取得予定表提出

・１０月 使用状況確認し有給使用日数の少ない職員と面談を行い調整

（２）労務管理

・配達コース、調理工程を見直し業務改善を図り定時出退社に努める

・介護、育児休暇等、職員の家庭状況に合わせて取得できるよう調整し協力しあい

働きやすい職場作りに努める
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４．地域との連携及び貢献活動 

・年３回のボランティア清掃活動

・配達中の近隣住民へのあいさつ運動と見守り活動

５．年間行事計画 

事業所行事計画 防災計画・感染症対策 地域交流計画 

４月 給食会議・在宅勉強会 外部業者による害虫駆除 

５月 給食会議・在宅勉強会 

６月 在宅勉強会 道路清掃作業 

７月 給食会議・うなぎ弁当 

在宅勉強会 

外部業者による厨房清掃 

８月 お盆弁当・在宅勉強会 消火器点検 道路清掃作業 

９月 給食会議・敬老弁当 

おはぎ弁当・在宅勉強会 

外部業者による害虫駆除 

１０月 在宅勉強会 道路清掃作業 

１１月 給食会議・職員旅行 

在宅勉強会 

１２月 クリスマス弁当

在宅勉強会 

インフルエンザ予防接種

交通安全研修 

１月 給食会議・おせち弁当 

七草粥・ぜんざい 

在宅勉強会 

外部業者による厨房清掃 

２月 巻き寿司・バレンタイン 

在宅勉強会 

消火器点検 

３月 給食会議・ひなちらし弁当 

ぼたもち弁当・在宅勉強会 
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令和 3 年度 ウィズ下祓川・桜ヶ丘市営住宅（高齢者世話付住宅）事業計画 

１．基本方針 

高齢者世話付市営住宅に居住する高齢者・障害者に対し、生活指導及び相談、安否確

認、一時的な家事援助、緊急時の対応、関係機関との連絡、その他日常生活上必要な

援助等のサービスを提供することにより、当該入居者が自立して安全かつ快適な生活

を営むことができるよう、在宅での生活を支援する。 

（１）生活援助理念

⚫ 一人ひとりの入居者が心豊かな暮らしを送れるように、入居者本位の立場から

法人内・他関係機関と連携し、入居者に最適なサービスを提供する。

⚫ 専門的知識を生かし、豊かな感性と的確な判断力を培い、居住者の生活リズムの

把握や心身状態の変化に気づく。

２．令和 3年度年間目標 

（１）地域交流会・介護予防運動への積極的参加を促し、心身のリフレッシュ、機能低下

を予防する。

（２） 生活ニーズの把握に努め、見守りや声かけにより安心できる自立支援へと繋げる。 

（３）苦情・インシデントの把握に努め、良質なサービスを提供する。

（４）新型コロナ感染予防として、自己の健康管理をしっかりと行い他人への感染を回避

すると共に、他人へ感染させないように徹底した予防に努める。

３．人材育成及び人材確保 

（１）ウィズ下祓川と情報交換を行い、相互のスキルアップを目指す。

４．職員処遇 

（１）入居者の状態や対応した些細なことなどノートに記録し、お互いが情報を共有する

事で、密に連携を図り働きやすい職場を作る。 

（２）不平不満があるときは、話し合いで解決するようにする。

（３）計画的有給取得に努める。

５．年間行事計画 

月 事業所行事計画 防災訓練・感染症対策 地域交流計画 

４ 月 ～

翌３月 

・体操教室・町内会交流会

参加声かけ

・メールでの配信情報を

元に入居者に資料等を用

い周知徹底させる 

映写会（夏休み） 

9月・3月 生活情報機器点検  
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令和３年度 池田保育園 事業計画 

保育理念『すべては子どもの笑顔のために』 

１．年間目標 

① 重大事故の防止

午睡時の呼吸・表情チェック体制は、各部屋に専属職員を配置し SIDS および窒息

防止に努める。

チェック間隔は０歳児５分・１～２歳児１０分を厳守するために、バイブ式のキッ

チンタイマーを、チェック担当が携帯する。

毎月の避難訓練は、訓練責任者を全職員の持ち回りとし、全職員が非常時に対応で

きるよう準備する。 

散歩は十分な職員配置が可能な場合に敷地内で行い、交通事故の防止に努める。 

水遊びは園児の発育状況別に行い、チェック担当は確実にチェック役のみ行う。 

送迎時間帯の合同保育は、見守りが必要な０歳児の動きに注意する、 

② 感染対策の徹底

１日２回の全体清掃を確実に行い、清掃時の換気は時間をかけて十分に行う。

嘔吐物・便の処理を行う際は使い捨て手袋を着用し、感染園児の処理を行う際は使

い捨てエプロンを使用する。

大隅感染症情報を毎週チェックし、必要に応じて保護者への配布や注意喚起を促す。 

園児に感染者が発生した場合には、感染拡大防止のため掲示板にて周知するととも

に、感染者の登園停止期日を厳守する。

登園時の体調チェックを念入りに行う事や、保護者への注意喚起書類の配布をこま

めに行う。

③ 食育・アレルギー対応

季節に合わせた園児が楽しめる給食を提供する。

特養管理栄養士と密に連携し、献立・衛生・アレルギー対応を行う。

入園前・進級時の食育面談は、必ず栄養士が行い食育状況を確認する。

３ケ月毎に家庭での食材喫食状況調査を行い、必要に応じて栄養士が面談を行う。 

アレルギー園児の使用する食器は、他の園児が使用する物と色を変え、可能な限り

テーブルを分けて喫食する。

④ 人材育成

職員個々の職責に合わせた外部研修を実施する。

常勤保育士⇒中堅保育士のマネジメント研修（６～８月）

非常勤保育士⇒保育士キャリアアップ研修（７～９月）

栄養士⇒食育・アレルギー対応研修（７～９月）

保育士以外の職員⇒子育て支援員研修（１０～１２月）
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施設長⇒企業主導型保育施設長研修（７～８月） 

 企業主導型保育安全研修（１２～１月） 

大きな行事の際は半日休園にし、施設長もしくは外部講師による職員研修を行う。 

毎月の職員会議では、外部研修に参加した職員による、研修内容の発表を行う。 

⑤ 園児の確保

保護者と良好な関係性を築き、継続して利用して頂けるよう努める。

園児の兄弟・親戚も楽しめる行事を行い、池田保育園を紹介して頂けるよう努める。 

連携企業を増やし園児を確保するとともに、地域枠での受け入れ可能数を拡大する。 

恵仁会内での池田保育園の認知度を上げるため、園だより・クラスだよりに法人内

の子育て世代を意識した内容も盛り込む。

法人内の子育て世代を対象とした『子育てサロン』を開催する。

２．園児数の予測と行事計画 

① ４月時点での園児予測

０歳児・・・１名

１歳児・・・４名（１名は４月末に退園決定）

２歳児・・・５名

② 新規獲得目標

２名（６月入園が２名・１月入園が１名は確定）

認可保育園の決定通知が来る２月下旬～３月上旬には４月時点の園児が確定。

連携先企業の育児休暇中職員で希望者がいれば、１月中に見学をしていただく。

③ 行事計画

４月  入園・進級式 

７月  内科健診、プール開き 

１０月 歯科検診 

１２月 クリスマス会

１月  内科健診 

３月  お別れ遠足・子育てサロン 

毎月  身体測定（１０日）・避難訓練（２０日）・お誕生日会（最終木曜） 

体幹遊び（第二・第四水曜） 
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令和3年度　特別養護老人ホーム鹿屋長寿園勉強会

７月

月

４月

５月

６月

担　当

権利擁護推進委員

介護

感染対策委員会

安全管理委員会

訓練

感染対策委員会

２月

内　容

権利擁護・高齢者虐待防止、身体的拘束適正化について

認知症について

感染症・食中毒の予防及び蔓延防止について

リスク管理について（事故発生防止、発生時の適切な

対応）救急蘇生法について

摂食嚥下について

感染症・食中毒の予防及び蔓延防止について

権利擁護・高齢者虐待防止、身体的拘束適正化について

看取り支援について

８月

９月

１０月

１１月

※全職員対象とする

※どちらかに参加できない職員は、欠席届を提出し資料を元に所見を提出する

※開催日は基本第１・第３木曜日（同一内容）１３：３０～とするが行事等重なった場

合は変更の可能性あり

権利擁護推進委員

看護

警察署

看護・栄養

防火管理者

３月 介護保険について 相談・ケアマネ・介護

交通安全・不審者、防犯対策

褥瘡予防・栄養

リスク管理について（非常災害対策）

１２月

１月
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日程 内容 講師 担当

4月27日 事業所内にて法令遵守の確認と今年度事業計画 管理者 各管理者

5月25日 災害・新型コロナにおけるBCP勉強会 管理者 各事業所

6月22日
看取り期における家族の心境と私たちができる事

谷口 デイ

7月27日 臥床、端坐位・立位・移乗におけるノーリフト実技 領家 げんき

8月24日 自立支援型サービスについて(口腔・栄養・機能訓練）概論 松島 哲ちゃん家

9月28日 事業所で出来る体操プログラム(筋力増強プログラム） 各機能訓練士 舷揮くん家

10月26日 高齢者虐待防止法と身体拘束廃止指針の理解 新村 優花里

11月24日 LIFEを活用したケアプラン活用術 小中原 デイ

11月中まで認知症サポーター養成講座 上船 優花里

12月28日 交通安全・防犯について知る 警察 古川

1月25日 食中毒・感染症対策・衛生管理の仕組みを考える 岩崎 給食

2月22日 現状のICT・IOT活用から福祉用具の紹介 小出水(外部） 哲ちゃん家

ライフサポートワークについて(小規模・通所） 古川 花海家

事業所の排泄支援からプライバシー保護を考える(入所） 上山 ふれあい

令和３年度　地域包括ケア推進課　在宅勉強会

毎月第4火曜日　18時～
※感染症対策に講じた方法で実施。※

✿祝日やイベントの日には開催日を変更する

✿外部講師の活用により内容が変更する場合がある

※上記研修は介護職員資質向上を目的とする

※講師は時間外指示とする

※各事業所管理者より出席を指示された場合は管理者の指示に従うものとする

※必須項目を欠席する場合には欠席届を提出し後日議事録を確認する事

※研修報告書は各事業所でまとめ時間の都合で出席出来なかった職員へ伝達を行う

※救急蘇生法については長寿園合同で開催予定

※ケアコールセンターはヘルパーステーション鹿屋長寿園計画に沿う

3月22日
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