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平成３１年度 法人全体の事業方針 

   
 社会福祉法人制度は 1951（昭和 26）年社会福祉事業法施行として始まり 2000（平成 12）年に社会福

祉事業法が「社会福祉法」に改正され、2016（平成 28）年に改正社会福祉法として再改正され、2017

（平成 29）年度から全面施行となった。 

その「改正社会福祉法」第 24 条第 2 項には「地域における公益的取り組みの責務化」が明記されてお

り、香川県は改正以前の平成 27 年度から 4 団体が香川県社会福祉協議会をプラットホームにして、「香

川おもいやりネットワーク事業」が展開され、平成 28 年度から「香川災害福祉支援ネットワーク推進

会議」を立ち上げ、福祉関連 20 団体が連携して香川県において災害福祉支援ネットワークを構築する

事業が進められている。この 2 事業に続き平成 30 年度から小規模（複数）法人ネットワーク事業も始

まり、特に地域における公益的活動に法人単独では取り組みにくい「一法人一施設」の小規模な法人

等が地域連携して福祉ネットワークを構築できるよう、国が地方自治体を通してが支援している。 
また「地域共生社会の実現」が現在の日本の社会福祉の目指すべき方向と明確に示された。我が国

では、かつて地域・家族同士の助け合いなど、地域・家庭・職場といったインフォーマルな場面にお

いて、支え合いの互助が機能していた。社会保障制度は、これまで地域や家庭が果たしてきた役割の

一部を社会化する必要性が高まったことに対応して、高齢者、障害者、児童など対象ごとや必要な機

能ごとに、公的支援制度の整備が図られ、人々の暮らしを支えてきた。   

しかし、我が国では、超高齢社会の進展、人口減少が進み、地域・家庭・職場という人々の生活領

域における支え合いの基盤が脆弱化してきている。暮らしにおける人と人とのつながりが弱まる中、

これを再構築することで、人生における様々な困難に直面した場合でも、誰もが役割を持ち、お互い

が存在を認め合い、支え合うことで、孤立せずにその人らしい生活を送ることができるような社会を

再構築していくことが今、求められている。  

  また、人口減少社会の進展で労働人口減少を招き、それを背景に、耕作放棄地や、空き家、商店街

の空き店舗など、地域社会において様々な課題が顕在化してきている。多くの住民が地域社会存続の

危機感を感じる中、人口減少を乗り越えていく上で、社会保障や産業などの領域を超えてつながり、

地域社会全体を支えていくことが、以前にも増して重要と言われている。  

  さらに、対象者別・機能別の公的支援は昨今、様々な分野の課題が絡み合って複雑化したり、個人

や世帯単位で複合的な福祉課題を抱え、複合的な福祉支援を必要とするといった状況がみられ、対応

困難ケース、世帯が浮き彫りとなっている。  

 「地域共生社会」とは、このような社会構造の変化や人々の暮らしの変化を踏まえ、制度・分野ごと

の「縦割り」また「支え手」と「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が参画

し、人と人、人と資源が世代や分野を超えつながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地

域を共に創っていく社会を目指すものである。 

我が国の人口将来推計によると、2025 年には 75 歳以上人口が 2000 万人を突破し、後期高齢者人口

2000 万人社会が到来する。都市部を中心に 75 歳以上人口が急増すると共に独居・高齢者世帯が激増す

るなど家族形態や地域社会が大きく変化する中で対象となる高齢者、障がい者、児童の尊厳保持をし

ながら、先に述べた「地域共生社会」を実現していくことが大きな課題となってくる。 

 現在の日本の福祉における環境は劇的に変化してきており、福祉人材不足で外国人介護労働者を確保



したり人材確保は喫緊の課題となっている。 

法人創設 40 年を迎えたが、改めてサンシャイン会の組織について見直しを行い、大きく変化する福

祉ニーズに応じたサービス提供が行えるようにしていかなければならない。 

そのためには昨年度より立ち上げた、経営品質向上委員会、広報委員会、研修委員会、地域活動推

進委員会の４つの委員会の機能を活用して各分野の内容に関する組織力強化につながる取組を実施す

る。委員会を立ち上げ、さまざまな課題抽出を行い取り組みを進めていることにより委員会の方向性

が少しずつ見えてきている。見つかった課題を解決していくことが組織力強化や職員のスキルアップ

につながることであるため、職員全体で関わりながら、法人全体と事業所毎にもさまざまな内容を実

践していく。それを進めていくためにも PDCA(Plan,Do,Check,Action)サイクルを活用し進めていく。 

  また、小豆圏域の地域福祉ネットワークと災害福祉支援ネットワークの２つ強化したい。小豆圏域

における拠点法人として福祉避難所も機能するように力を尽くしたい。前記のことを強化するために、

小豆圏域ネットワーク会議と災害福祉ネットワークに関する意見交換の場を活発に実施して、小豆圏

域においての「地域共生社会の実現」に向けた取り組みを実践していく。 

以上の認識に基づき、法人創設 40 年を超えた 2019（平成 31）年度の法人事業方針を以下のとおり

設定する。各部門、全職員は積極的且つ主体的に高い士気を持って、それぞれの持ち場でベストを尽

くしてもらいたい。 
 

社会福祉法人サンシャイン会 
理事長 川西 基雄 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



経営方針・概況 

基本方針（法人理念等） 
○法人訓 

心 技 体 智 絆 

心：対象者を思いやれる福祉の心 
技：高い専門技術 
体：健康、体力 
智：高い専門知識 
絆：良好な人間関係（対利用者、家族、同僚、地域） 
 

○法人の基本理念 
 対象者がその環境、心身の状態に応じて、あらゆる分野の活動に参加し、「その人らしさ」と「人間

としての尊厳」を保持しつつ、心身ともに健康で生き甲斐のある自立した生活を地域社会において営む

ことができるよう支援する。地域共生社会の実現に向けて中核的な役割を果たす。 
 
○法人理念に基づく基本方針 
（１）利用者の生活・人生の質の向上並びに「その人らしい生活（自助）」の支援 
（２）職員が活き活きと働ける環境の実現 
（３）家族が安心できるサービスの提供と家族の支え合い（自助）の支援 
（４）地域住民相互の支え合い（互助）の支援 
（５）２４時間３６５日体制の資源と人の安全管理システム（セコム）の維持 
（６）社会福祉法人としての地域貢献、４つ（利用者、職員、設備、機能）の地域化の推進 
（７）一職員一地域貢献の実践 
（８）中・長期計画の策定 
（９）その他 社会福祉法人としての生活困窮者対策等、社会貢献活動への取り組み 
 
○施設・事業一覧 
１ 軽費老人ホーム シーサイドサンシャイン 
２ 特別養護老人ホーム リベラルサンシャイン（本館・別館） 
３ デイサービスセンター（サンシャイン、北のおひさま、サンライズ西村） 
４ グループホーム 北のおひさま 
５ 居宅介護支援 
６ 訪問介護 
７ 小規模多機能型居宅介護事業 サンリゾート 
８ 給食課 
９ 事務課 
１０ 地域貢献、地域公益活動 



サンシャイン会 平成３１年度年度組織  

 

会  議 

経営会議 

サンシャインの経営に関する会議を行う。各部署の課題、現状報告を行い、今後の取り組むべき方向性

について検討する。法人、事業所の収支に関する情報を共有する。事業計画に沿った取り組みが行えて

いるか見直しを行う。 

 

課長主任会議 

各委員会で話し合われた内容を報告し、必要に応じて検討する。各部署の情報共有を行う。課題に対す

る具体的な解決策を検討する。 

委 員 会 

通年 

福利厚生委員会 

福利厚生について検討する。既設の委員会の活動内容の見直しを行う。職員の満足度の向上、人材確保

に繋がる満足度の向上に繋がる内容を検討する。 

５月か６月に新入職員歓迎会を企画。１月に新年会を企画。 

 

経営品質向上委員会 

日本経営品質賞のツールを活用して経営品質向上について検討する。経営品質についての内容を定期的

に話し合いながら勉強会を進める。組織プロフィールを見直し、組織力の向上を図る。 

各部署の現状や課題を分析して、改善策を考える。 

 

広報委員会 

ホームページ更新、施設外広報誌、施設内広報誌、サンシャイン通信の内容を検討して、地域・利用者・

家族への情報提供、信頼に繋げる方法を実施する。厚生労働省をはじめとする外部からの情報収集を行

い、法人にとって必要な内容を分析して、活用する。 

 

研修委員会 

施設内研修、施設外研修、法人の研修システム等を検討し、職員のスキルアップや組織力強化のための

方法を検討し、研修を実施する。 

 

地域活動推進委員会 （めだかの学校と連携） 

地域に向けた取り組みについて考え、地域ニーズに合った取り組み（地域貢献活動）を実施する。地域

公益活動について検討を進めて実施する。 

期間限定 

夏祭り実行委員会（４月～９月） 

創立記念夏祭りの準備、実行、反省、見直しを行う。 



［サンシャイン会 平成３１年度会議・委員会組織図］ 
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平成３１年度 経営品質向上委員会 計画書 

１．背景（環境変化、概要・目的の根拠となるもの） 
福祉に求められるニーズは日々、変化している。また、全国的に介護人材が不足しており、2025 年

には全国で約 34 万人不足すると予測されている。変化するニーズや人材不足に対応するために、社会

福祉法人の組織力強化、サービスの質や職員満足度の向上、地域に必要とされる組織運営に取り組む必

要がある。 
  
２．概要・目的 

日本経営品質賞や経営協のツールを活用し各部署の現状や課題を分析、改善策を考える。経営品質に

ついてはスタートアップ認証の申請を目標に組織プロフィールを見直し、組織力の向上を図る。また、

ICT、AI、介護ロボを導入し業務の省力化、効率化を図る。 
消耗品のコストに関しては定期的な見直しを行い、不必要な物のコストを削減し、必要なものにコス

トをかけられるようにする。 
福利厚生に関しては職員の定着、満足度を向上するために、現在の規程を再度、見直し、職員の求め

る規程や規則に変更していく。 
 
３．実施内容（手法） 
・消耗品のコスト見直し 
・日本経営品質賞 
・アクションプラン２０２０ 
・中長期計画の改定 
・組織プロフィール作成 
・BCP の策定 
・充実した福利厚生の検討 
・スタートアップ認証の申請 
４．委員会メンバー 
  軽費施設長・三浦課長・山下課長 
５．年間計画 
 
月 内 容 

４月 日本経営品質賞 
アクションプラン２０２０ 
消耗品のコスト見直し 
組織プロフィール作成 

BCP の策定 
充実した福利厚生の検討 
 
 

５月 日本経営品質賞 
アクションプラン２０２０ 
組消耗品のコスト見直し 
組織プロフィール作成 

BCP の策定 
充実した福利厚生の検討 
 
 

６月 日本経営品質賞 
アクションプラン２０２０ 
消耗品のコスト見直し 
組織プロフィール作成 

BCP の策定 
充実した福利厚生の検討 
 
 



７月 日本経営品質賞 
アクションプラン２０２０ 
消耗品のコスト見直し 
組織プロフィール作成 

BCP の策定 
充実した福利厚生の検討 
 
 

８月 日本経営品質賞 
アクションプラン２０２０ 
消耗品のコスト見直し 
組織プロフィール作成 

BCP マニュアルの運用 
充実した福利厚生の検討 
経営デザイン認証（スタートアップ認証）申請

8/31 締め切り 
 

９月 日本経営品質賞 
アクションプラン２０２０ 
消耗品のコスト見直し 
組織プロフィール作成 

BCP マニュアルの運用 
充実した福利厚生の検討 
 
 

10 月 日本経営品質賞 
中長期計画の見直し 
消耗品のコスト見直し 
組織プロフィール作成 

BCP マニュアルの運用 
充実した福利厚生の検討 
 
 

11 月 日本経営品質賞 
中長期計画の策定 
消耗品のコスト見直し 
組織プロフィール作成 

災害訓練 
充実した福利厚生の検討 
 
 

12 月 日本経営品質賞 
中長期計画の策定 
消耗品のコスト見直し 
組織プロフィール作成 

災害訓練の振り返り 
充実した福利厚生の検討 
 
 

１月 日本経営品質賞 
中長期計画の策定 
消耗品のコスト見直し 
組織プロフィール作成 

BCP の見直し・改定 
充実した福利厚生の検討 
 
 

２月 日本経営品質賞 
中長期計画の策定 
消耗品のコスト見直し 
組織プロフィール作成 

合同訓練 
充実した福利厚生の検討 
 
 

３月 日本経営品質賞 
中長期計画の策定 
消耗品のコスト見直し 
組織プロフィール作成 

合同訓練の振り返り 
充実した福利厚生の検討 
 
 

 
 



平成３１年度 広報委員会 計画書 

 
１．背景（環境変化、概要・目的の根拠となるもの） 
 地域に必要とされる法人や事業所となるためには、自分たちの取り組みを理解してもらう必要がある。

現状では施設内外に向けての発信が十分とは言えない。また、若い世代や就職希望者が関心・興味を持

ってもらえるような魅力ある発信が出来るように考えていく必要がある。 
２．概要・目的 

ホームページ更新、施設外広報誌、施設内広報誌、サンシャイン通信の内容を検討して、地域・利用

者・家族への情報提供、信頼に繋げる方法を実施する。また地域活動推進委員会と連携を取り、地域へ

の情報発信を積極的に行いたい。新聞の記事をはじめとする外部からの情報収集を行い、法人にとって

必要な内容を分析して職員に対して情報配信を行う。 

 
 
３．実施内容（手法） 
・施設内広報誌作成発行（職員のための広報誌） 
・施設外広報誌見直し 
・採用広報誌発行 
・ホームページ更新 
・サンシャイン通信発行 
・町の広報誌 ・社協の福祉だよりへの掲載依頼 
・職員用情報冊子発行 
・アクションプラン２０２０ 
・掲示板の活用 
 
４．委員会メンバー 
 次年度決定 
 
５．年間計画 
 
月 内 容 

４月 ホームページ更新 
サンシャイン通信発行 

掲示板張り替え 

５月 施設内広報誌発行（新入社員歓迎会） 
ホームページ更新 
サンシャイン通信発行 

掲示板張り替え（見直し） 

６月 ホームページ更新 
サンシャイン通信発行 

掲示板張り替え 



町の広報誌・社協の福祉だよりへの掲載依

頼 
７月 ホームページ更新 

サンシャイン通信発行 
SNS で情報発信を開始する。 

掲示板張り替え（見直し） 
 

８月 施設内広報誌発行（夏祭り） 
ホームページ更新 
職員採用広報誌作成 

掲示板張り替え 
SNS 更新 

９月 ホームページ更新 
サンシャイン通信発行  
職員用情報冊子発行を検討する 

掲示板張り替え（見直し） 
SNS 更新 

10 月 ホームページ更新 
サンシャイン通信発行 
 

掲示板張り替え 
SNS 更新 

11 月 ホームページ更新 
サンシャイン通信発行 
 

掲示板張り替え（見直し） 
SNS 更新 

12 月 ホームページ更新 
サンシャイン通信発行 
 

掲示板張り替え 
SNS 更新 

１月 施設内広報誌発行（新年会） 
ホームページ更新 
サンシャイン通信発行 

掲示板張り替え（見直し） 
SNS 更新 

２月 ホームページ更新 
サンシャイン通信発行 
 

掲示板張り替え 
SNS 更新 

３月 ホームページ更新 
サンシャイン通信発行 
 

掲示板張り替え（見直し） 
SNS 更新 

 
 



平成３１年度 研修委員会 計画書 

 
１．背景（環境変化、概要・目的の根拠となるもの） 

介護職の人材不足が日本全体で問題となっており、今後も人材不足の問題は顕著化してくることが考

えられている。当法人においても、人材確保、定着、育成は組織力を強化するために重要なものである

が、即戦力となる人材確保は困難であり法人で人を育成する必要がある。 
 
 
２．概要・目的 
 施設内研修、施設外研修、法人の研修システム等を計画的に実施し、職員のキャリア形成や自己実現 

の支援なども含めた育成システムを構築し、職員育成の充実を図る。 
未経験者が仕事をしながらでも学べる体制を構築する。 

 
 
３．実施内容（手法） 
・職員研修マニュアル 
・アクションプラン２０２０ 
・事業所の人材定着、育成具体策 
・エルダー制度検討 
・施設内研修 PDCA 
・施設外研修 PDCA 
・キャリアパス表に添った研修の実施 
 
 
４．委員会メンバー 
  ３～５名 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



５．年間計画 

 ６．その他 
・施設内研修ファイルの作成（１つのファイルにおいて法人、各部署を管理する） 
 研修ごとの計画書の提出。 

月 活動予定 内容 詳細
広報活動 新人オリエンテーション 前年度4/2以降入社職員

・資格取得促進に向けて情報の発信 防火管理者研修 講義２日間　異動時の必要者

ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ2020 介護支援専門員Ⅱ① 講義５日間

・人材の定着に向けた取組の強化 ﾚｸﾘｴｰｼｮﾅﾙ･ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ研修会 講義１日
　※福祉人材の定着

ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ2020 介護支援専門員Ⅱ① 講義５日間

・人材の定着に向けた取組の強化 介護支援専門員Ⅰ☆ 講義８日間
　※職員の安全と健康の確保 認知症介護基礎研修① 講義１日

施設等新任職員研修 講義２日
救命講習 サンシャインにて３時間

ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ2020 介護支援専門員Ⅰ☆ 講義８日間
・人材の定着に向けた取組の強化 認知症介護実践者研修① 講義５日間　実習４週間　まとめ１日
　※職員処遇の現状の把握、分析、課題抽出 対人援助技術専門研修会 講義１日
施設内研修の計画 喀痰吸引等研修☆ 講義９日　演習２日　試験

ユニットリーダー研修☆ 講義３日間

施設内研修の実施 初任者研修☆ 講義等１５日間
認知症介護実践者研修① 講義５日間　実習４週間　まとめ１日
衛生管理者 試験
高齢者福祉施設等職員研修 講義１日
リスクマネジメント研修会 講義１日
喀痰吸引等研修☆ 講義９日　演習２日　試験
介護技術特別研修 講義１日
ユニットリーダー研修☆ 実地研修５日間

ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ2020 介護支援専門員Ⅱ② 講義５日間
・人材の育成 初任者研修☆ 講義等１５日間
　※人材育成制度の構築 社会福祉施設等施設長研修 講義１日
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ2020 介護支援専門員Ⅱ② 講義５日間

・人材の育成 主任介護支援専門員☆ 講義１２日間

　※体系的な研修プログラムの構築 認知症介護基礎研修② 講義１日
認知症介護実践者研修② 講義５日間　実習４週間　まとめ１日
認知症対応型サービス事業管理者研修① 講義１日
介護トピックセミナー 講義１日
初任者研修☆ 講義等１５日間

ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ2020 主任介護支援専門員☆ 講義１２日間
・人材の育成 認知症介護実践者研修② 講義５日間　実習４週間　まとめ１日
　※キャリアパスの明確化
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ2020 主任介護支援専門員☆ 講義１２日間
・人材の育成 介護支援専門員実務者研修☆ 講義１５日間
　※リーダー層の育成 認知症予防研修 講義１日
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ2020 介護支援専門員実務者研修☆ 講義１５日間
・人材の育成 認知症介護実践者研修③ 講義５日間　実習４週間　まとめ１日
　※総合的な人材の育成
施設内研修の計画
施設内研修の実施 認知症介護実践者研修③ 講義５日間　実習４週間　まとめ１日

小規模多機能型サービス等計画作成担当者 講義２日間
接遇力研修 講義１日

委員会 介護支援専門員実務者研修☆ 講義１５日間
・次年度計画作成 認知症対応型サービス事業管理者研修① 講義１日

　内部研修については外部研修のフォロアップを視野にいれ検討する。

備考

平成３１年度　研修委員会　年間計画

2月

3月

12 月

1月

10 月

11 月

8 月

9 月

6 月

7 月

4 月

5 月

　防火管理者…４月以外でも実施（サンポートにて数回実施あり）
　救命講習会…サンシャインで実施が出来ない場合、９月頃に消防署にて実施可能
　衛生管理者…試験が毎月福山で実施。年１回高松での実施あり。
　経営品質向上活動勉強会…必要に応じて（偶数月　東京）



平成３１年度 地域活動推進委員会 計画書 

 
１．背景（環境変化、概要・目的の根拠となるもの） 
 社会福祉法人として地域に信頼される取り組みをしていくことはとても重要である。地域に向けた取

り組みを実施していくことで、地域におけるさまざまな福祉課題や生活課題に関わり、それに対応する

ための公益的な取り組みを考えていく必要がある。 
 
 
２．概要・目的 
 地域貢献活動や地域における公益的な取り組みを実施する。その中で地域のニーズに応じた内容を検

討してさまざまな内容を実施する。地域においてのネットワークを構築し、他機関とも協力して地域に

向けた取り組みが行えるように検討する。地域の信頼や協力を得られるような取り組みが必要である。 
 
 
３．実施内容（手法） 
・アクションプラン２０２０ 
・出前講座（随時）  

体操、運動・脳レク、口腔ケア、介護教室、相談・コミュニケーション 等 
・サンシャインおひさまカフェ（奇数月：中東蒲生地区） 
・クリーン作戦（環境美化活動） 
・地域行事等への協力・参加 
・居場所づくり事業（高齢者、子ども、地域住民等） 
・他機関交流会（随時） 
・めだかの学校（地域福祉勉強会） 
・地域ネットワーク会議（毎月） 
・合同防災訓練（他施設・他機関・地域住民等） 
・地域公益活動（地域のニーズに応じた活動） 
・地域における公益的な取り組み（地域のニーズに応じた取り組み） 
・小豆島中央高校との交流・合同企画（随時） 
・小豆島こどもセンターとの交流・合同企画（随時） 
 
 
４．委員会メンバー 
 中野課長 森川リーダー 他数名 
 
 
 



５．年間計画 
月 内 容 

４月 ・クリーン作戦（主に浜辺と国道沿いのゴ

ミ拾い） 
・出前講座 ・地域ネットワーク会議 
 

※出前講座は隔月で調整予定。他依頼があれば

内容検討し実施。 
 

５月 ・クリーン作戦 
・サンシャインおひさまカフェ（中東蒲生

地区）奇数月 
・地域ネットワーク会議 
・アクションプラン 2020 

※「サンシャインおひさまカフェ」は、手作り

おやつを用意して地元である地域の方と身近

に接し、何でも気軽に話せる関係作りを目的

とする 
・「アクションプラン 2020」について毎月検討

６月 ・クリーン作戦 
・出前講座  ・地域ネットワーク会議 

・小豆島中央高校との交流内容検討、行事等ボ

ランティア依頼（随時） 
７月 ・クリーン作戦 

・サンシャインおひさまカフェ 
・出前講座  ・地域ネットワーク会議 

 
 

８月 ・クリーン作戦 
・出前講座  ・地域ネットワーク会議 

 
 

９月 ・クリーン作戦 
・サンシャインおひさまカフェ   
・地域ネットワーク会議 

・他機関交流会（予定） 
 

10 月 ・クリーン作戦 
・出前講座  ・地域ネットワーク会議 
・小豆島こどもセンターとの交流  

 
 

11 月 ・クリーン作戦 
・サンシャインおひさまカフェ 
・出前講座 ・地域ネットワーク会議  
・合同防災訓練 

 
 

12 月 ・クリーン作戦 
・出前講座 ・地域ネットワーク会議 

 
 

１月 ・サンシャインおひさまカフェ 
・出前講座 ・地域ネットワーク会議  

 
 

２月 ・出前講座  
・地域ネットワーク会議 

 
 

３月 ・クリーン作戦 
・サンシャインおひさまカフェ 
・地域ネットワーク会議 

 
 

 



平成３１年度   事 業 計 画 書 

社会福祉法人サンシャイン会 
軽費老人ホームシーサイドサンシャイン 

    
 
１．背景（事業を取り巻く環境変化、概要・目的の根拠となるもの） 
   日本において高齢化は深刻な問題であり、施設での受け入れ体制が追いついていない状況。本来、

軽費老人ホームは自立施設であるが、現在は介護付き施設とも思える状況である。その為、軽費で

の自立支援に向けた取り組みが出来にくくなっているのが現状である。小豆島においても少子高齢

化の問題は顕著に表れてきている。 
２月１日現在、入所者５０名に対して介護認定者が３７名、全体の７４％である。平均年齢が８

６歳、老人車・歩行器使用が半数以上となり高齢化が進んでいる状況。又、認知症状を有する利用

者も増えており利用者の重度化が課題である。現在待機者は３０名近くおり、家族は島外で一人暮

らしの方や日常生活に不安を抱えているケースが多い。 
 
２．概要・目的（運営、サービス、ケア等の方針） 
   利用者の高齢化や重度化によって利用者の生活課題が多様化しているため、利用者の状況や思い 
  に合った支援が実施できるように個別支援計画をより強化し、個人に合った支援を実施していく。 
  また現在提供しているサービスを見直し、よりよいサービス提供が実施できるように職員間で話し 
  合いを進めていき、サービスや業務改善を実施する。 
   地域に開かれた施設を目指すためにも、地域住民との関わり強化に繋がる、行事・クラブ活動へ 
  の案内、交流をする機会の提供、合同災害訓練などを計画し、実施していく。 
   サービス提供や地域との関わりの部分で重要となってくる職員のスキルアップに繋がる内容を

実施しなければならない。そのために研修計画を立てるとともにサービス提供の共通認識を強化し

ていく。 
 
３．部門目標（達成目標から１つ選ぶ） 
（１１）地域に開かれた施設となる取り組みの実施 
 
４．達成目標（新年の目標）（手法） 
（１）利用者ニーズ調査の方法を確立 
 →アンケート内容を再検討し調査様式、方法を見直す 
（２）利用者の個別支援計画策定 
 →個別支援計画の策定様式を活用し、個別支援の分析を行う 
（３）利用者の ADL・意欲低下を防ぎ、機能の維持・向上を図る 
 →毎日実施している体操への参加を説明するとともに参加していることで少しずつ機能が 
  維持・向上できていることが実感できるシステムを確立する 
（４）利用者事故分析を行い、再発防止の取り組みを強化する 
 →過去の事故集計結果に基づく分析結果も参考にしながら、事故が減少する取り組みを実施する 
（５）優先入所検討委員会を定期的に実施し、生活困難者の入所支援を行う 
 →行政、地域、ケアマネジャー、待機者などに声掛けを行い体験居室の利用を勧め、施設生活の 
  ニーズが高い利用者を見つけ出し、必要に応じて優先入所検討委員会を実施する 
（６）職員の資質向上に繋がる研修の実施 
 →研修計画を立て、毎月計画的に施設内研修を実施する。外部研修に出た内容の情報共有を図る。 



（７）報・連・相をスムーズに行える組織の確立 
 →結論から端的に報告し、必要な情報を効率的に伝えられるようにする。 
（８）業務を見直し業務の効率化を図る 
 →業務で非効率な部分を見つけ出し、効率的な方法を試行錯誤し、適切な方法を見つけ出す 
（９）地域住民との交流の機会を増やしつながりをつくる 
 →行事・クラブ活動で参加してもらえる内容の広報を実施する 
（１０）地域住民と合同で行事を企画、運営、実施をする 
 →身近である蒲生地区と連携して内容を検討する 
（１１）地域に開かれた施設となる取り組みの実施 
 →シーサイドサンシャインの情報を理解してもらえるように広報を実施する 
（１２）災害対応マニュアルの見直し 
 →火災想定の避難訓練マニュアルを見直し、さまざまなパターンでの訓練を実施する 
（１３）さまざまな災害に対応出来る訓練の実施 
 →地震、津波、高潮、風水害（大雨・洪水）等に関する BCP を策定し訓練を実施する 
（１４）地域住民と合同で行う災害訓練の実施 
 →策定した BCP を活用して地域住民と合同の災害訓練を実施する 
 
５．職員体制・勤務状況等 
（１）人員 １７名（うち管理宿直 ３名） 
（２）勤務パターン 
   Ｂ ８：３０～１７：３０ Ｃ ９：００～１８：００ Ｆ ８：００～１２：３０ 

Ｋ ８：００～１７：００ Ｌ ９：００～１７：００ ◆ ９：３０～翌１３：００  
◇１８：００～翌９：００ 
 

６．定員（利用日や時間が決まっている部署は合わせて記載） 
（１）定員５０名 
（２）利用日、利用時間 ２４時間３６５日 
（３）体験居室 ２部屋 
 
７．利用料金一覧 
 別紙、軽費老人ホームシーサイドサンシャイン利用料一覧表のとおり 
８．行事、研修、訓練等 
 別紙、年間計画書に記載 
 
９．その他（上記に記載されていない内容） 
・シーサイド裏地滑り防止のための擁壁工事 



平成３１年　４月　１日　現在

1 150 万円以下 10,000 円 61,640 円

2 150 万１円　～ 160 万円まで 13,000 64,640

3 160 万１円　～ 170 万円まで 16,000 67,640

4 170 万１円　～ 180 万円まで 19,000 70,640

5 180 万１円　～ 190 万円まで 22,000 73,640

6 190 万１円　～ 200 万円まで 25,000 76,640

7 200 万１円　～ 210 万円まで 30,000 81,640

8 210 万１円　～ 220 万円まで 35,000 86,640

9 220 万１円　～ 230 万円まで 40,000 円 91,640

10 230 万１円　～ 240 万円まで 45,000 96,640

11 240 万１円　～ 250 万円まで 50,000 101,640

12 250 万１円　～ 260 万円まで 57,000 108,640

13 260 万１円　～ 270 万円まで 64,000 115,640

14 270 万１円　～ 280 万円まで 71,000 122,640

15 280 万１円　～ 290 万円まで 78,000 129,640

16 290 万１円　～ 300 万円まで 85,000 136,640

17 300 万１円　～ 310 万円まで 93,000 144,640

18 310 万１円　～ 320 万円まで 101,000 152,640

19 320 万１円　～ 330 万円まで 109,000 160,640

20 330 万１円　～ 340 万円まで 109,800 161,440

21 340 万１円以上 109,800 161,440

平成３年６月３０日以前に入所した非課税者については、Ａ階層として、１階層と同額の利用料を徴収する。
電気代 （１０ＫＷ／ｈ以上は　１ＫＷ／ｈにつき　２０円）
暖房費 （１１月から３月まで　1930円／月額）

51,640

軽費老人ホーム　シーサイドサンシャイン　利用料一覧表

対象収入による階層区分
本人からの事務費徴収額 本人からの生活費 本人からの利用料

（月額） A 徴収額（月額）B 徴収額（月額）A + B



項目

月 日 内　　　　容 日 内　　　　容 日 内　　　　容 日 内　　　　容 日 内　　　　容 日 内　　　　容

書道・硬筆クラブ 筋トレクラブ サービス会議 避難訓練（火災） 衛生委員会 せいけんじこども園来所
絵手紙クラブ カレンダー作り 個別ケア会議
映画鑑賞会 塗り絵クラブ 職員会議
音楽クラブ グリーンクラブ 事故に関する研修会
カラオケクラブ 音読 感染症に関する研修会
にこにこカフェ 誕生会 軽費老人ﾎｰﾑの役割に

お楽しみ会（月2回） 月例祭 ついて研修会

健康クラブ 春の遠足
クラフトクラブ 買い物会
書道・硬筆クラブ 筋トレクラブ サービス会議 避難訓練（火災） 衛生委員会 せいけんじこども園来所
絵手紙クラブ カレンダー作り 個別ケア会議 検尿 春の地域交流昼食会
映画鑑賞会 塗り絵クラブ 職員会議
音楽クラブ クラフトクラブ 事故に関する研修会
カラオケクラブ 音読 感染症に関する研修会
にこにこカフェ 誕生会 相談援助について研修会

お楽しみ会（月2回） 月例祭
グリーンクラブ 買い物会
健康クラブ
書道・硬筆クラブ 筋トレクラブ サービス会議 避難訓練（火災） 衛生委員会 せいけんじこども園来所
絵手紙クラブ カレンダー作り 個別ケア会議 利用者健康診断
映画鑑賞会 塗り絵クラブ 職員会議
音楽クラブ クラフトクラブ 事故に関する研修会
カラオケクラブ 音読 感染症に関する研修会
にこにこカフェ 誕生会 面接技術について研修会

お楽しみ会（月2回） 月例祭
グリーンクラブ 買い物会
健康クラブ
書道・硬筆クラブ 筋トレクラブ サービス会議 避難訓練（火災） 衛生委員会 せいけんじこども園来所
絵手紙クラブ カレンダー作り 個別ケア会議 検尿
映画鑑賞会 塗り絵クラブ 職員会議 総合合同訓練（地震）
音楽クラブ クラフトクラブ 事故に関する研修会
グリーンクラブ 音読 感染症に関する研修会
カラオケクラブ 誕生会 介護認定手続きについて
にこにこカフェ 月例祭 研修会

お楽しみ会（月2回） 買い物会
健康クラブ
書道・硬筆クラブ 筋トレクラブ サービス会議 避難訓練（火災） 衛生委員会 せいけんじこども園来所
絵手紙クラブ カレンダー作り 個別ケア会議 年次祭
映画鑑賞会 塗り絵クラブ 職員会議 創立記念夏祭り
音楽クラブ クラフトクラブ 事故に関する研修会
カラオケクラブ 音読 感染症に関する研修会
にこにこカフェ 誕生会 接遇研修
お楽しみ会（月2回） 月例祭
グリーンクラブ 買い物会
健康クラブ
書道・硬筆クラブ 筋トレクラブ サービス会議 避難訓練（火災） 衛生委員会 せいけんじこども園来所
絵手紙クラブ カレンダー作り 個別ケア会議 検尿 小豆島町敬老会
映画鑑賞会 塗り絵クラブ 職員会議
音楽クラブ クラフトクラブ 事故に関する研修会
カラオケクラブ 音読 感染症に関する研修会
にこにこカフェ 敬老会 緊急時の対応について
お楽しみ会（月2回） 月例祭 研修会
グリーンクラブ 買い物会
健康クラブ 誕生会

５月

６月

９月

７月

８月

年　間　行　事　等　実　施　計　画

行　　　　　　　　　　　　　　　　事

４月

そ　の　他健康管理・衛生管理災害訓練職員研修・職員会議等



項目

月 日 内　　　　容 日 内　　　　容 日 内　　　　容 日 内　　　　容 日 内　　　　容 日 内　　　　容

書道・硬筆クラブ 筋トレクラブ サービス会議 避難訓練（火災） 衛生委員会 せいけんじこども園来所
絵手紙クラブ カレンダー作り 個別ケア会議
映画鑑賞会 塗り絵クラブ 職員会議
音楽クラブ クラフトクラブ 事故に関する研修会
カラオケクラブ 音読 感染症に関する研修会
にこにこカフェ 誕生会 対人援助技術について勉強会

お楽しみ会（月2回） 月例祭
グリーンクラブ 買い物会
健康クラブ
書道・硬筆クラブ 筋トレクラブ サービス会議 総合防災訓練（火災） 衛生委員会 せいけんじこども園来所
絵手紙クラブ カレンダー作り 個別ケア会議 避難訓練（風水害） 利用者健康診断 秋の遠足
映画鑑賞会 塗り絵クラブ 職員会議 検尿 秋の地域交流昼食会
音楽クラブ クラフトクラブ 事故に関する研修会
カラオケクラブ 音読 感染症に関する研修会
にこにこカフェ 誕生会 虐待防止について研修会

お楽しみ会（月2回） 月例祭
グリーンクラブ 買い物会
健康クラブ
書道・硬筆クラブ カレンダー作り サービス会議 避難訓練（火災） 衛生委員会 せいけんじこども園来所
絵手紙クラブ 塗り絵クラブ 個別ケア会議 一人暮らし高齢者励ます会
映画鑑賞会 クラフトクラブ 職員会議
音楽クラブ グリーンクラブ 事故に関する研修会
カラオケクラブ 音読 感染症に関する研修会
にこにこカフェ ｸﾘｽﾏｽ誕生忘年会 介護の気づきについて

お楽しみ会（月2回） 月例祭 研修会

健康クラブ 餅つき
筋トレクラブ 買い物会
書道・硬筆クラブ カレンダー作り サービス会議 避難訓練（火災） 衛生委員会 せいけんじこども園来所
絵手紙クラブ 塗り絵クラブ 個別ケア会議 検尿
映画鑑賞会 クラフトクラブ 職員会議
音楽クラブ 音読 事故に関する研修会
カラオケクラブ 誕生会 感染症に関する研修会
にこにこカフェ 元旦祭・初詣・茶話会 ﾏﾆｭｱﾙの見直しについて

お楽しみ会（月2回） とんど 研修会

グリーンクラブ 月例祭
健康クラブ 買い物会
筋トレクラブ
書道・硬筆クラブ カレンダー作り サービス会議 避難訓練（火災） 衛生委員会 せいけんじこども園来所
絵手紙クラブ 塗り絵クラブ 個別ケア会議
映画鑑賞会 クラフトクラブ 職員会議
音楽クラブ グリーンクラブ 事故に関する研修会
カラオケクラブ 音読 感染症に関する研修会
にこにこカフェ 誕生会 機能訓練について研修会

お楽しみ会（月2回） 月例祭
健康クラブ 買い物会
筋トレクラブ
書道・硬筆クラブ 筋トレクラブ サービス会議 避難訓練（火災） 衛生委員会 せいけんじこども園来所
絵手紙クラブ カレンダー作り 個別ケア会議 検尿
映画鑑賞会 塗り絵クラブ 職員会議
音楽クラブ クラフトクラブ 事故に関する研修会
カラオケクラブ 音読 感染症に関する研修会
にこにこカフェ 誕生会 認知症の理解について

お楽しみ会（月2回） 月例祭 研修会

グリーンクラブ 買い物会
健康クラブ

１１月

１２月

そ　の　他行　　　　　　　　　　　　　　　　事 職員研修・職員会議等 災害訓練 健康管理・衛生管理

３月

２月

１月

１０月



平成３１年度   事 業 計 画 書 

社会福祉法人サンシャイン会 
特別養護老人ホームリベラルサンシャイン本館 

   
 

１．背景（事業を取り巻く環境変化、概要・目的の根拠となるもの） 
   平成２７年４月から特養の入所要件が要介護３以上になり、平成３１年２月現在のリベラルサンシ

ャイン本館の平均介護度は３．９。全国平均は３．８７となっておりほぼ全国平均と同様となってい

る。虚弱な入所者も多く今後医療ニーズへの対応も必要になってくる為、３１年度も引き続き介護職

員の喀痰吸引等研修を受講する。また９割以上の入所者が施設での看取りを希望しており、他職種連

携やインフォームドコンセントのあり方等看取り介護の研修を十分に行う必要がある。 
   特別養護老人ホームは終の棲家と呼ばれており在所期間も長期間となっている。入所者のプライバ

シーに配慮した上で、一人一人のニーズに即し、その有する能力 及び心身の状況に応じたケアを実

現していく。 
   
   
２．概要・目的（運営、サービス、ケア等の方針）※入所、ショート、ショート（障がい）の内容を記載 
   要介護認定の結果、要介護３以上と認定された高齢者を受け入れ、居宅への復帰を念頭において、

日常生活が可能となるよう、食事・入浴・排泄・機能訓練などの必要なサービスを提供することを

目的とする。利用者一人ひとりが、その人らしく自立した生活ができるよう、高齢者の生きてきた

道のり・個人史や人間としての尊厳を重視する。 
   ショートステイは特別養護老人ホームに併設した専用居室に短期間入所し、入浴、排泄、食事等

の日常生活の介護や機能訓練を提供する。 
   ショートステイ（障がい）は個々の障がいの程度に合わせて日常生活上必要な介護を提供する。 
 
３．部門目標（達成目標から１つ選ぶ） 
（１）個々の能力に応じた入居者主体のケアプランの作成 
 
４．達成目標（新年の目標） 
（１）個々の能力に応じた入居者主体のケアプランの作成 
 →アセスメントを適切に行い、在宅生活を出来るだけ継続出来ることを念頭に入所者・家族の意向に

沿ったケアプランを作成 
（２）入居者のニーズに沿ったサービスの提供 
  個々の施設生活での希望を聞き、個別ケアを充実 
（３）機能訓練の充実を図り、入居者の筋力の維持と重度化予防 
  ADL を把握し、本人の能力に応じた機能訓練・レクリエーションを行うと同時に残存機能を活用 
  した介護の提供 
（４）多職種との連携による入居者の健康管理 
  入所者一人ひとりの既往歴・現病歴の把握と体調の変化に留意し、病気の早期発見、健康管理に努

める 
（５）入居者が落ち着く環境作り 
  居室・リビング等入所者の居住スペースの環境整備 
  ショート利用者居室の床の張り替え 
 



（６）年間稼働率９６％の確保 
  待機者の状況把握を常時行い、本館・別館で情報を共有し入退所を円滑に行う 
（７）介護支援専門員との連携を強化しショート稼働率の向上 
  介護支援専門員と常に情報交換を行い、ショート利用を必要としている方にサービスを提供出来る

よう密に連絡調整を行う。 
（８）研修体制の充実を図る 
  積極的に外部研修に参加し、全職員に周知する報告会を開催 
  研修内容を周知し、自らの参加意欲を尊重することで専門性を高める 
（９）ヒヤリハット・事故報告書の分析による再発防止への取り組み 
 →提出されたヒヤリハット・事故報告書を毎月分析し、同様の事故を繰り返さないように周知徹底する 
（10）入所者・家族の意向を尊重した看取りケアの実施 
 →看取り介護に関する適切な知識、技術を習得し、より一層他職種が連携しサービスを提供する 
（11）地域との連携体制の強化 
 →介護保険施設としての専門知識やノウハウを地域へ還元し、地域との関係づくりを目指す。 
（12）非常災害に関するマニュアルの見直しと定期的な訓練の実施 
 →火災時の消火・避難訓練に加え、南海トラフ地震に備え自衛消防組織の編成及び地震発生時の避難

誘導訓練の実施・非常備蓄の確認を定期的に行う。 
 
５．職員体制・勤務状況等 
（１）人員 ※長期・短期を含む職員配置 

（ ）内は非常勤職員 

生活相談員 介護支援専門員 介護職員 
看護職員 

機能訓練指導員
クリーンスタッフ 合計 

１名 ２名（兼務） ２1 名（２）

 兼務２名（１）

４名 ２名 (２） 
兼務１名（１） 

３０名 

（２）勤務パターン 
   別紙のとおり 
 
６．定員（利用日や時間が決まっている部署は合わせて記載） 
（１）定員５０名 ショート１０名 
（２）利用日、利用時間 ２４時間３６５日 
 
７．利用料金一覧 
  別紙記載 
 
８．行事、研修、訓練等 
  別紙、年間計画書に記載 
 
９．その他（上記に記載されていない内容） 
・移動用ストレッチャー 
・ききょうユニット居室の収納ボックスの製作 
・Ｃ棟ロールカーテンの交換 
・Ｂ棟個室の床の張替え 
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項目

月 日 内　　　　容 日 内　　　　容 日 内　　　　容 日 内　　　　容 日 内　　　　容 日 内　　　　容

20 誕生会 10 経営会議 下旬 避難訓練（軽費合同） 火曜／週嘱託医回診 電気設備点検
お楽しみ会 上旬 リーダー会議 水曜／週歯科往診

23 月例祭 15 ユニット会議 2回／週 血圧測定
月２回　音楽療法 25 職員会議 月末 体重測定

下旬 衛生委員会
上旬 春の遠足 23 月例祭 10 経営会議 下旬 避難訓練（軽費合同） 火曜／週嘱託医回診 電気設備点検

家族会 月2回 音楽療法 上旬 リーダー会議 水曜／週歯科往診 防火機器点検
上旬 地域交流昼食会 15 ユニット会議 2回／週 血圧測定
20 誕生会 25 職員会議 月末 体重測定

お楽しみ会 下旬 衛生委員会
20 誕生会 10 経営会議 中旬 避難訓練（特養） 火曜／週嘱託医回診 電気設備点検
23 月例祭 上旬 リーダー会議 下旬 避難訓練（軽費合同） 水曜／週歯科往診

お楽しみ会 15 ユニット会議 2回／週 血圧測定
月２回　音楽療法 25 職員会議 月末 体重測定

下旬 KASW総会 健康診断（職員）
下旬 衛生委員会 腰痛検査（職員）

20 誕生会 10 経営会議 下旬 避難訓練（軽費合同） 火曜／週嘱託医回診 電気設備点検
23 月例祭 上旬 リーダー会議 水曜／週歯科往診

お楽しみ会 15 ユニット会議 2回／週 血圧測定
月２回　音楽療法 中旬 四国老人福祉関係者研修会 月末 体重測定

25 職員会議
下旬 衛生委員会

10 創立記念夏祭り 10 経営会議 下旬 避難訓練（軽費合同） 火曜／週嘱託医回診 電気設備点検
年次祭 上旬 リーダー会議 水曜／週歯科往診

20 会食会 15 ユニット会議 2回／週 血圧測定
23 月例祭 25 職員会議 月末 体重測定

お楽しみ会 下旬 衛生委員会
中旬 小豆島町敬老会 10 経営会議 下旬 避難訓練（軽費合同） 火曜／週嘱託医回診 電気設備点検
20 誕生会 上旬 リーダー会議 水曜／週歯科往診 レジオネラ菌検査
23 月例祭 15 ユニット会議 2回／週 血圧測定

お楽しみ会 25 職員会議 月末 体重測定
月２回　音楽療法 下旬 衛生委員会

20 誕生会 10 経営会議 下旬 避難訓練（軽費合同） 火曜／週嘱託医回診 電気設備点検
23 月例祭 上旬 リーダー会議 水曜／週歯科往診

お楽しみ会 15 ユニット会議 2回／週 血圧測定
月２回　音楽療法 25 職員会議 月末 体重測定

下旬 衛生委員会
上旬 地域交流昼食会 10 経営会議 上旬 総合防災訓練（特養） 火曜／週嘱託医回診 電気設備点検
上旬 秋の遠足 上旬 リーダー会議 （消防来所） 水曜／週歯科往診
20 誕生会 15 ユニット会議 2回／週 血圧測定
23 月例祭 25 職員会議 月末 体重測定

お楽しみ会 下旬 衛生委員会
月２回　音楽療法

１０月

１１月

４月

５月

６月

７月

８月

９月

年　間　行　事　等　実　施　計　画

行　　　　　　　　　　　　　　　　事 職員研修・職員会議等 災害訓練 健康管理・衛生管理 そ　の　他



上旬 お一人暮らし高齢者を励ます会 10 経営会議 下旬 避難訓練（軽費合同） 火曜／週嘱託医回診 電気設備点検

10 月例祭 上旬 リーダー会議 水曜／週歯科往診
20 クリスマス誕生忘年会 15 ユニット会議 2回／週 血圧測定
28 餅つき 25 職員会議 月末 体重測定

お楽しみ会 下旬 衛生委員会
1 元旦祭 23 月例祭 10 経営会議 下旬 避難訓練（軽費合同） 火曜／週嘱託医回診 電気設備点検

初詣 お楽しみ会 上旬 リーダー会議 水曜／週歯科往診
茶話会 月２回　音楽療法 15 ユニット会議 2回／週 血圧測定

2 茶話会 25 職員会議 月末 体重測定
3 茶話会 下旬 香川県老施協研究大会
20 誕生会 下旬 衛生委員会
20 誕生会 10 経営会議 下旬 避難訓練（軽費合同） 火曜／週嘱託医回診 電気設備点検
23 月例祭 上旬 リーダー会議 水曜／週歯科往診

お楽しみ会 15 ユニット会議 2回／週 血圧測定
月２回　音楽療法 25 職員会議 月末 体重測定

下旬 KASW研究大会 健康診断（職員）
下旬 衛生委員会

20 誕生会 10 経営会議 下旬 避難訓練（軽費合同） 火曜／週嘱託医回診 電気設備点検
23 月例祭 上旬 リーダー会議 水曜／週歯科往診 レジオネラ菌検査

お楽しみ会 15 ユニット会議 2回／週 血圧測定
月２回　音楽療法 25 職員会議 月末 体重測定

下旬 衛生委員会

１２月

１月

２月

３月



１２月

１月

感染症予防について

心肺蘇生

虐待防止について

事故防止について

心肺蘇生

ＯＪＴ研修

勉強会

勉強会

看取り介護について

ＯＪＴ研修

勉強会

ＯＪＴ研修

勉強会

勉強会

３月

１０月

２月

１１月

７月

８月

９月

事故防止について・利用者対応について

勉強会 緊急時対応について

心肺蘇生

事故防止について

職員研修計画

新人職員研修

ＯＪＴ研修

勉強会

心肺蘇生

感染症予防について・食中毒

月 内容 詳細

（リベラルサンシャイン）

４月

５月

６月



〈従来型〉

●多床室
要介護度

介護福祉サービス費
一部負担分（日額） 負担限度額 食費（日額） 居住費（日額）

第１段階 300 0 27,510 円
第２段階 390 370 41,310 円

(557+18+6+22+14) 第３段階 650 370 49,110 円
第４段階 1,380 840 85,110 円
第１段階 300 0 29,550 円
第２段階 390 370 43,350 円

(625+18+6+22+14) 第３段階 650 370 51,150 円
第４段階 1,380 840 87,150 円
第１段階 300 0 31,650 円
第２段階 390 370 45,450 円

(695+18+6+22+14) 第３段階 650 370 53,250 円
第４段階 1,380 840 89,250 円
第１段階 300 0 33,690 円
第２段階 390 370 47,490 円

(763+18+6+22+14) 第３段階 650 370 55,290 円
第４段階 1,380 840 91,290 円
第１段階 300 0 35,670 円
第２段階 390 370 49,470 円

(829+18+6+22+14) 第３段階 650 370 57,270 円
第４段階 1,380 840 93,270 円

●個室
要介護度

介護福祉サービス費
一部負担分（日額） 負担限度額 食費（日額） 居住費（日額）

第１段階 300 320 37,110 円
第２段階 390 420 42,810 円

(557+18+6+22+14) 第３段階 650 820 62,610 円
第４段階 1,380 1,150 94,410 円
第１段階 300 320 39,150 円
第２段階 390 420 44,850 円

(625+18+6+22+14) 第３段階 650 820 64,650 円
第４段階 1,380 1,150 96,450 円
第１段階 300 320 41,250 円
第２段階 390 420 46,950 円

(695+18+6+22+14) 第３段階 650 820 66,750 円
第４段階 1,380 1,150 98,550 円
第１段階 300 320 43,290 円
第２段階 390 420 48,990 円

(763+18+6+22+14) 第３段階 650 820 68,790 円
第４段階 1,380 1,150 100,590 円
第１段階 300 320 45,270 円
第２段階 390 420 50,970 円

(829+18+6+22+14) 第３段階 650 820 70,770 円
第４段階 1,380 1,150 102,570 円

　内訳（日額）

　その他加算（日額）　（該当する場合のみ）

・外泊時費用　　・・・　２４６円 ・初期加算 　　・・・  ３０円

・看取り介護加算２　・・・　６８０円　　・看取り介護加算３　・・・１，２８０円

上記以外の方（課税層） 第４段階

生活保護受給者
第１段階

世帯全員が
市町村民税
非課税者

老齢福祉年金受給者
課税年金収入額と合計所得の合計が８０万円以下の方 第２段階

利用者負担第２段階以外の方（課税年金収入額と合計所得の合計が８０万円以上の方） 第３段階

　　夜勤職員配置加算Ⅰ（２２円）、栄養ケアマネジメント加算（１４円）

　　※介護職員処遇改善加算Ⅰ（月の実総単位数×８．３％の１割負担（月により変動））

・療養食加算　・・・　６円/回

・看取り介護加算１　・・・  １４４円

※上記合計にはその他加算は含まれておりません。該当する場合のみ各加算の金額を合計に足した金額が1ヶ月あたりの総額となります。

負担限度額　対象者 介護保険料負担段階

介護度４
823

介護度５
889

上記の負担額に介護職員処遇改善加算※が加わります

　　介護福祉施設サービス費、サービス提供体制強化加算（１８円）、看護体制加算Ⅰ（６円）

合計金額（月額）

介護度１
617

介護度２
685

介護度３
755

介護度３
755

介護度４
823

介護度５
889

特別養護老人ホームリベラルサンシャイン　　料金一覧表
平成31年4月1日

合計金額（月額）

介護度１
617

介護度２
685



●多床室

要介護度
短期入所生活介護費

一部負担分
サービス提
供加算Ⅰ

夜勤職員配
置加算 食費 居住費

要支援１ 437 18 1,380 840 2,675 円

要支援２ 543 18 1,380 840 2,781 円

要介護１ 584 18 13 1,380 840 2,835 円

要介護２ 652 18 13 1,380 840 2,903 円

要介護３ 722 18 13 1,380 840 2,973 円

要介護４ 790 18 13 1,380 840 3,041 円

要介護５ 856 18 13 1,380 840 3,107 円

●個室

要介護度
短期入所生活介護費

一部負担分
サービス提
供加算Ⅰ

夜勤職員配
置加算 食費 居住費

要支援１ 437 18 1,380 1,150 2,985 円

要支援２ 543 18 1,380 1,150 3,091 円

要介護１ 584 18 13 1,380 1,150 3,145 円

要介護２ 652 18 13 1,380 1,150 3,213 円

要介護３ 722 18 13 1,380 1,150 3,283 円

要介護４ 790 18 13 1,380 1,150 3,351 円

要介護５ 856 18 13 1,380 1,150 3,417 円

上記以外の方（課税層） 第４段階

生活保護受給者
第１段階

世帯全員が
市町村民税
非課税者

老齢福祉年金受給者

課税年金収入額と合計所得の合計が８０万円以下の方 第２段階

利用者負担第２段階以外の方（課税年金収入額と合計所得の合計が８０万円以上の方） 第３段階

①送迎加算　　片道１８４円

②介護職員処遇改善加算Ⅰ（月の実総単位数×８．３％（月により変動））

尚、食費、居住費は世帯収入により以下の負担段階が適用される場合があります。

　負担限度額　対象者 介護保険料負担段階

リベラルサンシャイン　ショートステイ　　料金一覧表

平成31年 4月 1日現在

利用料（日額）

利用料（日額）

上記金額に加算されるもの



平成３１年度   事 業 計 画 書 

社会福祉法人サンシャイン会 
特別養護老人ホームリベラルサンシャイン別館 

 
 
１．背景（事業を取り巻く環境変化、概要・目的の根拠となるもの） 

平成 30 年 4 月時点で 57 名だった入所待機者も、平成 31 年 2 月末現在 37 名まで減少した。この

背景には平成 27 年の 4 月に入所条件が要介護３以上であること、島内に特養、有料老人ホームがオ

ープンしたことが要因と考えられる。当施設では平成 29 年 10 月 1 日より空床型ショートステイを

新設、平成 30 年度の稼働率は 24.8％であった。今後も居宅部門、本館ショートステイと情報を共有

しながらサービス提供に繋げて行く。 
虚弱な入所者が多く終末期は看取り介護を希望する入所者が大半で年々増加傾向にある。看取り介

護に関する適切な知識、技術を習得し、より一層他職種が連携しサービスを提供する必要がある。 
また、家族に対して定期的に勉強会の開催を行う事で元気なうちから「意思決定支援」を進めて行

きたい。 
 
２．概要・目的（運営、サービス、ケア等の方針）※入所、ショートの内容を記載 

小豆島町在住の要介護３以上または特別な理由で在宅生活が困難な人を対象にユニット型の特徴

を生かし、家庭的な雰囲気や居心地の良い環境で過ごしてもらうことを基盤とし、利用者の生活と人

権を擁護するため常に誠意を持ち、個々の意思および人格を尊重した個別処遇と自立支援に取り組み、

その人らしい生活に寄り添う支援に努める。 
ショートステイ（空床型）は入院者等の空きベッドを使用し、食事、入浴、排泄、余暇活動等を提

供する。 
３．部門目標（達成目標から１つ選ぶ） 
（３）機能訓練の充実を図り、入居者の筋力の維持と重度化予防 
 
４．達成目標（新年の目標） 
（１）個々の能力に応じた入居者主体のケアプランの作成 
 →アセスメントを適切に行い、在宅生活を出来るだけ継続出来ることを念頭に入所者・家族の意向に

沿ったケアプランを作成 
（２）入居者のニーズに沿ったサービスの提供 
  個々の施設生活での希望を聞き、個別ケアを充実 
（３）機能訓練の充実を図り、入居者の筋力の維持と重度化予防 
  ADL を把握し、本人の能力に応じた機能訓練・レクリエーションを行うと同時に残存機能を活用 
（４）多職種との連携による入居者の健康管理 
  入所者一人ひとりの既往歴・現病歴を把握し体調の変化に留意し、病気の早期発見、健康管理に努

める。 
（５）入居者が落ち着く環境作り 
  居室・リビング等入所者の居住スペースの環境整備 
（６）年間稼働率９６％の確保 
  待機者の状況把握を常時行い、本館・別館で情報を共有し入退所を円滑に行う 
（７）介護支援専門員との連携を強化しショート稼働率の向上 
  介護支援専門員や本館担当者と常に情報交換を行い、ショート利用を必要としている方に入院者の

空床でサービスを提供出来るよう連絡調整を行う。 



（８）研修体制の充実を図る 
  積極的に外部研修に参加し、全職員に周知する報告会を開催。 

 研修内容を周知し、自らの参加意欲を尊重することで専門性を高める 
  利用者の重度化に伴い集団的ケアになりつつある。ユニットケアに関する勉強会を定期的に開催し、

ユニットケアに関する基礎知識を周知する。 
（９）ヒヤリハット・事故報告書の分析による再発防止への取り組み 
 →提出されたヒヤリハット・事故報告書を毎月分析し、同様の事故を繰り返さないように周知徹底する 
（10）入所者・家族の意向を尊重した看取りケアの実施 
 →看取り介護に関する適切な知識、技術を習得し、より一層他職種が連携しサービスを提供する 
（11）地域との連携体制の強化 
 →地域密着型施設として専門知識やノウハウを地域へ還元し、地域との関係づくりを目指す。 
（12）非常災害に関するマニュアルの見直しと定期的な訓練の実施 
 →火災時の消火・避難訓練に加え、南海トラフ地震に備え自衛消防組織の編成及び地震発生時の避難

誘導訓練の実施・非常備蓄の確認を定期的に行う。 
 
５．職員体制・勤務状況等 
（１）人員 ※長期・短期を含む職員配置    

（ ）内は非常勤職員 

生活相談員 介護支援専門員 介護職員 
看護職員 

機能訓練指導員 
クリーンスタッフ 合計 

１名 １名（兼務） １０名 ４名 ２名（２） １７名 
（２）勤務パターン 
   別紙のとおり 

 
６．定員（利用日や時間が決まっている部署は合わせて記載） 
（１）定員２０名 
（２）利用日、利用時間 ２４時間３６５日 
 
７．利用料金一覧 
 報酬改定により決定後の作成となるため添付なし 
 
 
８．行事、研修、訓練等 
 別紙、年間計画書に記載 
９．その他（上記に記載されていない内容） 
 特になし 



13:30 17:30▽勤務

■勤務 8:30 15:30

8:30 12:30△勤務

17:00

19:30

B勤務

6:30

18:30

10:30

8:30 17:30

8:00

生活サービス

食事 口腔・排泄・入浴・片付巡 排泄

相談援助・アクティビティ・ティータイム

就寝介助 巡回排・起床介助 食事 巡食事

22:0016:00 17:00 18:00 3:00

巡回巡回

4:00

排泄・口腔・片付

9:007:00 8:00 10:00 11:00 23:00 0:00 1:00 2:005:00 6:00 12:00 13:00 19:00

夜勤★

21:0014:00 15:00

Ｆ勤務

L勤務

Ａ勤務

時間帯 20:00

K勤務

リベラルサンシャイン別館　勤務パターン

15:30

16:30

9:30

7:30

C勤務

勤
務
時
間

介護サービス

9:30 16:30



〈ユニット型地域密着型〉

●個室

要介護度
介護福祉サービス費
一部負担分（日額）

介護保険料
負担段階

食費（日額） 居住費（日額）

第１段階 300 820 54,240 円

第２段階 390 820 56,940 円

(644+18+12+14) 第３段階 650 1,310 79,440 円

第４段階 1,380 1,970 121,140 円

第１段階 300 820 56,280 円

第２段階 390 820 58,980 円

(712+18+12+14) 第３段階 650 1,310 81,480 円

第４段階 1,380 1,970 123,180 円

第１段階 300 820 58,470 円

第２段階 390 820 61,170 円

(785+18+12+14) 第３段階 650 1,310 83,670 円

第４段階 1,380 1,970 125,370 円

第１段階 300 820 60,540 円

第２段階 390 820 63,240 円

(854+18+12+14) 第３段階 650 1,310 85,740 円

第４段階 1,380 1,970 127,440 円

第１段階 300 820 62,580 円

第２段階 390 820 65,280 円

(922+18+12+14) 第３段階 650 1,310 87,780 円

第４段階 1,380 1,970 129,480 円

①内訳（日額）

④その他加算（日額）　（該当する場合のみ）

・看取り介護加算２　・・・　６８０円　　・看取り介護加算３　・・・　１，２８０円

介護度２

756

特別養護老人ホームリベラルサンシャイン別館　　料金一覧表

平成31年 4月 1日現在

合計金額（月額）

介護度１

688

介護度３

829

介護度４

898

介護度５

966

上記の負担額に介護職員処遇改善加算※が加わります

　介護福祉施設サービス費、サービス提供体制強化加算（１８円）、看護体制加算Ⅰ（１２円）、栄養ケアマネジメント加算（１
４円）
　　※介護職員処遇改善加算Ⅰ（月の実総単位数×８．３％の１割負担（月により変動））

・外泊時費用　　　　　・・・　２４６円 ・初期加算　　　　 　　・・・  　３０円     ・療養食加算　・・・６円/回

利用者負担第２段階以外の方（課税年金収入額と合計所得の合計が８０万円以上の方） 第３段階
上記以外の方（課税層） 第４段階

・看取り介護加算１　・・・　１４４円

※上記合計には④各加算は含まれておりません。該当する場合のみ各加算の金額を合計に足した金額が1ヶ月あたりの総額となります。

負担限度額　対象者 介護保険料負担段階
生活保護受給者

第１段階
世帯全員が
市町村民税
非課税者

老齢福祉年金受給者
課税年金収入額と合計所得の合計が８０万円以下の方 第２段階



項目

月 日 内　　　　容 日 内　　　　容 日 内　　　　容 日 内　　　　容 日 内　　　　容 日 内　　　　容

20 誕生会 10 経営会議 下旬 避難訓練（軽費合同） 火曜／週嘱託医回診 電気設備点検
お楽しみ会 上旬 リーダー会議 水曜／週歯科往診

23 月例祭 20 ユニット会議 日曜／週血圧測定
月２回　音楽療法 25 職員会議 月末 体重測定

下旬 衛生委員会
上旬 春の遠足 月２回 音楽療法 10 経営会議 下旬 避難訓練（軽費合同） 火曜／週嘱託医回診 電気設備点検

家族会 上旬 リーダー会議 水曜／週歯科往診 防火機器点検
上旬 地域交流昼食会 20 ユニット会議 日曜／週血圧測定
20 誕生会 23 運営推進会議 月末 体重測定

お楽しみ会 25 職員会議
23 月例祭 下旬 衛生委員会
20 誕生会 10 経営会議 中旬 避難訓練（特養） 火曜／週嘱託医回診 電気設備点検
23 月例祭 上旬 リーダー会議 下旬 避難訓練（軽費合同） 水曜／週歯科往診

お楽しみ会 20 ユニット会議 日曜／週血圧測定
月２回　音楽療法 25 職員会議 月末 体重測定

下旬 KASW総会 健康診断（職員）
下旬 衛生委員会 腰痛検査（職員）

20 誕生会 10 経営会議 下旬 避難訓練（軽費合同） 火曜／週嘱託医回診 電気設備点検
23 月例祭 上旬 リーダー会議 水曜／週歯科往診

お楽しみ会 20 ユニット会議 日曜／週血圧測定
月２回　音楽療法 23 運営推進会議 月末 体重測定

25 職員会議
下旬 衛生委員会

10 創立記念夏祭り 10 経営会議 下旬 避難訓練（軽費合同） 火曜／週嘱託医回診 電気設備点検
年次祭 上旬 リーダー会議 水曜／週歯科往診

20 誕生会 20 ユニット会議 日曜／週血圧測定
23 月例祭 25 職員会議 月末 体重測定

お楽しみ会 下旬 衛生委員会
中旬 小豆島町敬老会 10 経営会議 下旬 避難訓練（軽費合同） 火曜／週嘱託医回診 電気設備点検
20 誕生会 上旬 リーダー会議 水曜／週歯科往診 レジオネラ菌検査
23 月例祭 20 ユニット会議 日曜／週血圧測定

お楽しみ会 23 運営推進会議 月末 体重測定
月２回 音楽療法 25 職員会議
　 下旬 衛生委員会

20 誕生会 10 経営会議 下旬 避難訓練（軽費合同） 火曜／週嘱託医回診 電気設備点検
23 月例祭 上旬 リーダー会議 水曜／週歯科往診

お楽しみ会 20 ユニット会議 日曜／週血圧測定
月２回　音楽療法 25 職員会議 月末 体重測定

下旬 衛生委員会
上旬 地域交流昼食会 月2回 音楽療法 10 経営会議 上旬 総合防災訓練（特養） 火曜／週嘱託医回診 電気設備点検
上旬 秋の遠足 上旬 リーダー会議 （消防来所） 水曜／週歯科往診 防火機器点検
上旬 家族会 20 ユニット会議 日曜／週血圧測定
20 誕生会 23 運営推進会議 月末 体重測定
23 月例祭 25 職員会議

　 お楽しみ会 下旬 衛生委員会

年　間　行　事　等　実　施　計　画

１１月

９月

１０月

５月

６月

７月

８月

そ　の　他健康管理・衛生管理災害訓練職員研修・職員会議等行　　　　　　　　　　　　　　　　事

４月



上旬 お一人暮らし高齢者を励ます会 10 経営会議 下旬 避難訓練（軽費合同） 火曜／週嘱託医回診 電気設備点検

10 月例祭 上旬 リーダー会議 水曜／週歯科往診
20 クリスマス誕生忘年会 20 ユニット会議 日曜／週血圧測定
28 餅つき 25 職員会議 月末 体重測定

お楽しみ会 下旬 衛生委員会
1 元旦祭 23 お楽しみ会 10 経営会議 下旬 避難訓練（軽費合同） 火曜／週嘱託医回診 電気設備点検

初詣 月2回 音楽療法 上旬 リーダー会議 水曜／週歯科往診
茶話会 　 20 ユニット会議 日曜／週血圧測定

2 茶話会 23 運営推進会議 月末 体重測定
3 茶話会 25 職員会議 胸部レントゲン
20 誕生会 下旬 香川県老施協研究大会
23 月例祭 下旬 衛生委員会
20 誕生会 10 経営会議 下旬 避難訓練（軽費合同） 火曜／週嘱託医回診 電気設備点検
23 月例祭 上旬 リーダー会議 水曜／週歯科往診

お楽しみ会 20 ユニット会議 日曜／週血圧測定
月２回　音楽療法 25 職員会議 月末 体重測定

下旬 KASW研究大会 健康診断（職員）
下旬 衛生委員会

20 誕生会 10 経営会議 下旬 避難訓練（軽費合同） 火曜／週嘱託医回診 電気設備点検
23 月例祭 上旬 リーダー会議 水曜／週歯科往診 レジオネラ菌検査

お楽しみ会 20 ユニット会議 日曜／週血圧測定
月２回 音楽療法 23 運営推進会議 月末 体重測定
　 25 職員会議

下旬 衛生委員会

３月

１２月

１月

２月



１２月

１月

感染症予防について

心肺蘇生

虐待防止について

事故防止について

心肺蘇生

ＯＪＴ研修

勉強会

勉強会

看取り介護について

ＯＪＴ研修

勉強会

ＯＪＴ研修

勉強会

勉強会

３月

１０月

２月

１１月

７月

８月

９月

事故防止について・利用者対応について

勉強会 緊急時対応について

心肺蘇生

事故防止について

職員研修計画

新人職員研修

ＯＪＴ研修

勉強会

心肺蘇生

感染症予防について・食中毒

月 内容 詳細

（リベラルサンシャイン別館）

４月

５月

６月



平成３１年度   事 業 計 画 書 

社会福祉法人サンシャイン会 
デイサービスセンターサンシャイン 

 
 
 

１．背景（事業を取り巻く環境変化、概要・目的の根拠となるもの） 
   平成３０年４月の介護報酬改正により基本となる報酬単価が下がり、稼働率 80%以上を維持して

も収入は減少している。平成３０年度は要支援 1・2 の新規利用が増えた。 
   特養の待機者は減少傾向で入所待機期間が短くなっており、地域では小規模多機能施設、有料老

人ホームが増えている。それに伴い在宅サービスを利用する期間が短くなっており、新規利用のサ

イクルも早まっている。また、特養に入所できない要介護 1～2 のショートステイ利用も増加して

いる。 
 
２．概要・目的（運営、サービス、ケア等の方針） 
  介護保険の基本理念に従い、その人の生活・人生を尊重し、できる限り自立した生活を在宅で送れ

るようにすることを目的とする。 

平成３０年度の介護報酬改正により介護報酬は減少しているが、登録者を増やし稼働率を上げる必

要がある。そのためには各事業所間と連携し無駄のないサービス提供を行い、利用希望者に対しては

迅速な対応が求められる。 

また、要支援１・２の利用者が増加傾向にある中、要介護状態を予防し、在宅生活を維持するため

に機能維持に向けた機能訓練やレクリエーションへの取り組みが必要。 

   

３．部門目標（達成目標から１つ選ぶ） 
  多職種協働による組織力の向上 

 
４．達成目標（新年の目標）（手法） 
（１）利用登録者１００％の確保と稼働率の向上 
 →各居宅介護支援事業所への情報提供、臨時利用の受け入れを積極的に行う 
（２）個々のニーズに対応し利用者、家族の満足度を高める 
 →利用者、家族のニーズを把握し、個別に対応が必要なものもできる限り対応する 
（３）事故報告書、ヒヤリハットの分析による事故防止と再発防止への取り組み 
 →事故防止委員会を中心に原因分析、再発防止に努め、ヒヤリハットを積極的に提出し情報共有する 
（４）職員の資質・介護技術向上のための勉強会の実施及び外部研修への参加 
 →外部研修への参加及び年間計画に基づいた勉強会を実施する 
（５）利用者の快適性・安全性の確保（設備、車両の管理） 
 →定期的に設備、車両の点検を行い、早めの修理や買い替えを行う 



（６）必要書類の整理、書式の統一 
 →随時書類の整理、３部署間で必要書類の書式の統一 
（７）災害訓練の実施と BCP 策定 
 →年 2 回の火災時の消火・避難訓練及び南海トラフ地震に備えた地震発生時の避難誘導訓練の実施 
（８）３事業所独自の特色の確立 
 →法人本部のデイサービスとして、利用者や家族が安心して利用できるよう自法人の各事業所と連携

して幅広いニーズに対応する 
（９）法人内の各種サービス・施設の窓口事業所としての役割を果たす 
 →利用者、家族のニーズに沿ったサービス提供及び相談に応じ各種サービスの情報提供を行う 
（１０）多職種協働による組織力の向上 
 →専門職としての知識・技術の向上、円滑にコミュニケーションが図れる職場環境作り 
 
５．職員体制・勤務状況等 
（１）人員１０名（うち非常勤職員６名、非常勤運転手２名） 
（２）勤務パターン 

Ｋ ８：００～１７：００  
△ ８：３０～１２：３０   
Ｉ ９：００～１３：００ 
H １３：００～１７：００ 
 

６．定員（利用日や時間が決まっている部署は合わせて記載） 
（１）定員  ２５名 
（２）利用日、利用時間  

月曜日～土曜日（年末年始１２／３１～１／３を除く） 
８：００～１７：００（サービス提供時間９：００～１６：１５） 

（３）実施地域  原則として小豆島福祉圏域（離島を除く） 
 
７．利用料金一覧 
 別紙記載 
 
８．行事、研修、訓練等 
 別紙、年間計画書に記載 
 
９．その他（上記に記載されていない内容） 
 なし 



１割 円／月 円／月 円／月

２割 円／月 円／月 円／月

１割 円／月 円／月 円／月

２割 円／月 円／月 円／月

１割 円／日 円／日 円／日 50 円／日

２割 円／日 円／日 円／日 100 円／日

１割 円／日 円／日 円／日 50 円／日

２割 円／日 円／日 円／日 100 円／日

１割 円／日 円／日 円／日 50 円／日

２割 円／日 円／日 円／日 100 円／日

１割 円／日 円／日 円／日 50 円／日

２割 円／日 円／日 円／日 100 円／日

１割 円／日 円／日 円／日 50 円／日

２割 円／日 円／日 円／日 100 円／日
※上記合計金額には食事料金が含まれていません。

※上記合計金額には介護職員処遇改善加算は含まれていません。（月により変動する為）

要介護５

合計金額 基本料金

要介護４
2,142

要支援２

要介護１
713

1,426

1,192

2,384

6,754

3,377

3,294

18

36

18

36

18

36

要介護２

要介護３

18

36

829

1,658

951

1,902

1,071

18

36

デイサービスセンターサンシャイン　利用料金表

要支援１

なし

500

2,248

1,124

2,006

1,003

1,766

883

1,522

761

1,290

645

平成31年4月1日現在

1,647

7,042

3,521

3,438

1,719

サービス提供
体制加算Ⅰ1

72

144

144

288

入浴介助加算
介護職員処遇

改善加算

円／日

食事料金

1ヶ月の実利
用　単位数×

5.9％



項目

月 日 内　　　　容 日 内　　　　容 日 内　　　　容 日 内　　　　容 日 内　　　　容 日 内　　　　容

４月 １週 運動レク ５週 運動レク 1 新任職員研修
２週 花見ドライブ（外出） 10 経営会議
３週 頭脳レク 20 ケア会議
４週 カレンダ－作り 25 職員会議

５月 １週 運動レク ５週 カレンダー作り 10 経営会議 上旬 防災訓練
２週 頭脳レク 20 ケア会議
３週 運動レク 20 施設内研修（介護技術）
４週 新緑めぐり（外出） 25 職員会議

６月 １週 運動レク ５週 頭脳レク 10 経営会議 職員健康診断
２週 頭脳レク 20 ケア会議
３週 運動会 25 職員会議
４週 カレンダ－作り

７月 １週 運動レク ５週 頭脳レク 10 経営会議
２週 頭脳レク 20 ケア会議
３週 運動レク 20 施設内研修（食中毒防止）
４週 カレンダ－作り 25 職員会議

８月 １週 頭脳レク ５週 カレンダー作り 10 経営会議
２週 ミニ夏祭り 20 ケア会議
３週 運動レク 25 職員会議
４週 頭脳レク

９月 １週 運動レク ５週 運動レク 10 経営会議
２週 敬老会 20 ケア会議
３週 頭脳レク 20 施設内研修（事故防止）
４週 カレンダ－作り 25 職員会議

１０月 １週 運動レク ５週 頭脳レク 10 経営会議
２週 頭脳レク 20 ケア会議
３週 運動レク 25 職員会議
４週 カレンダ－作り

１１月 １週 頭脳レク ５週 カレンダー作り 10 経営会議 上旬 防災訓練 インフルエンザ予防接種
２週 運動レク 20 ケア会議
３週 紅葉巡り（外出） 20 施設内研修（感染症対策）
４週 頭脳レク 25 職員会議

１２月 １週 運動レク ５週 作業レク 10 経営会議
２週 頭脳レク 20 ケア会議
３週 クリスマス会 25 職員会議
４週 カレンダ－作り

１月 １週 初詣・正月遊び ５週 頭脳レク 10 経営会議
２週 初詣・正月遊び 20 ケア会議
３週 運動レク 20 施設内研修（介護技術）
４週 カレンダ－作り 25 職員会議

２月 １週 頭脳レク 5週 カレンダー作り 10 経営会議
２週 運動レク・節分（豆まき） 20 ケア会議
３週 頭脳レク 25 職員会議
４週 運動レク

３月 １週 頭脳レク・ひな祭り ５週 運動レク 10 経営会議
２週 運動レク 20 ケア会議
３週 頭脳レク 20 施設内研修（尊厳保護）
４週 カレンダ－作り 25 職員会議

年　間　行　事　等　実　施　計　画

職員研修・職員会議等 災害訓練 健康管理・衛生管理 そ　の　他

デイサービスセンターサンシャイン

行　　　　　　　　　事



平成３１年度   事 業 計 画 書 

社会福祉法人サンシャイン会 
デイサービスセンター 北のおひさま 

  
 
１．背景（事業を取り巻く環境変化、概要・目的の根拠となるもの） 

近隣のサービス提供圏域（伊喜末、見目、大部地区）に小規模多機能施設が開設されている。利用希

望者の待機者数が激減している。また、介護度の重度化により特養やグループホームに入所する人も増

えている。短期入所生活介護の利用が増え、稼働率にも影響している。地域やケアマネジャーなど他機

関との連携や繋がりがより一層大切になってくると思われる。 
  少子高齢化が急激に進行し、家族構成の変化が著しい中、必要な支援を必要な方に届ける必要性が

益々高まって来ている。 
 
２．概要・目的（運営、サービス、ケア等の方針） 

介護保険の基本理念に従い、その人の生活・人生を尊重し、できる限り自立した生活を在宅で送れる

ようにすることを目的とする。 
  北のおひさまでは「総合事業」の利用者の割合が増加している。引き続き、要支援状態の方を受け入

れ、機能訓練を継続して行い、要介護状態に進行する事を予防していく。身体機能のみならず、利用者

間の交流の場となり、生きがいや精神の向上に繋がる憩いの場としてのデイサービスを目指す。 
  安全第一を常に念頭に置き、事故防止に努め、利用者やその家族の身体的及び精神的負担の軽減を支

援していく。 
 
３．部門目標（達成目標から１つ選ぶ） 
  多職種協働による組織力の向上 

 
４．達成目標（新年の目標）（手法） 
（１）利用登録者１００％の確保と稼働率の向上 
 →各居宅介護支援事業所への空き状況の報告及び臨時利用の受け入れを実施 
（２）個々のニーズに対応し利用者、家族の満足度を高める 
 →個々のニーズに沿った支援と利用者、家族からの苦情、要望は即座に解決 
（３）事故報告書、ヒヤリハットの分析による事故防止と再発防止への取り組み 
 →事故防止委員を中心に再発防止に関する周知と徹底 
（４）職員の資質・介護技術向上のための勉強会の実施及び外部研修への参加 
 →外部、施設内研修への参加、毎月ケア会議時に各委員会(感染予防・事故防止・尊厳保護)実施 
（５）利用者の快適性・安全性の確保（設備、車両の管理） 
 →定期的に介護用品、治療器具等の点検、必要時修理の実施 
 →定期的に月１回の車両点検と業者へ報告と連絡の連携 



（６）必要書類の整理、書式の統一 
 →随時書類の整理、３部署間で必要書類の書式の統一 
（７）災害訓練の実施と BCP 策定 
 →年 2 回の避難訓練及び地震発生時の訓練実施 
 →BCP 策定として被害想定、役割分担など訓練実施 
（８）３事業所独自の特色の確立 

→季節に応じた作品作りや地域の方とのふれあいと交流の場を提供する。 
（９）法人内の各種サービス・施設の窓口事業所としての役割を果たす 
 →利用者、家族へ各種サービスの情報提供の紹介 
（１０）多職種協働による組織力の向上 
 →専門職としての知識・技術の向上、円滑なコミュニケーションが図れる職場環境作り 

 
５．職員体制・勤務状況等 
（１）人員 ９名（うち非常勤職員７名） 
（２）勤務パターン 

Ｋ ８：００～１７：００  
 

６．定員（利用日や時間が決まっている部署は合わせて記載） 
（１）定員  ２５名 
（２）利用日、利用時間  

月曜日～土曜日（年末年始１２／３１～１／３を除く） 
８：００～１７：００（サービス提供時間９：００～１６：１５） 

（３）実施地域  原則として小豆島福祉圏域（離島を除く） 
 
７．利用料金一覧 
 別紙記載 
 
８．行事、研修、訓練等 
 別紙、年間計画書に記載 
 
９．その他（上記に記載されていない内容） 
  
  



１割 円／月 円／月 円／月

２割 円／月 円／月 円／月

１割 円／月 円／月 円／月

２割 円／月 円／月 円／月

１割 円／日 円／日 円／日 50 円／日

２割 円／日 円／日 円／日 100 円／日

１割 円／日 円／日 円／日 50 円／日

２割 円／日 円／日 円／日 100 円／日

１割 円／日 円／日 円／日 50 円／日

２割 円／日 円／日 円／日 100 円／日

１割 円／日 円／日 円／日 50 円／日

２割 円／日 円／日 円／日 100 円／日

１割 円／日 円／日 円／日 50 円／日

２割 円／日 円／日 円／日 100 円／日
※上記合計金額には食事料金が含まれていません。

※上記合計金額には介護職員処遇改善加算は含まれていません。（月により変動する為）

要介護５
1,192 1,124 18

2,384 2,248 36

要介護４
1,071 1,003 18

2,142 2,006 36

要介護３
951 883 18

1,902 1,766 36

要介護２
829 761 18

1,658 1,522 36

要介護１
713 645 18

1,426 1,290 36

500 円／日
1ヶ月の実利
用　単位数×

5.9％

3,438 3,294 144

3,521 3,377 144

7,042 6,754 288

要支援１
1,719 1,647 72

なし

要支援２

デイサービスセンター北のおひさま　利用料金表

合計金額 基本料金
サービス提供
体制加算Ⅰ1

入浴介助加算 食事料金

平成31年4月1日現在

介護職員処遇
改善加算



項目

月 日 内　　　　容 日 内　　　　容 日 内　　　　容 日 内　　　　容 日 内　　　　容 日 内　　　　容

４月 １週 運動レク ５週 運動レク 1 新任職員研修
２週 花見ドライブ（外出） 10 経営会議
３週 頭脳レク 20 ケア会議
４週 カレンダ－作り 25 職員会議

５月 １週 運動レク ５週 カレンダー作り 10 経営会議 上旬 防災訓練
２週 頭脳レク 20 ケア会議
３週 運動会 20 施設内研修（介護技術）
４週 頭脳レク 25 職員会議

６月 １週 新緑めぐり（外出） ５週 頭脳レク 10 経営会議 職員健康診断
２週 頭脳レク 20 ケア会議
３週 運動レク 25 職員会議
４週 カレンダ－作り

７月 １週 運動レク ５週 頭脳レク 10 経営会議
２週 頭脳レク 20 ケア会議
３週 運動レク 20 施設内研修（食中毒防止）
４週 カレンダ－作り 25 職員会議

８月 １週 頭脳レク ５週 カレンダー作り 10 経営会議
２週 ミニ夏祭り 20 ケア会議
３週 運動レク 25 職員会議
４週 頭脳レク

９月 １週 運動レク ５週 運動レク 10 経営会議
２週 敬老会 20 ケア会議
３週 頭脳レク 20 施設内研修（事故防止）
４週 カレンダ－作り 25 職員会議

１０月 １週 運動レク ５週 頭脳レク 10 経営会議
２週 頭脳レク 20 ケア会議
３週 運動レク 25 職員会議
４週 カレンダ－作り

１１月 １週 頭脳レク ５週 カレンダー作り 10 経営会議 上旬 防災訓練 インフルエンザ予防接種
２週 運動レク 20 ケア会議
３週 紅葉巡り（外出） 20 施設内研修（感染症対策）
４週 頭脳レク 25 職員会議

１２月 １週 運動レク ５週 作業レク 10 経営会議
２週 頭脳レク 20 ケア会議
３週 クリスマス会 25 職員会議
４週 カレンダ－作り

１月 １週 初詣・正月遊び ５週 頭脳レク 10 経営会議
２週 初詣・正月遊び 20 ケア会議
３週 運動レク 20 施設内研修（介護技術）
４週 カレンダ－作り 25 職員会議

２月 １週 頭脳レク 5週 カレンダー作り 10 経営会議
２週 運動レク 20 ケア会議
３週 頭脳レク 25 職員会議
４週 運動レク

３月 １週 頭脳レク ５週 運動レク 10 経営会議
２週 運動レク 20 ケア会議
３週 頭脳レク 20 施設内研修（尊厳保護）
４週 カレンダ－作り 25 職員会議

年　間　行　事　等　実　施　計　画

職員研修・職員会議等 災害訓練 健康管理・衛生管理 そ　の　他

デイサービスセンター北のおひさま

行　　　　　　　　　事



平成３１年度   事 業 計 画 書 

社会福祉法人サンシャイン会 
デイサービスセンター サンライズ西村 

  
 
１．背景（事業を取り巻く環境変化、概要・目的の根拠となるもの） 

小豆島町内においてもデイサービスや他施設が増加しており、利用者・家族がそれぞれのニーズに

合った施設を選択できる環境にある。また、既存の利用者も体調やADLの低下で在宅生活が困難になり、

長期入院や施設入所に移行し登録数の減少や稼働率の低下にも繋がっている。既存の利用者が在宅で

の生活が維持出来、サービスを継続していけるようにケアマネジャー等関係機関と連携を図りながら

一人ひとりのニーズに沿ったケアを実践していく必要がある。利用者数を確保し集客していくために

も利用者のニーズに合ったサービスの提供、他施設にはない強みを考え、実践していく事も重要であ

る。 

 
２．概要・目的（運営、サービス、ケア等の方針） 

デイサービスの 大の目的は、利用者が望む「生涯在宅で」という思いを叶えるために、いかに日

常生活をサポートしていくかが重要と考えられる。そのために、本人への自立支援、家族との連携、

本人・家族の思いの傾聴、各サービス機関との連携の充実を図る。そして、利用者の満足度は稼働率

にも比例するため、稼働率向上と安定の為にも余暇活動の充実や職員接遇方法の向上を図るとともに

個々のニーズに沿ったケアを実施していく。 

 
３．部門目標（達成目標から１つ選ぶ） 
  多職種協働による組織力の向上 

 
４．達成目標（新年の目標）（手法） 
（１）利用登録者１００％の確保と稼働率の向上 
 →各居宅介護支援事業所への空き状況の報告、臨時利用の受け入れを実施及び利用者の健康状態の維

持と満足度の向上に努める 
（２）個々のニーズに対応し利用者、家族の満足度を高める 
 →個々のニーズを察知し、職員間で情報共有やケアの見直しを行い、在宅生活が継続出来るよう通所

介護計画書に基づいた取り組みの実施、年度末アンケート結果による利用者・家族の要望の検討及び

取り入れ 
（３）事故報告書、ヒヤリハットの分析による事故防止と再発防止への取り組み 
 →その都度の危険行為等の注意及び事故防止委員による再発防止に関する周知 
（４）職員の資質・介護技術向上のための勉強会の実施及び外部研修への参加 
 →外部研修への参加及び毎月ケア会議時に年間計画に基づいた勉強会を実施し、認知症等個々の状態

に合わせた対応が出来るように介護技術、コミュニケーション能力の向上を目指す 



（５）利用者の快適性・安全性の確保（設備、車両の管理） 
 →定期的な設備、車両点検、必要時修理の実施 
（６）必要書類の整理、書式の統一 
 →随時書類の整理、３部署間で必要書類の書式の統一 
（７）災害訓練の実施と BCP 策定 
 →年 2 回の火災時の消火・避難訓練及び南海トラフ地震に備えた地震発生時の避難誘導訓練の実施 
（８）３事業所独自の特色の確立 
 →風光明媚で温暖な土地柄、木のぬくもりを感じられる建物の特色を活かし、温かな雰囲気で穏やか

に過ごせる家庭的なデイサービスを目指す 
（９）法人内の各種サービス・施設の窓口事業所としての役割を果たす 
 →利用者、家族のニーズに沿ったサービスの提供ができるように相談及び各種サービスの情報提供の

実施 
（１０）多職種協働による組織力の向上 
 →専門職としての知識・技術の向上、円滑なコミュニケーションが図れる職場環境作り 
 
５．職員体制・勤務状況等 
（１）人員 ５名（うち非常勤職員３名） 
（２）勤務パターン 

Ｋ ８：００～１７：００  
 

６．定員（利用日や時間が決まっている部署は合わせて記載） 
（１）定員  ２０名 
（２）利用日、利用時間  

月曜日～土曜日（年末年始１２／３１～１／３を除く） 
８：００～１７：００（サービス提供時間９：００～１６：１５） 

（３）実施地域  原則として小豆島福祉圏域（離島を除く） 
 
７．利用料金一覧 
 別紙記載 
 
８．行事、研修、訓練等 
 別紙、年間計画書に記載 
 
９．その他（上記に記載されていない内容） 
 ・マッサージ機の購入 
 ・リビングの机 5 台の修理または購入 



１割 円／月 円／月 円／月

２割 円／月 円／月 円／月

１割 円／月 円／月 円／月

２割 円／月 円／月 円／月

１割 円／日 円／日 円／日 50 円／日

２割 円／日 円／日 円／日 100 円／日

１割 円／日 円／日 円／日 50 円／日

２割 円／日 円／日 円／日 100 円／日

１割 円／日 円／日 円／日 50 円／日

２割 円／日 円／日 円／日 100 円／日

１割 円／日 円／日 円／日 50 円／日

２割 円／日 円／日 円／日 100 円／日

１割 円／日 円／日 円／日 50 円／日

２割 円／日 円／日 円／日 100 円／日
※上記合計金額には食事料金が含まれていません。

※上記合計金額には介護職員処遇改善加算は含まれていません。（月により変動する為）

デイサービスセンターサンライズ西村　利用料金表

合計金額 基本料金
サービス提供
体制加算Ⅰ1

入浴介助加算 食事料金

平成31年4月1日現在

介護職員処遇
改善加算

要支援１
1,719 1,647 72

なし

要支援２

500 円／日
1ヶ月の実利
用　単位数×

5.9％

3,438 3,294 144

3,521 3,377 144

7,042 6,754 288

要介護１
713 645 18

1,426 1,290 36

要介護２
829 761 18

1,658 1,522 36

要介護３
951 883 18

1,902 1,766 36

要介護４
1,071 1,003 18

2,142 2,006 36

要介護５
1,192 1,124 18

2,384 2,248 36



項目

月 日 内　　　　容 日 内　　　　容 日 内　　　　容 日 内　　　　容 日 内　　　　容 日 内　　　　容

４月 １週 運動レク ５週 運動レク 1 新任職員研修
２週 花見ドライブ（外出） 10 経営会議
３週 頭脳レク 20 ケア会議
４週 カレンダ－作り 25 職員会議

５月 １週 運動レク ５週 カレンダー作り 10 経営会議 上旬 防災訓練
２週 頭脳レク 20 ケア会議
３週 運動レク 20 施設内研修（介護技術）
４週 新緑めぐり（外出） 25 職員会議

６月 １週 運動レク ５週 頭脳レク 10 経営会議 職員健康診断
２週 頭脳レク 20 ケア会議
３週 運動会 25 職員会議
４週 カレンダ－作り

７月 １週 運動レク ５週 頭脳レク 10 経営会議
２週 頭脳レク 20 ケア会議
３週 運動レク 20 施設内研修（食中毒防止）
４週 カレンダ－作り 25 職員会議

８月 １週 頭脳レク ５週 カレンダー作り 10 経営会議
２週 ミニ夏祭り 20 ケア会議
３週 運動レク 25 職員会議
４週 頭脳レク

９月 １週 運動レク ５週 運動レク 10 経営会議
２週 敬老会 20 ケア会議
３週 頭脳レク 20 施設内研修（事故防止）
４週 カレンダ－作り 25 職員会議

１０月 １週 運動レク ５週 頭脳レク 10 経営会議
２週 頭脳レク 20 ケア会議
３週 運動レク 25 職員会議
４週 カレンダ－作り

１１月 １週 頭脳レク ５週 カレンダー作り 10 経営会議 上旬 防災訓練 インフルエンザ予防接種
２週 運動レク 20 ケア会議
３週 紅葉巡り（外出） 20 施設内研修（感染症対策）
４週 頭脳レク 25 職員会議

１２月 １週 運動レク ５週 作業レク 10 経営会議
２週 頭脳レク 20 ケア会議
３週 クリスマス会 25 職員会議
４週 カレンダ－作り

１月 １週 初詣・正月遊び ５週 頭脳レク 10 経営会議
２週 初詣・正月遊び 20 ケア会議
３週 運動レク 20 施設内研修（介護技術）
４週 カレンダ－作り 25 職員会議

２月 １週 頭脳レク 5週 カレンダー作り 10 経営会議
２週 運動レク・節分（豆まき） 20 ケア会議
３週 頭脳レク 25 職員会議
４週 運動レク

３月 １週 頭脳レク・ひな祭り ５週 運動レク 10 経営会議
２週 運動レク 20 ケア会議
３週 頭脳レク 20 施設内研修（尊厳保護）
４週 カレンダ－作り 25 職員会議

年　間　行　事　等　実　施　計　画

職員研修・職員会議等 災害訓練 健康管理・衛生管理 そ　の　他

デイサービスセンターサンライズ西村

行　　　　　　　　　事



平成３１年度   事 業 計 画 書 

社会福祉法人サンシャイン会 
                               グループホーム 北のおひさま 

     

１．背景（事業を取り巻く環境変化、概要・目的の根拠となるもの） 
町内に小規模多機能型居宅介護施設が増え、通所介護事業所も増えたことにより、在宅生活の継

続が可能となったためと、介護付き有料老人ホームへの入所もあり、当ホームへの入居希望者が、

極端に減少している。申し込みをして順番が来ても入居には至らないケースが増えている。入居者

は認知症の進行が緩やかで安定した生活が送れており入退居が少ない。入居者の平均年齢が高くな

ってきていて、年齢相応の病気の為、入院傾向にあり稼働率の低下となっている。 
 
２．概要・目的（運営・サービス・ケア等の方針） 
【グループホーム「北のおひさま」の目的】 

  要支援２以上と認定された認知症高齢者を受け入れ、家庭的な環境のもとで、一人ひとりが日常 

生活を営むことができるよう各種サービスを提供することを目的としています。 

【グループホーム「北のおひさま」の方針】 

  少人数の家庭的な雰囲気の中で、家族・地域社会との関係を保ち、その人らしく自立した生活が 

できるような環境作りを行います。 

【３１年度方針】 

  認知症のパーソンセンタードケアを理念として、職員の専門性の維持向上を目指す。行動障害に 

対する臨機応変な対応の強化を図りたい。個人の状態を把握することで、ケアプランの充実を図り、 

入居者の生活の質の向上、サービスの質の向上を目標としてその人らしく生活できるように引き

続き支援を行いたい。主治医とより連携を図り健康管理に努めたい。地域行事に継続的に参加し

交流・連携を強化し当施設への行事等の参加協力をお願いする。 

 
３．部門目標（達成目標から１つ選ぶ） 
（３）地域住民等との交流・連携の強化 
 
４．達成目標（手法） 
（１）入居者希望の確保 

→連携事業所へのパンフレット配布と、事業所への希望者の確認 
（２）入居者の認知症進行に対応する個別ケアの実践 

→新体制の下、管理者・計画作成担当者と介護職員との連携の強化 
（３）地域住民等との交流・連携の強化 

→地元のなかよしカフェへの参加継続 
→おもてなしカフェ・オレンジかふぇの参加要請 
→北浦幼児園との交流継続 

（４）認知症ケアの技術向上 
→施設外・施設内研修の参加率アップ 



（５）地域貢献活動の実施 
 →施設周囲の清掃活動 
（６）必要箇所の修繕、設備器具等の環境整備 
 →業務に支障のある修繕、設備器具等は投資する。 
（７）職員の接遇マナー、介護の心得等、利用者・家族対応についての意識向上 
 →職員会議、ユニット会議で話し合う機会を持つ。 
（８）非常災害に関するマニュアルの見直しと定期的な訓練の実施 
 →火災時の消火・避難訓練に加え、南海トラフ地震に備えた自衛消防組織の編成。 

→地震発生時の避難誘導訓練の実施 
→備蓄（１週間分）の確認を定期的に行う。 

 
５．職員体制・勤務状況等 
（１）人員 １４名（うち非常勤職員 ４名） 
（２）勤務パターン 

Ａ   ７：００～１６：００（１時間休憩）  
Ｂ  ８：３０～１７：３０（１時間休憩） 
Ｃ １２：３０～２１：３０（１時間休憩） 
◎ ２１：３０～ ７：００（１時間３０分休憩） 

 
６．定員（利用日や時間が決まっている部署は合わせて記載） 
（１）定員 １８名（２ユニット） 
（２）利用日、利用時間  

２４時間３６５日 
 
７．利用料金一覧 

別紙、料金表のとおり 
 
８．行事、研修、訓練等 
 別紙のとおり 
 
９．その他（上記に記載されていない内容）） 

設備・備品の故障による購入 



項目

月 日 内　　　　容 日 内　　　　容 日 内　　　　容 日 内　　　　容 日 内　　　　容 日 内　　　　容

おもてなしカフェ お花見・お菓子作り 新人研修 避難訓練 衛生委員会 1 安全点検日

家族会 職員会議 北浦幼児園交流会

ユニット会議（施設内研修）

認知症研究会

おもてなしカフェ 遠足 職員会議 避難訓練 衛生委員会 1 安全点検日

家族会 ユニット会議（施設内研修） 北浦幼児園交流会

運営推進会議 認知症研究会

身体拘束適正化研修会

おもてなしカフェ ホタル見物 職員会議 避難訓練 衛生委員会 1 安全点検日

家族会 ユニット会議（施設内研修） 職員健康診断 北浦幼児園交流会

認知症研究会

おもてなしカフェ バーベキュー 職員会議 避難訓練 衛生委員会 1 安全点検日

家族会 ユニット会議（施設内研修） 北浦幼児園交流会

運営推進会議 認知症研究会

おもてなしカフェ 本部夏祭り 職員会議 避難訓練 1 安全点検日

家族会 ユニット会議（施設内研修） 北浦幼児園交流会

認知症研究会

おもてなしカフェ 外食・カラオケ 職員会議 避難訓練 衛生委員会 1 安全点検日

家族会 ユニット会議（施設内研修） 北浦幼児園交流会

運営推進会議 認知症研究会

おもてなしカフェ お祭り 職員会議 避難訓練 衛生委員会 1 安全点検日

家族会 ユニット会議（施設内研修） 北浦幼児園交流会

認知症研究会

身体拘束適正化研修会

おもてなしカフェ 紅葉狩り 職員会議 消防署員派遣避難訓練 衛生委員会 1 安全点検日

家族会 ユニット会議（施設内研修） 北浦幼児園交流会

運営推進会議 認知症研究会

おもてなしカフェ クリスマス会 職員会議 避難訓練 衛生委員会（講話） 1 安全点検日

家族会 ユニット会議（施設内研修） 北浦幼児園交流会

認知症研究会

おもてなしカフェ 初詣 職員会議 避難訓練(地震） 衛生委員会 1 安全点検日

家族会 新年会 ユニット会議（施設内研修） 北浦幼児園交流会

運営推進会議 認知症研究会

おもてなしカフェ 豆まき 職員会議 避難訓練 衛生委員会 1 安全点検日

家族会 ユニット会議（施設内研修） 職員健康診断 北浦幼児園交流会

認知症研究会

おもてなしカフェ ひな祭り 職員会議 避難訓練 衛生委員会 1 安全点検日

家族会 ユニット会議（施設内研修） 北浦幼児園交流会

運営推進会議 認知症研究会

１２月

１月

２月

３月

４月

５月

６月

７月

８月

９月

１０月

１１月

平成３１年度年間行事等実施計画

そ　の　他健康管理・衛生管理災害訓練職員研修・職員会議等行　　　　　　　　　　　　　　　　事



日額 月額 日額 月額

７４３円 ２２，２９０円 居住費 １，５００円 ４５，０００円

７４７円 ２２，４１０円 食材費 １，３８０円 ４１，４００円

７８２円 ２３，４６０円 光熱費 ２００円 ６，０００円

８０６円 ２４，１８０円 共益費 １６７円 ５，０００円

８２２円 ２４，６６０円

８３８円 ２５，１４０円

自己負担（１日）

１８円

３円

３０円

４００円

２００円/月

５円/６か月

２００円/月

１２０円

介護職員処遇改善加算Ⅰ（月の実総単位数×１１．１％（月により変動））

※その他（おむつ代・理美容代・日常雑貨・消耗品等）は実費といたします。

①＋②＋③+その他＝1ヶ月の総額

※　上記、介護保険自己負担金及び食費は、１ヶ月３０日計算をして
いますので、多少金額が変わります。月の途中で入所及び退所した
場合は、日割り計算とします。

社会福祉法人　サンシャイン会

③加算

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ

認知症専門ケア加算（Ⅰ）

初期加算（入所後３０日間）
※１ヶ月以上入院後、再度入所した場合加算あり

退居時相談援助加算（１回のみ）

生活機能向上連携加算(該当者のみ）

栄養スクリーニング

生活機能向上連携加算(該当者のみ）

若年性認知症受入加算（該当者のみ）

要介護１

要介護２

要介護３

要介護４
計 ９７，４００円

要介護５

グループホーム北のおひさま料金表

平成３１年４月１日現在　　

①介護保険自己負担金 ②利用料金

要支援２



平成３１年度   事 業 計 画 書 

                           社会福祉法人サンシャイン会 
居宅介護支援事業所サンシャイン 

                 
 
 

１．背景（事業を取り巻く環境変化、概要・目的の根拠となるもの） 
特養の入所要件が要介護３以上と重度に限定され、軽度の利用者が在宅を基本とする方向となった

一方で、在宅利用者の細かなニーズに対応できるサービスは、高松など本土に比べて充足しておらず、

また小豆島の中でもさらに過疎地においては利用できるサービスがさらに限定されるのが実態。小豆

島ではここ数年で小規模多機能型による長期泊まりサービスや有料老人ホーム等が増えたことによ

り、独居高齢者や介護者の問題から入所型等のサービスに移行していくケースも多くなっている。 
 又、家族に障害がある等の多問題を抱えている事例も多くなっており、介護保険サービスだけでなく

家族全体を支える為に多職種連携が必要不可欠になってきている。 
事業所としては、法改正により２０２１年より管理者が主任介護支援専門員に限定されるため、３

年の経過措置期間中に主任介護支援専門員の資格取得が必須となる。将来を見越し、兼務体制を見直

し専従とし、管理者以外の介護支援専門員も随時主任介護支援専門員の資格を取得していくことが望

ましい（要件は５年間の専従実績、その後の研修７０時間） 
 
２．概要・目的（運営、サービス、ケア等の方針） 

利用者の課題を抽出し、その課題と利用者の要望、家族の意向を尊重した上で適切なサービスを提案

する。サービス事業者および職種間での連携をつかさどり、課題に対応したサービス提供へつなげる。

地域包括ケアシステムに向け、各事業所や医療機関、住民との関係性を構築し、住み慣れた在宅で生活

を継続できるよう総合的な援助を担う。 
 
３．部門目標（達成目標から１つ選ぶ） 
（６）多職種との連携を図り、チームの中心的役割を担う 
 
４．達成目標（新年の目標）（手法） 
（１）専任業務の確保と兼務者の業務見直し行い、事業所としての体制づくり 
 →管理者の要件を満たす為に、専従体制で業務ができるように提案していく 
（２）登録者の確保と稼働率の向上と安定 
 →事業所としての体制を整えた上で、新規利用者の確保と軽費利用者への迅速な対応を図る 
（３）居宅介護支援業務（ケアプラン作成、担当者会議やモニタリング等記録の仕方）の適切な実施 
 →将来的に主任介護支援専門員の有資格者を主軸とし、事業所内で業務の質を高める 
（４）地域包括ケアシステムによる地域づくりへの取り組み体制への参加協力を行う 
 →両町の地域包括支援センターとの関わりや関連する研修等への参加 



 
（５）在宅療養者に対する自立支援に向けたサポート、相談支援業務の確立 
 →介護だけでなく、地域福祉や医療なども含めた総合的な相談援助を行う 
（６）多職種の連携を図り、チームの中心的役割を担う 
 →困難事例等に対して抱え込まず相談をすることから意見を出し合い、協力し合える関係性をつくる 
（７）認知症高齢者に対する理解を深め、住み慣れた地域で生活が続けられる様に在宅支援を行う 
 →地域に足を運び、近隣住民や民生委員など地域の協力者を得られるよう働きかける 
（８）研修・勉強会等に参加し、知識向上に努める 
 →介護・医療以外に薬剤師会・理学療法士会等色んな分野での研修にも積極的に参加し、自身の知識

を高める 
 
５．職員体制・勤務状況等 
（１）人員 ３名（兼務 ２名） 
（２）勤務パターン 
   Ｋ ８：００～１７：００  Ｂ ８：３０～１７：３０   
 
６．定員 
（１）定員（担当件数） 

専従（管理者）：一人あたり３５件まで  
兼務：状況に合わせて件数を調整 

（２）利用日、利用時間 
 ８：３０～１７：３０（土日祝および１月１日～３日を除く） 
（３）実施地域  

小豆郡内（豊島地区を除く） 
 
７．利用料金一覧 
 利用者負担なし 
 
８．行事、研修、訓練等 
 別紙、年間計画書に記載 
 
９．その他 
 なし 



項目

月 日 内　　　　容 日 内　　　　容 日 内　　　　容 日 内　　　　容 日 内　　　　容 日 内　　　　容

初旬 勉強会（居宅介護支援業務）

10 経営会議･課長主任会議 下旬 衛生委員会
26 職員会議・勉強会
10 経営会議･課長主任会議
27 職員会議・勉強会

下旬 衛生委員会

9 経営会議･課長主任会議
中旬 小豆島町介護支援専門員研修

25 職員会議・勉強会 下旬 衛生委員会

10 経営会議･課長主任会議
26 職員会議・勉強会

下旬 衛生委員会

9 経営会議･課長主任会議
27 職員会議・勉強会

10 経営会議･課長主任会議 中旬 職員健康診断
中旬 小豆島町介護支援専門員研修

27 職員会議・勉強会 下旬 衛生委員会

10 経営会議･課長主任会議
25 職員会議・勉強会

下旬 衛生委員会

11 経営会議･課長主任会議
26 職員会議・勉強会

下旬 衛生委員会

9 経営会議･課長主任会議
中旬 小豆島町介護支援専門員研修

26 職員会議・勉強会 下旬 衛生委員会

9 経営会議･課長主任会議
27 職員会議・勉強会

下旬 衛生委員会

11 経営会議･課長主任会議
25 職員会議・勉強会

下旬 衛生委員会

10 経営会議･課長主任会議
中旬 小豆島町介護支援専門員研修

26 職員会議・勉強会 下旬 衛生委員会

４月

９月

１０月

５月

６月

３月

年　間　行　事　等　実　施　計　画

１１月

１２月

１月

２月

７月

８月

そ　の　他健康管理・衛生管理災害訓練職員研修・職員会議等行　　　　　　　　　　　　　　　　事



平成３１年度   事 業 計 画 書 

                           社会福祉法人サンシャイン会 
                           訪問介護事業所サンシャイン 

 
 

１．背景（事業を取り巻く環境変化、概要・目的の根拠となるもの） 
介護：小豆島に小規模多機能型居宅介護事業が増えて以降、他居宅介護支援事業所からの依頼が激減

のまま、在宅利用者は、IADL・ADL 低下のため在宅生活が困難になり施設入所になるため減少をたど

っている。同法人の軽費老人ホーム入居者も自立度の低下や介護度の重度化により、サービス提供は増

加している。特養若しくは、他施設入所までのつなぎとして大きな役割がある。身体状況と生活機能を

把握し、軽費との密な連携が必要不可決である。 
障害：利用者の増減はないが、若い利用者は重度化のため訪問看護との介護が必要になっている。情

報の共有に努める。                                         

 

２．概要・目的（運営、サービス、ケア等の方針）※高齢、障がいの内容を記載 
介護：利用者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を送れるよう、入浴、

排泄、食事の介護その他の生活にわたる援助を行う。また、地域包括支援センター、居宅介護支援事業

所等との連携と情報の共有を図り、プランに基づいたサービス提供に努める。 
障害：個々の身体状況に応じて、相談支援事業所との連携と情報の共有を図り、プランに基づいたサ

ービスの提供を行う。 
 
３．部門目標 
（５）軽費利用者の重度化に対し、関係機関と連携を図り適切なサービス提供を行う 

                                              
４．達成目標（新年の目標）（手法）                                

（１）域包括支援センター、居宅介護支援事業所、障害者施設等の連携と情報の共有 
 →事業所間の連絡、報告を密に行い情報を共有する 
（２）ヘルパー同士の情報共有に努め、個別援助での気づきを持ちながら質の高いサービス提供の実施 
 →日頃から情報交換を行い、課題に対して勉強会を開き、個々の意見を求め確認を行う 
（３）利用者の家族との信頼関係を築き住み慣れた地域での生活が継続できるよう在宅支援を行う 

→ケアマネジャー、家族など利用者を取り巻く関係者と共に総合的な援助を行う 
（４）利用者の身体状況と生活機能を把握し、残存機能や存在能力を引き出す援助を行う        

→自立支援を基本としケアプランの目標に沿った援助を行う 
（５）軽費利用者の重度化に対し関係機関と連携を図り適切なサービス提供を行う 
 →解決すべきニーズごとに援助目標やサービス内容を把握し、情報の共有を図り連携を密にする 
（６）居宅サービス計画書と連動した訪問介護計画書の作成と目標達成の見直し 
 →ケアプランの目標につながるような訪問介護計画と目標設定を行う 



（７）訪問介護計画にそった介護、目標達成できるサービス提供と記録の改善  
 →適切な介護方法を見極め、記録に残す 
（８）職員の接遇マナー、介護の心得、利用者対応についての意識向上 
 →コミュニケーション技術を身につける 
 
５．職員体制・勤務状況等 
（１）人員 ５名（常勤専従 １名 常勤兼務 １名 非常勤 ３名） 
   ※サービス実施状況に応じ随時補充 
（２）勤務パターン 
   Ｋ ８：００～１７：００  Ｂ ８：３０～１７：３０ 
   非常勤・登録 ケアプランに基づくサービス時間毎 
 
６．定員（利用日や時間が決まっている部署は合わせて記載） 
（１）定員 なし 
（２）利用日、利用時間 月曜日から日曜日（元旦を除く） 
（３）実施地域 小豆郡内（豊島地区を除く） 
 
７．利用料金一覧 
 別紙 
８．行事、研修、訓練等 
 別紙、年間計画書に記載 
 
９．その他（上記に記載されていない内容） 

なし 
 
 
 



  20分未満 165 円

  20分以上30分未満 248 円

  30分以上1時間未満 394 円

  1時間以上1時間30分未満 575 円

 30分増すごとに

  身体介護に引き続き生活援助が中心の場合

  生活援助が中心の場合

  20分以上45分未満 181 円

  45分以上 223 円

  加  算 

  初回加算 200 円

  緊急時訪問介護加算 100 円

  生活機能向上連携加算 100 円

  特別地域加算（離島等）   （サービス費）×15％

  介護職員処遇改善加算   （サービス費＋加算）×13.7％

平成31年4月1日現在

  身体介護が中心の場合

生活3

707 円 773 円641 円

314 円 380 円

生活2

訪問介護利用料金

446 円

460 円 526 円 592 円

83 円増し

生活1

 身体介護0１

身体介護 1

身体介護 2

身体介護 3

生活援助2

生活援助3

身体1

身体2

身体3

身体＋生活



介護予防訪問介護利用料金

介護予防訪問介護（Ⅰ）　　　1ヶ月 1,168 円

介護予防訪問介護（Ⅱ）　　　1ヶ月 2,335 円

介護予防訪問介護（Ⅲ）　　　1ヶ月 3,704 円

加算

初回加算 200 円

緊急時訪問介護加算 100 円

生活機能向上連携加算 100 円

特別地域加算（離島等） （サービス費）×15％

介護職員処遇改善加算 （Ⅰ）  （サービス費＋加算）×13.7％

平成31年4月1日現在



障害福祉（居宅介護）　料金表　（障害福祉サービス）

※障害福祉サービスにおいて「居宅介護」の認定を受けた方が対象

利用時間
身体介護

通院等介助
利用時間 家事援助 利用時間 重度訪問介護

～３０分未満 ２，４８０ 円 ～３０分未満 １，０２０ 円 ～１時間未満 １，８４０ 円

～１時間未満 ３，９２０ 円 ～４５分未満 １，４８０ 円 ～１時間３０分未満 ２，７４０ 円

～１時間３０分未満 ５，７００ 円 ～１時間未満 １，９１０ 円 ～２時間未満 ３，６５０ 円

～２時間未満 ６，５１０ 円 ～１時間１５分未満 ２，３１０ 円 ～２時間３０分未満 ４，５６０ 円

～２時間３０分未満 ７，３２０ 円 ～１時間３０分未満 ２，６７０ 円 ～３時間未満 ５，４８０ 円

～３時間未満 ８，１３０ 円 ～３時間３０分未満 ６，３８０ 円

～４時間未満 ７，３００ 円

～８時間未満
８，１５０ 円に
３０分増す毎に
８５０ 円を加算

○初回加算 ： ２，０００ 円/月

○利用者負担上限額管理加算 ： １，５００ 円/月

○緊急時対応加算 ： １，０００ 円

○特別地域加算 ： 実利用単価数×１５％

○福祉・介護職員処遇改善加算 ： 実利用３０，３％（居宅介護）　１９，２％（重度訪問介護）

平成31年4月1日現在

○上限負担額がある場合受給者証に記載している額

～３時間以上
８，９４０ 円に
３０分増す毎に
８１０ 円を加算

３，０１０ 円に
１５分増す毎に
３４０ 円を加算

～１時間３０分以上



項目

月 日 内　　　　容 日 内　　　　容 日 内　　　　容 日 内　　　　容 日 内　　　　容 日 内　　　　容

25 ヘルパー会議・勉強会 25 軽費避難訓練参加
　　　　　　　　（事故防止） 下旬衛生委員会

24 ヘルパー会議・勉強会 24 軽費避難訓練参加 22 衛生委員会
　（事例検討・ヒヤリハット）

24 ヘルパー会議・勉強会 24 軽費避難訓練参加 職員健康診断
　　　　　（食中毒・感染症） 26 衛生委員会

下旬訪問介護適正実施研修

25 ヘルパー会議・勉強会 25 軽費避難訓練参加 24 衛生委員会
　　　　　（接遇・職員倫理） 下旬衛生委員会

下旬訪問介護計画作成・展開研修

26 ヘルパー会議・勉強会 26 軽費避難訓練参加
　（災害時マニュアル確認）

下旬訪問介護計画作成・展開研修

26 ヘルパー会議・勉強会
　　　　　　　（研修報告） 26 軽費避難訓練参加 25 衛生委員会

下旬訪問介護計画作成・展開研修

24 ヘルパー会議・勉強会 24 軽費避難訓練参加 23 衛生委員会
　　　　　　　　（虐待防止）

25 ヘルパー会議・勉強会 25 軽費避難訓練参加 ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ予防接種
　　　　　　　　（口腔ケア） 27 衛生委員会

24 ヘルパー会議・勉強会 24 軽費避難訓練参加
                (感染症） 25 衛生委員会

24 ヘルパー会議・勉強会 24 軽費避難訓練参加 22 衛生委員会
　　　　　　（緊急時の対応）

24 ヘルパー会議・勉強会 24 軽費避難訓練参加
　　　　　　　（事故防止） 26 衛生委員会

24 ヘルパー会議・勉強会 24 軽費避難訓練参加
　　　　　　　（事例検討） 25 衛生委員会

５月

６月

そ　の　他健康管理・衛生管理災害訓練職員研修・職員会議等行　　　　　　　　　　　　　　　　事

４月

３月

年　間　行　事　等　実　施　計　画

１１月

１２月

１月

２月

７月

８月

９月

１０月



平成３１年度   事 業 計 画 書 

社会福祉法人サンシャイン会 
小規模多機能型居宅介護事業 サンリゾート 

 
 

１．背景（事業を取り巻く環境変化、概要・目的の根拠となるもの） 
特養、有料老人ホーム等の増床により重度者については施設入所の待機期間は短くなったと言える。    

 しかし急激な ADL 低下や認知症の進行などを考えると、入所までの期間をいかに在宅で支えるかと

いう問題に小規模多機能サービスは応えていく必要がある。今後小規模多機能サービスではそれぞれ

の機能（サービス）を生かし重度者への対応も可能な事業所でなければならない。 
 
２．概要・目的（運営、サービス、ケア等の方針） 

 これまでは通いサービス中心で軽度から中等度の利用者が対象と考えられてきたが、今後中重度へ

の対応を目指していくことで、訪問サービスの必要性も高まり、宿泊利用の増加も予想される。 
家族の介護力にも関係するが、重度者への対応が可能ということはより長い期間登録していただくこ

とになり、宿泊利用の増加、中重度へのサービス提供は報酬面にも影響する。 
職員については医療的な知識、身体介護、認知症の対応、在宅支援の視点など事業所全体のレベルア

ップを目指したい。 
 
３．部門目標（達成目標から１つ選ぶ） 
（２）小規模多機能サービスを理解し在宅支援に対する適切なサービス提供に努める 
 
４．達成目標（新年の目標）（手法） 
（１）関係機関との連携を図り、登録者確保、稼働率の安定を目指す 
 →法人内の情報共有、包括支援センター、居宅介護支援等との連携を図り登録者を確保 
 →中重度者へのサービス提供を目指し長期的な支援に繋げる 
（２）小規模多機能サービスを理解し在宅支援に対する適切なサービス提供に努める 
 →新体制の下、小規模多機能ならではのサービス内容の意識統一を図る 
（３）利用者、家族の状況に応じた適切なプラン作成 
 →事業所全体で利用者・家族目線でのサービス内容を検討する 
（４）研修会への参加、認知症の勉強会を継続し職員のレベルアップを図る 
 →事業所内、外での研修会、勉強会への参加率アップ 
（５）地域の相談窓口としての意識、家族に対するサポートの強化 
 →地域や家族からの相談に事業所として対応できるよう職員間の連携を強化していく 
（６）職員の接遇マナー、介護技術や利用者対応についての意識向上 
 →研修会への参加や定期的な勉強会の行う 
 



（７）事故防止・ヒヤリハットの分析と再発防止にむけた取り組みの強化 
 →職員全員がヒヤリハットの意識を高め「事故ゼロ」を目指す 
（８）事業所の設備と備品等を見直し、状況に応じた環境整備を行う 

→施設内の環境を常に見直し必要な設備、物品の購入を検討 
（９）地域交流の継続、家族会の実施 

→リゾートカフェ、こどもセンターや老人会など地域交流を継続する 
 
５．職員体制・勤務状況等 
（１）人員 １４名 
（２）勤務パターン 
   Ｌ ７：３０～１６：３０   Ｋ ８：００～１７：００    

Ｂ ８：３０～１７：３０   Ｃ ９：３０～１８：３０                    
Ｄ １０：００～１９：００  ★ １７：００～翌１０：００ 
△ ８：３０～１２：３０   ▽ １３：３０～１７：３０ 
○ ９：００～１６：００ 
  

６．定員（利用日や時間が決まっている部署は合わせて記載） 
（１）定員 ２９名 １日の利用定員（通い１８名、泊まり９名、訪問随時） 
（２）利用日、利用時間 ２４時間３６５日 
 
７．利用料金一覧 
 別紙、料金表に記載 
 
８．行事、研修、訓練等 
 別紙、年間計画書に記載 
 
９．その他（上記に記載されていない内容） 

設備、備品の修理及び購入（必要時） 
 



項目 　　　

月 日 内　　　　容 日 内　　　　容 日 内　　　　容 日 内　　　　容 日 内　　　　容 日 内　　　　容

４月 経営会議
15 リゾートカフェ こどもセンター交流 認知症研究会（勉強会） ※年間３～４回

誕生会 お花見ドライブ ケア会議 非難訓練 下旬 衛生委員会 小豆島町介護支援専門員
ごちそうの日 職員会議 研修会参加

５月 15 リゾートカフェ 経営会議
運営推進会議 こどもセンター交流 認知症研究会（勉強会）
誕生会 端午の節句 ケア会議 非難訓練 下旬 衛生委員会
ごちそうの日 職員会議

６月 経営会議
15 リゾートカフェ こどもセンター交流 認知症研究会（勉強会） 健康診断

誕生会 新緑巡り ケア会議 非難訓練 下旬 衛生委員会
ごちそうの日 職員会議

７月 15 リゾートカフェ 経営会議
運営推進会議 こどもセンター交流 認知症研究会（勉強会）
誕生会 七夕 ケア会議 非難訓練 下旬 衛生委員会
ごちそうの日 職員会議

８月 経営会議
15 リゾートカフェ こどもセンター交流 認知症研究会（勉強会）

誕生会 夏祭り ケア会議 非難訓練 下旬 衛生委員会
ごちそうの日 職員会議

９月 15 リゾートカフェ 経営会議
運営推進会議 こどもセンター交流 認知症研究会（勉強会）
誕生会 お彼岸 ケア会議 非難訓練 下旬 衛生委員会
ごちそうの日 職員会議 （消防立ち合い）

１０月 経営会議
15 リゾートカフェ こどもセンター交流 認知症研究会（勉強会）

誕生会 祭り見物 ケア会議 非難訓練 下旬 衛生委員会
ごちそうの日 職員会議

１１月 15 リゾートカフェ 経営会議
運営推進会議 こどもセンター交流 認知症研究会（勉強会） 職員ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ予防接種
誕生会 紅葉巡り ケア会議 非難訓練 下旬 衛生委員会
ごちそうの日 職員会議

１２月 経営会議
15 リゾートカフェ こどもセンター交流 認知症研究会（勉強会）

誕生会 クリスマス会 ケア会議 非難訓練 下旬 衛生委員会
ごちそうの日 職員会議

１月 15 リゾートカフェ 経営会議
運営推進会議 こどもセンター交流 認知症研究会（勉強会）
誕生会 初詣 ケア会議 非難訓練 下旬 衛生委員会
ごちそうの日 職員会議

２月 経営会議
15 リゾートカフェ こどもセンター交流 認知症研究会（勉強会）

誕生会 節分 ケア会議 非難訓練 下旬 衛生委員会
ごちそうの日 職員会議

３月 15 リゾートカフェ 経営会議
運営推進会議 こどもセンター交流 認知症研究会（勉強会）
誕生会 ひな祭り ケア会議 非難訓練 下旬 衛生委員会
ごちそうの日 職員会議 （消防立ち合い）

そ　の　他健康管理・衛生管理災害訓練職員研修・職員会議等行　　　　　　　　　　　　　　事

年　間　行　事　等　実　施　計　画



　   平成３１年４月１日現在

初期加算
（開始30

日）

生活機能
向上連携
加算（Ⅰ）

生活機能
向上連携
加算（Ⅱ）

若年性認
知症利用

者
受入加算

認知症
加算（Ⅰ）

認知症
加算（Ⅱ）

看護職員
配置加算

（Ⅰ）

看取り連
携体制
加算

市町村
独自加算

訪問体制
強化加算

総合マネ
ジメント

体制強化
加算

介護職員
処遇改善
加算（Ⅰ）

１日

要支援１

要支援２

要介護１

要介護２

要介護３

要介護４

要介護５

・・・・・区分支給限度額には含まない

※若年性認知症利用者受入加算は認知症加算を算定している場合は算定不可

★実費

　○食　費 ・・・・・ １，３８０円／日　　※おやつ代含む

朝食 ・・・ ３００円　　　　昼食 ・・・ ５００円　　　　夕食 ・・・ ５８０円

　○宿泊代 ・・・・・・ ２，０００円（１泊）

　○寝具代 ・・・・・・ １００円（１泊）

　○洗濯代 ・・・・・・ １００円（１回につき）

　○オムツ代・・・・・ 実費

（介護保険負担割合証をご確認下さい）

要介護度別
自己負担額

サービス提供体制強
化加算（Ⅰ）イ

短期利用居宅介護
費

要支援２ ５２４ 円６，８７７ 円 

２２，０６２ 円 

２４，３５０ 円 

３０ １００ ２００

４５０ 要支援は算定なし

８００ ８００ ５００ ９００

現
在
対
象
外

１００

＜小規模多機能型居宅介護事業　　サンリゾート　料金表　＞

（介護保険負担割合・・・1割の場合を表示しています）

要介護３ ７００ 円

要介護４ ７６７ 円

1５，１６７ 円 ６３２ 円

（1割負担／月） 月額 日額

要支援１ ３，４０３ 円 

６４０円

４１９ 円

（単位 ： 円）

要介護５ ８３２ 円

要介護１ 1０，３２０ 円 ５６５ 円

要介護２

現
在
対
象
外

月額（該当者のみ） 月額

１０００

総単位

数×
10.2
％

２６，８４９ 円 



平成３１年度   事 業 計 画 書（案） 

社会福祉法人サンシャイン会 
給 食 課 

１．背景（事業を取り巻く環境変化、概要・目的の根拠となるもの） 
 厨房改修して 10 年以上経過しており、それ以前の厨房機器など老朽化している物もあり、きめ細や

かなメンテナンスを行いつつ、修理、買い替えが必要になってきている物もある。食品の値上げや消

費税の増税により、仕入れ価格が上がると予想される。また業者の高齢化、後継不足により廃業も考

えられる為、コストの検討をしながら業者の新規開拓も必要となる。給食課職員、今後 2～3 年後、

年齢的にも数名の退職者が考えられる。その為、中期的な新体制の計画が必要になる。「サンシャイ

ン＝食事」を言われているが、近年、他施設が増加する中、他施設との差別化、サンシャインの強み

として、より一層「サンシャイン＝食事」と言われるように給食課職員一丸となって、従来の郷土料

理や家庭の味を大切にしながらも利用者から喜ばれる新メニューの開発の取り組みに努力していく。 
 
２．概要・目的（運営、サービス、ケア等の方針） 
 身体の資本となるのは「毎日の食事」。脳・心・身体、人間の健全な土台となっているものが「正し

い食」であることは言うまでもなく、施設での生活において「食べること」は日々の楽しみや生きが

いの上から重要であると捉え、味、見た目からも美味しく安心安全な食事や利用者様の嗜好や身体状

況に合わせた食事の提供に努める。特養においては栄養ケアマネジメントを実施しており、より個々

人に適したプランでの栄養管理を行い低栄養状態の改善を図れるようにきめ細やかなサービスを実

施していく。衛生管理では、既存の衛生管理に加え、感染予防対策の強化に努める。地域関連行事と

しては、恒例の行事や配食サービス、サロン活動に積極的に参加し地域に貢献していく。 
 
 
３．部門目標（達成目標から１つ選ぶ） 
 利用者の嗜好の合った食事の提供で満足アップを図る。 
４．達成目標（新年の目標）（手法） 
（１）利用者の嗜好に合った食事の提供で満足アップを図る。 
 →年 2 回の嗜好調査の実施や日々のコミュニケーションにより利用者の要望を反映させる。 
（２）利用者の状態に合った食事形態の見直しと提供 
 →他部署との連携。他部署の会議に出席して情報収集を行い随時見直して行く。 
（３）利用者個々に適した栄養ケアプランの作成と実施 
 →3 ヶ月毎、もしくは状態の変化があった場合には再アセスメントを行い、本人に合った食事が提供 
  出来ているか（ケアプラン）の確認を行う。又、担当者会議に積極的に参加する。 
（４）給食の品質管理、衛生管理の徹底と安全確保 
 →毎月の勉強会にて衛生管理に対しての意識が維持出来るようにする。 
（５）郷土料理、家庭の味、季節感のある食事の提供、新メニューの取り組み 
 →旬の食材を取り入れた食事の提供。利用者に喜んで頂けるような新メニューの開発を心がける。 



（６）職員の知識・技術向上のための勉強会や研修会の参加によるスキルアップ 
 →毎月の勉強会を行い職員の資質向上に努める。外部の勉強会に積極的の参加する。 
（７）給食課と他職種の連携体制の強化をし、質の良いサービスの提供を図る 
 →他部署の会議に参加して情報収集を行う。また、他部署とコミュニケーションを図り連携強化に努

める。 
（８）食材、調味料のコストの検討、見直し、改善 
 →随時、他業者との価格を検討する。 
（９）厨房設備の補修、改善 
 →ガスコンロの買い替え  
  野菜スライサーの刃の部品交換  
  その他、随時、必要な修理、購入を行う。 
（１０）地域貢献活動への参加 
 →全員が参加できるように調整する。 
  
 
５．職員体制・勤務状況等 
（１）人員 １３名 
（２）勤務パターン 
    ６：００～１５：００ K８：００～１７：００ B８：３０～１７：３０  

C９：００～１８：００ D１０：００～１９：００ Ｉ９：００～１３：００ 
○９：００～１６：００ 

６．定員（利用日や時間が決まっている部署は合わせて記載） 
（１）定員 
（２）利用日、利用時間  
 
７．利用料金一覧 
 
 
８．行事、研修、訓練等 
 別紙、年間計画書に記載 
 
９．その他（上記に記載されていない内容） 
  ガスコンロ買い替え   380,000 円 
  野菜スライサーの刃の買い替え   420,000 円 
 
 
 



項目

月 日 内　　　　容 日 内　　　　容 日 内　　　　容 日 内　　　　容 日 内　　　　容 日 内　　　　容

2 にこにこカフェ ふれあい弁当 10 経営会議・課長主任会議 25 避難訓練（火災） 毎日 衛生管理点検
18 誕生会 （毎週水・金曜日） 18 給食会議・職員勉強会
23 月例祭 24 衛生研修会

25 職員会議
給食委員会

6 にこにこカフェ ふれあい弁当 10 経営会議・課長主任会議 24 避難訓練（火災） 毎日 衛生管理点検 春の地域交流昼食会
20 誕生会 （毎週水・金曜日） 20 給食会議・職員勉強会
23 月例祭 22 衛生研修会

24 職員会議
給食委員会

3 にこにこカフェ ふれあい弁当 10 経営会議・課長主任会議 24 避難訓練（火災） 毎日 衛生管理点検
20 誕生会 （毎週水・金曜日） 20 給食会議・職員勉強会
21 月例祭 19 衛生研修会

24 職員会議
給食委員会

2 にこにこカフェ ふれあい弁当 10 経営会議・課長主任会議 25 避難訓練（火災） 毎日 衛生管理点検
19 誕生会 （毎週水・金曜日） 19 給食会議・職員勉強会
23 月例祭 24 衛生研修会

25 職員会議
給食委員会

2 にこにこカフェ ふれあい弁当 9 経営会議・課長主任会議 26 避難訓練（火災） 毎日 衛生管理点検 10 年次祭
20 誕生会 （毎週水・金曜日） 20 給食会議・職員勉強会 10 創立記念夏祭り
10 月例祭 26 職員会議

給食委員会

2 にこにこカフェ ふれあい弁当 10 経営会議・課長主任会議 26 避難訓練（火災） 毎日 衛生管理点検 敬老会
20 誕生会 （毎週水・金曜日） 20 給食会議・職員勉強会
23 月例祭 25 衛生研修会

26 職員会議
給食委員会

2 にこにこカフェ ふれあい弁当 10 経営会議・課長主任会議 24 避難訓練（火災） 毎日 衛生管理点検
18 誕生会 （毎週水・金曜日） 18 給食会議・職員勉強会
23 月例祭 23 衛生研修会

24 職員会議
給食委員会

4 にこにこカフェ ふれあい弁当 11 経営会議・課長主任会議 25 避難訓練（火災） 毎日 衛生管理点検 秋の地域交流昼食会
19 誕生会 （毎週水・金曜日） 19 給食会議・職員勉強会 避難訓練（風水害）
22 月例祭 27 衛生研修会

25 職員会議
給食委員会

2 にこにこカフェ ふれあい弁当 9 経営会議・課長主任会議 26 避難訓練（火災） 毎日 衛生管理点検 上旬 一人暮らし高齢者を励ます会
20 ｸﾘｽﾏｽ誕生忘年会 （毎週水・金曜日） 20 給食会議・職員勉強会
20 月例祭 25 衛生研修会

26 職員会議
下旬餅つき 給食委員会

2 にこにこカフェ ふれあい弁当 9 経営会議・課長主任会議 24 避難訓練（火災） 毎日 衛生管理点検 1 元旦祭
20 誕生会 （毎週水・金曜日） 20 給食会議・職員勉強会
23 月例祭 22 衛生研修会

24 職員会議
給食委員会

3 にこにこカフェ ふれあい弁当 11 経営会議・課長主任会議 24 避難訓練（火災） 毎日 衛生管理点検
20 誕生会 （毎週水・金曜日） 20 給食会議・職員勉強会
21 月例祭 26 衛生研修会

24 職員会議
給食委員会

2 にこにこカフェ ふれあい弁当 10 経営会議・課長主任会議 24 避難訓練（火災） 毎日衛生管理点検
20 誕生会 （毎週水・金曜日） 20 給食会議・職員勉強会
23 月例祭 25 衛生研修会

24 職員会議
給食委員会

９月

１０月

５月

６月

３月

年　間　行　事　等　実　施　計　画

１１月

１２月

１月

２月

７月

８月

そ　の　他健康管理・衛生管理災害訓練職員研修・職員会議等行　　　　　　　　　　　　　　　　事

４月



平成３１年度   事 業 計 画 書 

社会福祉法人サンシャイン会 
事 務 課   

 
１．背景（事業を取り巻く環境変化、概要・目的の根拠となるもの） 
  経営の安定を図るため､収入の確保に努める一方、老朽化に伴う､大規模修繕等に対応できるよう、必

要経費の見極め、支出の抑制を図るなど、効率的・効果的な予算管理を行い財務管理の適正化に努める。 
  人材の確保と育成に関しては、内部・外部共に研修計画に沿って全職員がレベルアップを図れるよう

取り組んでいく。また、働き方改革制度の導入により職員の時間外労働の削減、有休休暇の確実な取得

に向けて取り組むと共に、ワークバランス、メンタルヘルス、ストレスチェック診断の実施を継続し働

きやすい職場を目指す。 
 
２．概要・目的（運営、サービス、ケア等の方針）※事務、サンスマイルの内容を記載 
  公益住宅サンスマイルは自活可能な高齢者、生活困窮者を対象としている。 

福祉施設に隣接していることから安心して生活できる環境で、セコムのセキュリティを完備し見守り

体制をとっている。また、福祉サービス、介護保険サービスの相談が出来る体制であり、緊急時には軽

費老人ホームシーサイドサンシャインと連携したサービスの提供を実施し、生活困窮者の方には低額な

料金設定にしている。 
 
３．部門目標（達成目標から１つ選ぶ） 

各施設の収支状況分析を行い経営基盤の安定化を図る 
 
４．達成目標（新年の目標）（手法） 
（１）業務の効率化及び情報の共有化 
 →事務課内での情報を共有し、担当不在時でもスムーズに対応ができるシステム化を行う。 
（２）各施設の収支状況分析を行い経営基盤の安定化を図る 
 →収入増と経費削減を重点課題として、取り組む。 
（３）職員の健康管理と健全な職場環境の維持 
 →健康診断の受診とストレスチェックの実施を継続。 
（４）法人全体の研修制度の確立 
 →研修委員会と連携を図り、職員のスキルアップや組織力強化を目的に職務年数、職種に応じた施設 

内・外の研修プログラムの充実を図る。 
（５）法人全体の情報共有システムの確立 
 →マメールを活用し全職員に対して必要な情報を発信する。災害対策チームと連携し、ＢＣＰ策定の一 

つとしてマメールを使用した安否確認システムを構築し、迅速に職員の安全確保・事業の継続を行う。 
（６）人材の確保と定着 
 →労働条件の改善や採用希望者の雇用条件を考慮し検討行う。有休取得への推進。 



（７）地域貢献活動の参加 
 →現状として行っている地域サロン活動等に継続して参加する。また、活用できる資源（設備、技術） 

を活かし、地域にとって必要な支援を検討していきたい。 
（８）制度に合わせた規程等の見直し 
 →規程内容が制度と整合するように、定期的に見直しを行う。 
 
５．職員体制・勤務状況等 
（１）人員 ４名（うち非常勤職員 ２名） 
（２）勤務パターン 
   Ｌ ７：３０～１６：３０ 
   Ｋ ８：００～１７：００ 

Ｂ ８：３０～１７：３０  
Ｓ ９：００～１８：００ 
 

６．定員（利用日や時間が決まっている部署は合わせて記載） 
 公益住宅サンスマイル 
（１）対象者 高齢者、生活困窮者で自活可能な方 
（２）定員１１名 原則１室１名 
（３）利用日、利用時間 ２４時間３６５日 
（４）設備内容 
 ・鉄筋コンクリート造り ２階建て ・バス、トイレ、エアコン、温水器完備 
 ・オール電化 ＩＨクッキング ・駐車場完備 
（５）その他 
 ・契約時に保証人１名必要 ・セコム（月３，０００円）に加入可能 
 ・原則、火災保険に加入 ・食事対応は不可 
 
７．利用料金一覧 
 公益住宅サンスマイル料金表 

家 賃 ３５，０００円 共益費 ３，０００円 
駐車場 １，０００円 敷 金 ２ヶ月分

 
８．行事、研修、訓練等 

今後、施設内外での研修計画書をその都度作成する 
 
９．その他（上記に記載されていない内容） 
 特になし 
 


