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令和２年度 法人全体の事業方針 

   
社会福祉事業法は 1951(昭和 26)年、老人福祉法は 1963(昭和 38)年施行された。2000（平成 12）年に事

業法は社会福祉法と改正され、2016（平成 28）年に再度改正され、2017（平成 29）年度から全面施行

となり、社会福祉改革、社会福祉法人改革が本格実施された。全面施行となった「改正社会福祉法」第

24 条第 2 項には地域公益活動の責務化が明記されており、香川県においてはそれより前の平成 27 年 4

月より 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」

が展開されている。また、平成 28年度からは「香川災害福祉支援ネットワーク推進会議（平成 30年度

より香川災害福祉支援ネットワーク協議会に組織変更」を立ち上げ福祉関連 20 団体が連携して香川県

において福祉災害支援ネットワークの推進事業が進められている。この 2事業はオール香川で実践する

地域における公益的取り組みである。組織的な地域公益活動同様に、法人独自の地域公益活動の実践も

求められている。平成 30年度には小規模法人・複数法人ネットワーク事業というものも始まっており、

特に一法人一施設の保育所運営の法人等が地域で連携して福祉ネットワークを構築できるように国、都

道府県が支援する形で事業が推進されている。 

また「地域共生社会の実現」が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、互いの

支え合いがあった。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代替する必要性

が高まったことに対応して、高齢者、障がい者、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、高齢化や人口減少が進み、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としていくことが求めら

れている。  

   また、少子高齢、人口減少社会の進展で労働人口が減少し、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、様々な社会や地域の課題が顕在化してきている。地域社会存続の危機感が生ま

れる中、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人がつながり、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』や「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

ど地域社会や家族形態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。 

  2018 年法人創設 40 年、2019 年施設創設 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、大きく変化する地域の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、経営品質向上活動委員会、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 サイクルを活用し、法人の組織強化を進めていく。 

  また、小豆圏域の社協、社会福祉法人を中心とした３つのネットワーク事業を強化するとともに、

災害発生時に小豆圏域での拠点法人として福祉避難所はじめ地域における公益的取り組みを実践した

い。３つのネットワーク事業を推進、強化するために小豆圏域ネットワーク会議を月例で開催して小豆

圏域で当法人が中心となって地域共生社会の実現を主導していく。 

以上の認識に基づき、2020(令和 2)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志気を保ち、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 

【法人理念】 
・自助・互助・共助・公助、４つのバランスの取れた福祉・地域共生社会の実現を目指します。 
・地域社会の中で生きるサービスを提供し、地域の可能性を創出します。 

 
【法人訓 （職員の行動規範）】 

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） 

 
【職員に向けた想い ３C】（軽費施設長） 
チャレンジ（Challenge） 

何事においてもチャレンジする チャレンジすることで得られるものは必ずある 
チェンジ（Change） 

時代や環境の変化に対応する 変化に対応することで新たな発見がある 
冷静な判断 （Calm judgment） 

客観的に物事を捉えて選択をする 善であることを考える 
 
【統一ビジョン】 
地域共生型サービスへの転換を目指して実践を進める 
 
【経営理念から紡ぎ出される３年後のビジョン】 
〇学習と成長の視点（人材育成、組織力向上、職員のやりがい、満足度） 
OJT の向上（課長主任の育成） 
中心となる職員（課長主任）の育成 
育成システムの構築 
職員が活き活きと働ける環境の実現 
全国経営協情報、ツールの活用 
〇業務プロセスの視点（業務、新事業、マニュアル整備、営業、広報） 
業務内容、手順、方法の見直し 
マニュアルの見直し 
住宅事業への設備投資 
人材確保と少ない人材で運営できる事業の検討 
広報の知識を学び実践する 
広告会社との連携 
全国経営協情報、ツールの活用 
〇顧客への視点（利用者へのサービス、家族への対応） 
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 



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 
地域のニーズ把握、ニーズ調査を実施 
全国経営協情報、ツールの活用 
〇財務の視点（経営、財務） 
人材（人件費）の見直し 
経営・財務に関する数値分析 
全国経営協情報、ツールの活用 
〇地域公益の視点（地域貢献、地域福祉） 
一職員一地域貢献の実践 
社会福祉法人として利用者、職員、設備、機能の地域化の推進 
地域住民相互の支え合い（互助）の支援 
町社協、県社協との連携強化 
他法人他機関等とのネットワーク強化 
自治会、老人会、民生委員等との連携 
地域を知る為の地域アセスメントの実施 
全国経営協情報、ツールの活用 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



サンシャイン会 令和２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 会議・委員会組織図］ 
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令和２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） 

これまでの社会福祉事業や制度だけでは支援することが難しい「制度の狭間の課題」や「複合的課題」

が増加しているが、全国的に介護人材が不足している。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

むと共に、人材定着に向けて取り組む必要がある。 

 

２．概要・目的 
 委員会として求められることとして、法人・事業所の組織強化、利用者満足度、職員満足度の向上に

つながる具体的な取り組みを実施することである。 
サービスの質を向上させ利用者満足度向上につなげるために、地域ニーズを調査、分析し必要な事業

を検討する。地域社会のさまざまな福祉課題に積極的に取り組むことも求められる。災害発生時の支援

体制強化についても実践を踏まえて進めていなかなければならない。 
また、楽しい職場・働きやすい職場作りを実現し、働く人のモチベーションが向上することにより、

人材の確保・定着に繋げ、その結果、介護サービスの質の向上に結びつける。 
 
３．実施内容（手法） 
【地域公益の視点】 
・福祉避難所、一般避難者受入れ体制の構築 

→備蓄の管理（年 2 回）、訓練（年 1 回）の実施、BCP の策定（通年）、関係機関との協定締結（7 月） 
【財務の視点】 
・福利厚生の充実 

→新年会・新人職員歓迎会の開催及び検討（年 2 回）、規程の見直し（随時）、サークル規程作成（4～
5 月）、備品管理表・貸出票の作成（4～5 月）、クーポンブックの作成（9 月）、制服支給の検討（8
月） 

【顧客の視点】 
・多様化するニーズへの対応 

→高齢者以外の事業（障がい者児、保育、児童、医療）の検討と展開（通年） 
・新規事業の展開 

→人口動態や地域ニーズ調査の実施と分析 
・苦情解決システムの強化 

→マニュアルの見直し、フローチャートの作成（6 月） 
【業務プロセスの視点】 
・人材確保 

→職場体験、体験学習やボランティアの受入れ、就職説明会や進路説明会への参加 
・業務の省力化、効率化 

→AI、ICT の導入、業務の見直し（2 月） 
・法人、事業所、委員会の事業進捗状況の確認 

→4 半期に 1 回見直しを実施（6 月、9 月、12 月）、事業計画（2 月）、事業報告（3 月） 
・新規事業の展開 

→人口動態や地域ニーズ調査の実施と分析 
・腰痛予防への取り組み 

→ノーリフティングケアの導入（4 月）、腰痛検査の実施（年 2 回）、研修会の開催（年 1 回） 



 
【学習の視点】 
・人事考課制度、昇級制度の見直し 

→人事考課表の検討、評価基準の可視化（9 月） 
・労働環境及び規程の整備 

→フレックスタイム勤務、ユースエール認定制度（上半期）、くるみん認定制度（上半期）導入の検討、

長年勤務者の活用、有休休暇取得方法の検討（上半期）、モチベーションアップ企画の実施（通年） 
 
４．委員会メンバー 
  次年度決定 
  
 
５．年間計画 
月 内 容 

４月 事業報告 
サークル規程作成 
労働環境及び規程の整備 
BCP の策定 

多様化するニーズへの対応 
新規事業の展開 
ノーリフティングケアの導入 

５月 新人職員歓迎会 
サークル規程作成 
備品の管理 
労働環境及び規程の整備 

BCP の策定 
多様化するニーズへの対応 
新規事業の展開 
ノーリフティングケアの導入 

６月 備蓄の管理 
苦情解決マニュアルの見直し、フローチャ

ートの作成 
事業進捗状況の確認 
腰痛検査の実施 

BCP の策定 
多様化するニーズへの対応 
新規事業の展開 
ノーリフティングケアの導入 
労働環境及び規程の整備 

７月 関係機関との協定締結(備蓄) 
人事考課制度、昇給制度の見直し 
労働環境及び規程の整備 
BCP の策定 

多様化するニーズへの対応 
新規事業の展開 
ノーリフティングケアの導入 

８月 制服支給 
人事考課制度、昇給制度の見直し 
労働環境及び規程の整備 
BCP の策定 

多様化するニーズへの対応 
新規事業の展開 
ノーリフティングケアの導入 

９月 クーポンブックの作成 
事業進捗状況の確認 
腰痛予防研修 
労働環境及び規程の整備 

BCP の策定 
多様化するニーズへの対応 
新規事業の展開 
ノーリフティングケアの導入 

10 月 BCP の策定 
多様化するニーズへの対応 

新規事業の展開 
ノーリフティングケアの導入 

11 月 備蓄の管理 
BCP の策定 

新規事業の展開 
ノーリフティングケアの導入 



多様化するニーズへの対応  
12 月 事業進捗状況の確認 

BCP の策定 
多様化するニーズへの対応 

新規事業の展開 
ノーリフティングケアの導入 
 

１月 新年会 
腰痛検査の実施 
BCP の策定 

多様化するニーズへの対応 
新規事業の展開 
ノーリフティングケアの導入 

２月 AI・ICT の導入、業務の見直し 
BCP の策定 
多様化するニーズへの対応 

新規事業の展開 
ノーリフティングケアの導入 
 

３月 福祉避難所訓練 
事業進捗状況の確認 
BCP の策定 

多様化するニーズへの対応 
新規事業の展開 
ノーリフティングケアの導入 

 
 



令和 2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） 

 社会福祉法人が福祉サービスの担い手として社会から信頼を得て、地域から必要とされる施設となる

ために、経営の在り方を見つめ直し、福祉サービスの質を向上するための人材育成、積極的な情報公開

による経営の透明性の確保、地域における公益的な活動の推進等に取り組む必要がある。また、地域福

祉を担うべき存在である社会福祉法人として施設のイメージアップや、より良い事業を推進するための

人材を確保し、継続的かつ安定的な事業運営が求められている。そのため、これまで以上に広報活動が

重要とされている。 

  

２．概要・目的 
積極的な情報発信による地域社会との信頼関係や連携向上を推進する。サンシャイン会の特徴や強み

を一方的に発信するだけではなく、適切な情報収集と具体的な事業内容、日々のサービス内容、職員達

の思いなどを広く地域社会に伝え、地域との信頼関係、つながりづくり、求人（職員募集）などにも繋

げていく。また、地域活動推進委員会と連携を取り、地域への情報発信や求職者向け情報活動を積極的

に行う。 

 
３．実施内容（手法） 
【地域公益の視点】 
・法人の地域化の推進 
→サンシャイン通信発行（毎月）、町の広報誌・社協の福祉だよりへの掲載依頼（年２回）、SNS（随時） 
・居場所づくり事業の検討 
→行事等のポスター作製（必要時）、SNS（インスタグラム・フェイスブック） 
・職員への地域公益活動、地域貢献活動に対する理解促進 
→サンシャイン通信発行（毎月）、施設内広報誌作成発行（年３回）、ホームページ更新（毎月） 
 
・ボランティア受け入れに関しての情報発信 
→ポスター作製（随時）、SNS（インスタグラム・フェイスブック） 
・子供や学生等との交流促進を図る 
→ポスター作製（随時）、SNS（インスタグラム・フェイスブック） 
【顧客の視点】 
・サービス種類・選択肢の多さ、働きやすさアピールについて検討する 
→ホームページ更新（毎月）、SNS（インスタグラム・フェイスブック）、サンシャイン通信（毎月） 
・お便りの情報を見直し、統一化を図る 
→各部署のお便りの見直し（上半期） 
・事故分析結果による対策の検討 
→ポスター作製（随時）、施設内広報誌作成発行（年１回） 



【業務プロセスの視点】 
・職員採用に関する広報活動を行い、新しい人材獲得につなげる 
→採用者向けのチラシを作成（７月） 
・広報に関する知識向上や情報収集・広報媒体のデザイン見直しを行う 
→広報委員会（毎月） 
・いろいろな広報媒体を活用し、ターゲットに合わせた情報発信を行う 
→ホームページ更新（毎月）、SNS（インスタグラム・フェイスブック）（随時） 
・職員採用や地域に向けての情報発信を行う 
→採用者向けのチラシを作成（７月）、サンシャイン通信発行（毎月）、SNS（随時） 
【学習の視点】 
・モチベーションアップに繋がる企画の検討 
→ワークショップや行事等のポスター作製（随時） 
・行事企画の内容等を事業所間で共有するなど、共通認識向上を図る 
→ポータルサイトの活用（随時）、施設内広報誌作成発行（年３回） 
・労働環境及び規程の整備に関しての情報発信 
→ユースエール認定制度・くるみん認定制度の活用に関する情報発信（上半期） 
・多様な勤務形態、高齢職員の業務内用や働きやすさをアピールする 
→ホームページ更新（毎月）、SNS（インスタグラム・フェイスブック） 
・法人、事業所の方向性について共通認識の共有を図る 
→ガイドラインの活用（随時） 
 
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 
サンシャイン通信発行(高校生向け) 
SNS の更新 

ワークショップのポスター作製 

５月 ホームページ更新 
サンシャイン通信発行 
サンシャイン通信発行(高校生向け) 
SNS の更新 

施設内広報誌発行（新入社員歓迎会） 
 

６月 ホームページ更新 
サンシャイン通信発行 
サンシャイン通信発行(高校生向け) 

 



SNS の更新 
７月 ホームページ更新 

サンシャイン通信発行 
サンシャイン通信発行(高校生向け) 
SNS 更新 

夏祭りポスター作製 
採用者むけチラシ作成 

８月 ホームページ更新 
サンシャイン通信発行 
サンシャイン通信発行(高校生向け) 
SNS の更新 

施設内広報誌発行（夏祭り） 
ワークショップのポスター作製 

９月 ホームページ更新 
サンシャイン通信発行 
サンシャイン通信発行(高校生向け) 
SNS の更新 

 

10 月 ホームページ更新 
サンシャイン通信発行 
サンシャイン通信発行(高校生向け) 
SNS の更新 

ワークショップのポスター作製 

11 月 ホームページ更新 
サンシャイン通信発行 
サンシャイン通信発行(高校生向け) 
SNS の更新 

 

12 月 ホームページ更新 
サンシャイン通信発行 
サンシャイン通信発行(高校生向け) 
SNS の更新 

ワークショップのポスター作製 

１月 ホームページ更新 
サンシャイン通信発行 
サンシャイン通信発行(高校生向け) 
SNS の更新 

施設内広報誌発行（新年会） 
 

２月 ホームページ更新 
サンシャイン通信発行 
サンシャイン通信発行(高校生向け) 
SNS の更新 

次年度事業計画作成 

３月 ホームページ更新 
サンシャイン通信発行 
サンシャイン通信発行(高校生向け) 
SNS の更新 

事業報告作成 

 



令和２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全国的に問題となっており、当法人において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。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。子育て世代や、定年後の職員も長く勤務を

続けられるような柔軟な勤務体制の整備が必要となる。 
 
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や、未経験者が仕事をしながらでも学べるフォ

ローアップ体制を構築する。 
また、小豆圏域の福祉施設に従事する職員の情報交換の場やスキルアップ研修、地域の在宅介護者へ

のフォロー研修など企画し、介護予防や介護力の向上等、地域を対象とした公益的な取組みを行う。 
 
３．実施内容（手法） 
【地域公益の視点】 
（１）職員への地域公益活動、地域貢献活動の周知（一職員一地域貢献）の共通認識を持つ 
  →地域への取組の理解促進（年 6 回）、小豆圏域ネットワーク会議との研修会共催（年 1 回）、在宅

介護者を対象とした研修会の開催（年 1 回） 
【財務の視点】 
（１）介護報酬請求等の事務作業役割について検討 
  →各介護保険事業所、事務課と役割分担について検討する。（年 4 回） 
【顧客の視点】 
（１）介護職員の教育や研修を強化し、利用者満足度向上を図る 
  →職員教育プログラムの検討（年 4 回） 
  →利用者満足度調査実施（各事業所にて） 
（２）事故の分析と再発防止についての認識強化 
  →事故分析結果による対策の検討（各事業所にて 年 4 回） 
（３）職員の接遇力向上 
  →職員の言葉遣い等、接遇力向上に繋がる取組・研修の検討（年 6 回） 
【業務プロセスの視点】 
（１）広報に関する知識向上や情報収集を行う 
  →デザインスキルの向上について広報委員会と検討する。（月 1 回） 
（２）介護職員の腰痛予防への取組 
  →腰痛対策の共通意識を持つ方法の検討（ノーリフティングケア等）(年 6 回)、看護職員、OT を

中心とした委員会の創設 



【学習の視点】 
（１）法人、事業所の安定した研修、体制づくり（OJT,OFF-JT 等の計画的実施） 

→研修計画の策定、研修実施内容の見直し（月 1 回） 
→専門性向上研修の実施（年 6 回） 
→研修参加状況の可視化（研修報告の作成・アンケート集計）（研修後、随時） 

（２）研修、フォローアップ研修のシステム構築 
→資格活用の理解促進プログラム構築（年 2 回） 
→次世代育成プログラム検討（年 4 回） 
→フォローアップメニューの作成（年 4 回） 

（３）中長期的キャリアパス、目標設定の実施 
  →キャリアパス理解促進研修、目標設定研修、人材育成研修等（年 4 回） 
（４）事業計画、委員会計画の見直しを定期的に実施 
  →委員会計画を 4 半期に 1 回見直し（PDCA 様式作成）（年 4 回） 
 
 
４．委員会メンバー 
  ３～５名 
 
５．年間計画 
  別紙参照 
 
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。 



管理職 リーダー 中堅職員 初任者

施設内研修 新人オリエンテーション 前年度4/2以降入社職員 〇

　新人オリエンテーション 防火管理者研修 講義２日間　異動時の必要者 〇 〇

研修計画・実施内容見直し

施設内研修 介護支援専門員Ⅱ① 講義５日間 〇 〇

　ノーリフティングケア研修発表 ﾚｸﾘｴｰｼｮﾅﾙ･ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ研修会 講義１日 〇 〇 〇 〇

研修計画・実施内容見直し

研修計画・実施内容見直し 介護支援専門員Ⅱ① 講義５日間 〇 〇

介護支援専門員Ⅰ☆ 講義８日間 〇 〇

施設等新任職員研修 講義２日 〇

救命講習Ⅰ サンシャインにて３時間 △ △ △ 〇

施設内研修 介護支援専門員Ⅰ☆ 講義８日間 〇 〇 〇

　災害時模擬訓練 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 〇 〇

研修計画・実施内容見直し 対人援助技術専門研修会 講義１日 〇

腰痛予防への取組 喀痰吸引等研修☆ 講義９日　演習２日　試験 〇 〇

ユニットリーダー研修☆ 講義３日間 〇 〇

研修計画・実施内容見直し 初任者研修☆ 講義等１５日間 〇

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 〇 〇

衛生管理者 試験 〇

高齢者福祉施設等職員研修 講義１日 〇

リスクマネジメント研修会 講義１日 〇 〇

喀痰吸引等研修☆ 講義９日　演習２日　試験 〇 〇

介護技術特別研修 講義１日 〇

ユニットリーダー研修☆ 実地研修５日間 〇 〇

施設内研修 介護支援専門員Ⅱ② 講義５日間 〇 〇 〇

　身体拘束について 初任者研修☆ 講義等１５日間 〇

研修計画・実施内容見直し 社会福祉施設等施設長研修 講義１日 〇

腰痛予防への取組

研修計画・実施内容見直し 介護支援専門員Ⅱ② 講義５日間 〇 〇 〇

主任介護支援専門員☆ 講義１２日間 〇 〇

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 〇 〇

認知症対応型サービス事業管理者研修① 講義１日 〇

介護トピックセミナー 講義１日 〇

初任者研修☆ 講義等１５日間 〇

施設内研修 主任介護支援専門員☆ 講義１２日間 〇

　地域福祉について 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 〇 〇

研修計画・実施内容見直し 消火訓練 前年度の消火訓練後採用職員 △ △ △ 〇

腰痛予防への取組

研修計画・実施内容見直し 主任介護支援専門員☆ 講義１２日間 〇

介護支援専門員実務者研修☆ 講義１５日間 〇 〇 〇

認知症予防研修 講義１日 〇

施設内研修 介護支援専門員実務者研修☆ 講義１５日間 〇 〇 〇

　デイサービス取組発表 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 〇 〇

研修計画・実施内容見直し

腰痛予防への取組

研修計画・実施内容見直し 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 〇 〇

次年度計画 小規模多機能型サービス等計画作成担当者 講義２日間 〇

接遇力研修 講義１日 〇

施設内研修 介護支援専門員実務者研修☆ 講義１５日間 〇 〇

　身体拘束について 認知症対応型サービス事業管理者研修① 講義１日 〇

腰痛予防への取組

〇 〇

△ △ △ 〇

〇

〇

△ △ △ 〇

◎

令和２年度　研修委員会　年間計画

　消火訓練‥11月頃に軽費、特養の総合防災訓練時に実施（新規採用職員対象）

　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。

その他

月 委員会活動予定 OFF-JT研修予定 詳細

3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）

9 月

10 月

2月

4 月

5 月

6 月

7 月

8 月

対象者

11 月

12 月

1月



令和２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） 
 人口減少・少子高齢化の進展により生活課題・福祉課題が顕在化していく中で、各分野において地域

共生社会の実現を目指す取り組みが行われている。社会福祉法人として地域のニーズを把握し、公益的

な活動の推進を行い、人と人が支えあうことができる「地域づくり」を目指していく必要がある。 
 
 
２．概要・目的 
 地域における様々な福祉課題、生活課題に主体的にかかわり、地域ニーズを把握しながら、多様な関

係機関や個人との連携・協働を図り、既存の制度では対応できない公益的な取り組みを行う。社会福祉

法人として、地域に貢献する役割がある。地域の方との信頼関係や協力を得られるために、積極的な情

報の発信に取り組む。又、高齢者への福祉サービスのみならず、地域への開放や情報公開、近隣住民と

の交流・学校教育への協力などを通じて、多角的に地域貢献・地域交流の取り組みを効果的に推進して

いく。 
 
 
３．実施内容（手法） 
【学習の視点】 
・地域活動、委員会参加体制の構築 
→各事業所より委員会参加の調整及び促進（月１回）各事業所への職員全体への内容の周知・職員の適

材適所を活かす場の提案（随時） 
【業務プロセスの視点】 
・人材確保、職場体験プログラムの形成 
→学生対象や求職者向けに対しての活動内容の発信、参加型への提案（随時） 
・地域公益活動の実施 
→カフェの実施（年 6 回）各地域からの依頼による出前講座（随時） 
【顧客の視点】 
・地域ニーズの把握 
→アンケート内容の作成（対象者や調査方法等の検討）（随時） 
・地域受付窓口の一本化についての検討 
→委員会の担当割りの検討を行い全員が把握できるシステムづくり（年 1 回）軽費との連携、情報共有

（休日連絡等）（随時） 
【地域公益の視点】 
・地域ネットワーク会議の実施 
→参加の継続、職員間での情報共有、事例検討会を通して意見交換の場を持ち思いやりネットワークに

つなげる（月 1 回） 



・地域との合同防災 
→地区防災計画書作成への取り組み、防災に関する意識づけ、地域の取り組みへの参加、 
・地域の行事への積極的な参加（随時） 
→地区総会への参加（年 1 回）、地区年間行事を通して参加可能な行事への積極的な参加（随時）、商業

祭等での福祉相談所の実施の検討（随時） 
・地域や関係団体との関係性の強化 
→民生委員等の会に参加、社協との情報共有、意見交換の場の提案（随時） 
・居場所づくり事業の検討 
→地域ニーズの把握、地域に必要とされる企画の提案（随時） 
４．委員会メンバー 
 中野、金田、森川、岡崎、庵本、川本 他 
 
 
 
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（随時）・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 

 
 

 



令和２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） 
   日本全体において高齢化が問題となる中で、軽費老人ホームがどのような役割を果たすべきかを

問われる時代になってきている。入所者、待機者、サービスを必要とする高齢者の重度化が顕著に

なってきている中で、自立支援を目的とする軽費老人ホームでの支援の有り方について再度見直し

が必要な状況に迫られている。 
現在、入所者５０名に対して介護保険該当者全体約８割である。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。入所を希望する人の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全国軽費老人ホーム協議会が示している、個別支援計画を活用し、

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、新しいサービス提供が実施できるように検討し、サー

ビスや業務改善を実施する。その中で地域に開かれた施設を目指すために、地域住民との関わり強

化に繋がる内容を計画し実施する。 
   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実

施するとともにサービス提供の「情報共有・相互理解・共通認識」を強化していく。 
 
３．達成目標（新年の目標）（手法） 
【地域公益の視点】 
(1) 対象者やニーズに応じたサービスの検討  

→地域住民等へのニーズ調査の実施（年４回） 
→軽費老人ホームの理解促進につなげるための PR を実施（年４回） 

(2) 地域との交流行事、地域行事への参加、協働行事について検討を進める 
→地域との交流、行事参加、協働行事を実施する（年４回） 

(3) ボランティア受入内容について検討する 
→学生ボランティア受入を実施する（年２回） 

(4) 子どもや学生との交流イベントの検討 
→せいけんじこども園との交流イベント内容の充実を図る（月１回） 

(5) 事業所の地域化を検討 
→地域住民と軽費との交流イベントを実施する（年４回） 

(6) 香川おもいやりネットワーク事業の活用 
→香川おもいやりネットワーク事業の理解促進、広報の機会を作る（年４回） 

(7) 災害時対応に関する検討を実施する 
→BCP の策定。さまざまな災害に応じた対応について検討、訓練を実施 

(8) 委託事業への協力 
→委託事業の円滑な実施につなげる（年４回） 



【財務の視点】 
(1) 事業計画と収支状況について比較、検討する 

→事業計画内容の進行状況確認（３ヵ月に１回）、補助金や収支状況を分析する（月１回） 
(2) 人件費、雇用形態の内容見直しを検討 

→業務内容に応じた勤務形態について分析する（年４回） 
(3) 体験利用居室の稼働率管理、分析結果の共有 

→体験利用居室の利用促進のために地域住民や待機者に発信する（月１回） 
→利用状況について分析する（月１回） 

(4) 事業所の経営状況について共有する 
→毎月の収支について分析を実施する（月１回） 

(5) 助成金についての情報収集を実施 
→事業運営や新たな取り組みに必要な助成金について情報収集をする（年４回） 

(6) 雇用形態の検討 
→非常勤職員の雇用形態について現場状況に合わせて検討する（年２回） 

 
【顧客の視点】 
(1) 地域へのアンケート、ニーズ調査、家族アンケートの実施を検討する 

→アンケートとニーズ調査を実施し結果に応じた内容の検討を実施（年２回） 
(2) 苦情処理体制の見直し、統一化を検討。苦情解決パターンを検討する 

→苦情解決がスムーズに行われるようにマニュアル等の再検討を実施（年２回） 
(3) 自立支援プログラムの検討、個別支援計画に基づく支援の展開 

→ケアグロースを活用した個別支援計画の策定、サービスの検討を実施（３ヵ月に 1 回） 
(4) サービス内容の適切性について検討 

→サービス内容について話し合う場を設定し適切性について考える（月１回） 
(5) 家族とのコミュニケーションが図れる場づくりを検討 

→家族会や家族との交流イベントを実施（年４回） 
(6) 事故分析結果による対策の検討 

→事故分析結果を集計したものを共有し、再発防止につなげる（年２回） 
(7) 機能訓練内容の見直し、改善内容の検討 

→実施している体操内容を見直し、改善内容について検討する（年４回） 
(8) 先駆的な取り組み事例を参考に新規サービス、期待を超えるサービスを検討する 

→先駆的な取り組み事例の情報収集を行い、アレンジしたサービス提供を検討する（年４回） 
(9) お便り情報を見直し、状況報告効率化を検討する 

→家族への配信資料の内容見直しを実施する（年２回） 
(10) ガイドライン活用した共通認識強化の取り組みを検討する 

→毎日の朝礼時、各会議時にガイドライン内容の共有、確認をする 
(11) 接遇力向上につながる取り組みの実施 

→接遇力向上研修を定期的に実施する（年４回） 
 
【業務プロセスの視点】 
(1) マニュアル内容の情報更新を実施する 

→マニュアル整備を実施する（年２回） 
(2) 規程内容の確認を定期的に行う 

→規程内容の確認を実施して情報共有をする（年２回） 
(3) 設備の情報整理。設備投資のタイミングの検討 



→設備情報をまとめたデータを作成する。定期的に情報を更新する（年４回） 
(4) 業務改善ツールの検討 

→ケアグロースの活用、業務効率化のツールの検討を進める（年６回） 
(5) 出前講座等、世代間交流、ワークショップ等地域向けイベントの検討 

→軽費老人ホームの特性を活かしたイベントの検討（年４回） 
(6) サービスや活動内容の定期的な発信 

→利用者、家族、地域住民に向けた情報発信について検討する（年４回） 
 
【学習の視点】 
(1) 研修計画の策定、実施内容の見直し（キャリアパス理解促進研修、目標設定研修、人材育成研修） 

→年間の研修計画を策定（年１回）、実施内容の見直し（年４回） 
(2) 軽費老人ホームに合った地域活動の検討 

→クラブ活動や行事を活かした地域活動の実施（年４回） 
(3) 委員会の参加促進の検討 

→委員会メンバーが積極的に参加できるように理解を深める（年４回） 
(4) 少数職員での事業検討 

→少数職員で展開できるサービスについて検討する（年２回） 
(5) 事業計画、委員会計画を４半期に１回見直しを実施（PDCA 様式作成） 

→事業計画、委員会計画の PDCA を回す（年４回） 
 

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） 
・居室バリアフリー化工事  
・４０型テレビスタンド付き  



1 150 万円以下 10,000 円 62,600 円

2 150 万１円　～ 160 万円まで 13,000 65,600

3 160 万１円　～ 170 万円まで 16,000 68,600

4 170 万１円　～ 180 万円まで 19,000 71,600

5 180 万１円　～ 190 万円まで 22,000 74,600

6 190 万１円　～ 200 万円まで 25,000 77,600

7 200 万１円　～ 210 万円まで 30,000 82,600

8 210 万１円　～ 220 万円まで 35,000 87,600

9 220 万１円　～ 230 万円まで 40,000 円 92,600

10 230 万１円　～ 240 万円まで 45,000 97,600

11 240 万１円　～ 250 万円まで 50,000 102,600

12 250 万１円　～ 260 万円まで 57,000 109,600

13 260 万１円　～ 270 万円まで 64,000 116,600

14 270 万１円　～ 280 万円まで 71,000 123,600

15 280 万１円　～ 290 万円まで 78,000 130,600

16 290 万１円　～ 300 万円まで 85,000 137,600

17 300 万１円　～ 310 万円まで 93,000 145,600

18 310 万１円　～ 320 万円まで 101,000 153,600

19 320 万１円　～ 330 万円まで 109,000 161,600

20 330 万１円　～ 340 万円まで 110,400 163,000

21 340 万１円以上 110,400 163,000

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　1960円／月額）

52,600

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

令和元年　１０月　１日　現在



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 ケア会議 事業計画書共有
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 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 ケア会議 利用者健康診断 事業計画書進捗状況確認
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 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 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 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 事業計画書進捗状況確認
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 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 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 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 事業計画書進捗状況確認
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 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 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 ケア会議 検尿 事業報告書作成
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



令和２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） 
   特別養護老人ホームの待機者は全国で 29.5 万人とされる。実際にベッドに空きが生じた場合にも、

直ぐに入所されないケースもあるなど、待機者の中でも入所の緊急性という観点からみた場合は一定

程度の濃淡がある。リベラルサンシャインの待機者は約 110 名となっているが直ぐの入所を希望す

る方は数名である。小豆圏域の特養でも申し込み後 3 か月程度で入所の順番が回ってくる現状。入所

者の介護度平均は 3.9 となっており全国平均とほぼ同様。虚弱な利用者も多く前年に比べ入院延人数

も増えている為、他職種との連携を図り入所者の健康管理・早期発見が求められる。施設での看取り

を希望される方が入所者の 9 割を占める。入所者、家族が望まれる医療・ケアの提供に努める。 
 
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・機能訓練など必要なサービスを提供することを目的とする。個々の

意思を尊重した介護サービス計画を作成し、支援することで利用者のより快適な生活を継続出来る

ようにする。 

短期入所生活介護は、入浴、排泄、食事等の日常生活の介護や機能訓練の提供、またご家族の身

体的および精神的な負担等の軽減を図る事を目的とする。 
地域の中の施設として入居者が地域の一員として生活出来るよう地域行事の参加を行うことで連携

体制を強化する。 

 

３．達成目標 
【地域公益の視点】 
（１） 地域公益活動の実施 

→クリーン作戦（月 1 回）、地域活動推進委員会との連携を図り地域ニーズの把握に努める。 
（随時） 

（２） 地域との関係性の構築 
→子供センターとの交流行事（年６回）、地域行事に参加し地域住民との関係性を深める。（随時） 

【財務の視点】 
（１） ショート稼働率管理 

→入院者の空きベット利用や他事業所との連携を行い、ショート稼働率安定の為の調整を図る。

（随時） 
（２） 加算の見直し 

→加算取得内容についての検討を行う。（随時） 
【顧客の視点】 
（１）利用者の満足度の向上及び利用者の自立度の維持 
   →アンケート調査（年１回）を実施し利用者・家族のニーズ把握に努めると共に、「心身機能」「活

動」「参加」のそれぞれの要素にバランスよく働きかけた機能訓練やレクリエーションを実施。（随

時） 

（２）個人の能力に応じた利用者本位のケアプランの作成・実施 
   →定期的なアセスメントを実施することで、利用者や家族のニーズを把握し、介護サービスの質



の向上に繋げる。(６ヶ月) 
（３）介護・看護・嘱託医による医療連携ケアの意識向上 
   →他職種で連携を行い、異常の早期発見に努めるなど医療連携ケアの充実を図る。(随時) 
（４）家族との関係性の構築 
   →家族会（年１回）の開催・広報誌、SNS 活用することでの情報の提供（毎月） 
【業務プロセスの視点】 
（１）業務の見直し、効率化 

→マニュアルの見直し（年 1 回）、ノーリフティング・福祉用具の活用で、継続して働ける環境

と職員の離職率軽減を図る。（随時） 
（２）災害訓練の実施とＢＣＰ策定 

 →避難訓練の実施（火災想定（年２回）、地震・土砂災害想定（年１回）） 
設備点検と環境整備 
→安全点検の実施（月 1 回）と、必要に応じた物品の買い替えと補修を行う。（随時） 

【学習の視点】 
（１） 職員の資質向上への取り組み 
    →事業所内研修の実施（毎月）、法人研修（年 6 回）、外部研修の参加（随時） 
（２）サービスマナーの向上 

  →マニュアルや施設内研修に基づき接遇マナー（挨拶・笑顔・丁寧な言葉遣い等）の向上に努め

る。 
 
４．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） ２２名（１）

 兼務２名（１）

４名 １名 (１） 
兼務１名（１） 

３０名 

（２）勤務パターン 
   別紙のとおり 
 
５．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 
 
６．利用料金一覧 
  別紙記載 
 
７．行事、研修、訓練等 
  別紙、年間計画書に記載 
 
８．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 
・Ｂ棟個室・トイレの床の張替え 
・スライディングボード・スライディングシート・グローブ 
 



〈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 27,570 円
第２段階 390 370 41,370 円

(559+18+6+22+14) 第３段階 650 370 49,170 円
第４段階 1,392 855 85,980 円
第１段階 300 0 29,610 円
第２段階 390 370 43,410 円

(627+18+6+22+14) 第３段階 650 370 51,210 円
第４段階 1,392 855 88,020 円
第１段階 300 0 31,710 円
第２段階 390 370 45,510 円

(697+18+6+22+14) 第３段階 650 370 53,310 円
第４段階 1,392 855 90,120 円
第１段階 300 0 33,750 円
第２段階 390 370 47,550 円

(765+18+6+22+14) 第３段階 650 370 55,350 円
第４段階 1,392 855 92,160 円
第１段階 300 0 35,760 円
第２段階 390 370 49,560 円

(832+18+6+22+14) 第３段階 650 370 57,360 円
第４段階 1,392 855 94,170 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 37,170 円
第２段階 390 420 42,870 円

(559+18+6+22+14) 第３段階 650 820 62,670 円
第４段階 1,392 1,171 95,460 円
第１段階 300 320 39,210 円
第２段階 390 420 44,910 円

(627+18+6+22+14) 第３段階 650 820 64,710 円
第４段階 1,392 1,171 97,500 円
第１段階 300 320 41,310 円
第２段階 390 420 47,010 円

(697+18+6+22+14) 第３段階 650 820 66,810 円
第４段階 1,392 1,171 99,600 円
第１段階 300 320 43,350 円
第２段階 390 420 49,050 円

(765+18+6+22+14) 第３段階 650 820 68,850 円
第４段階 1,392 1,171 101,640 円
第１段階 300 320 45,360 円
第２段階 390 420 51,060 円

(832+18+6+22+14) 第３段階 650 820 70,860 円
第４段階 1,392 1,171 103,650 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

特別養護老人ホームリベラルサンシャイン　　料金一覧表
令和元年10月1日現在

合計金額（月額）

介護度１
619

介護度２
687

介護度３
757

介護度４
825

介護度５
892

合計金額（月額）

介護度１
619

介護度２
687

介護度３
757

介護度４
825

介護度５
892

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

※上記の負担額に介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算が加わります

　　夜勤職員配置加算（Ⅰ）ｲ（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

　　※介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ（月の実総単位数×２．７％の1割負担（月により変動））

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



8:25　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

16:00

18:30

10:30

8:30 17:30

巡回巡回

13:00 19:00 20:00

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 巡回食事 排泄・口腔・片付 巡食事

22:0016:00 17:00 18:00 4:001:00 2:00 3:007:00 8:00 10:00 11:00 23:00 0:00

17:00

19:30

21:0014:00 15:00

Ｆ勤務

L勤務

R勤務
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勤
務
時
間

介護サービス

夜勤☆

夜勤★

排・起床介助

K勤務

B勤務

生活サービス

▽勤務

△勤務

16:30

9:30 16:30

14:35

13:30 17:30

8:30 12:30

6:30

12:00

8:00

7:00

◎勤務

9:30

9:00

Ａ勤務

時間帯

N勤務

〇勤務

9:00                                                                 17

9:00                                                       16:

リベラルサンシャイン　勤務パターン

15:30

16:30

9:30

7:30

C勤務



〈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 46,140 円
第２段階 390 370 59,940 円

(559+18+6+22+14)×2 第３段階 650 370 67,740 円
第４段階 1,392 855 104,550 円
第１段階 300 0 50,220 円
第２段階 390 370 64,020 円

(627+18+6+22+14)×2 第３段階 650 370 71,820 円
第４段階 1,392 855 108,630 円
第１段階 300 0 54,420 円
第２段階 390 370 68,220 円

(697+18+6+22+14)×2 第３段階 650 370 76,020 円
第４段階 1,392 855 112,830 円
第１段階 300 0 58,500 円
第２段階 390 370 72,300 円

(765+18+6+22+14)×2 第３段階 650 370 80,100 円
第４段階 1,392 855 116,910 円
第１段階 300 0 62,520 円
第２段階 390 370 76,320 円

(832+18+6+22+14)×２ 第３段階 650 370 84,120 円
第４段階 1,392 855 120,930 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 55,740 円
第２段階 390 420 61,440 円

(559+18+6+22+14)×2 第３段階 650 820 81,240 円
第４段階 1,392 1,171 114,030 円
第１段階 300 320 59,820 円
第２段階 390 420 65,520 円

(627+18+6+22+14)×2 第３段階 650 820 85,320 円
第４段階 1,392 1,171 118,110 円
第１段階 300 320 64,020 円
第２段階 390 420 69,720 円

(697+18+6+22+14)×2 第３段階 650 820 89,520 円
第４段階 1,392 1,171 122,310 円
第１段階 300 320 68,100 円
第２段階 390 420 73,800 円

(765+18+6+22+14)×2 第３段階 650 820 93,600 円
第４段階 1,392 1,171 126,390 円
第１段階 300 320 72,120 円
第２段階 390 420 77,820 円

(832+18+6+22+14)×２ 第３段階 650 820 97,620 円
第４段階 1,392 1,171 130,410 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　　・・・　492円 ・初期加算 　　・・・  60円

・看取り介護加算２　・・・　1360円　　・看取り介護加算３　・・・2560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）ｲ（44円）、栄養ケアマネジメント加算(28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　・・・　12円/回

・看取り介護加算１　・・・  288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

　　※介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ（月の実総単位数×２．７％の2割負担（月により変動））

介護度４
1650

介護度５
1784

　　介護福祉施設サービス費、サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ｲ（36円）、看護体制加算（Ⅰ）ｲ（12円）

※上記の負担額に介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算が加わります

合計金額（月額）

介護度１
1238

介護度２
1374

介護度３
1514

介護度３
1514

介護度４
1650

介護度５
1784

特別養護老人ホームリベラルサンシャイン　　料金一覧表（2割）
令和元年　１０月 1日

合計金額（月額）

介護度１
1238

介護度２
1374



●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１ 438 18 1,392 855 2,703 円

要支援２ 545 18 1,392 855 2,810 円

要介護１ 586 18 13 1,392 855 2,864 円

要介護２ 654 18 13 1,392 855 2,932 円

要介護３ 724 18 13 1,392 855 3,002 円

要介護４ 792 18 13 1,392 855 3,070 円

要介護５ 859 18 13 1,392 855 3,137 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１ 438 18 1,392 1,171 3,019 円

要支援２ 545 18 1,392 1,171 3,126 円

要介護１ 586 18 13 1,392 1,171 3,180 円

要介護２ 654 18 13 1,392 1,171 3,248 円

要介護３ 724 18 13 1,392 1,171 3,318 円

要介護４ 792 18 13 1,392 1,171 3,386 円

要介護５ 859 18 13 1,392 1,171 3,453 円

③介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ（月の実総単位数×２．７％の1割負担（月により変動））

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％の1割負担（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

令和元年10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



●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１ 876 36 1,392 855 3,159 円

要支援２ 1090 36 1,392 855 3,373 円

要介護１ 1172 36 26 1,392 855 3,481 円

要介護２ 1308 36 26 1,392 855 3,617 円

要介護３ 1448 36 26 1,392 855 3,757 円

要介護４ 1584 36 26 1,392 855 3,893 円

要介護５ 1718 36 26 1,392 855 4,027 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１ 876 36 1,392 1,171 3,475 円

要支援２ 1090 36 1,392 1,171 3,689 円

要介護１ 1172 36 26 1,392 1,171 3,797 円

要介護２ 1308 36 26 1,392 1,171 3,933 円

要介護３ 1448 36 26 1,392 1,171 4,073 円

要介護４ 1584 36 26 1,392 1,171 4,209 円

要介護５ 1718 36 26 1,392 1,171 4,343 円

③介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ（月の実総単位数×２．７％の2割負担（月により変動））

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％の2割負担（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 （２割）

令和元年 10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



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 上旬 新人職員研修 下旬 火災避難訓練（軽費合同） 火曜／週 嘱託医回診 電気設備点検
お楽しみ会 10 経営会議 水曜／週 歯科往診 クリーン作戦

23 月例祭 上旬 リーダー会議 2回／週 血圧測定
月２回　 音楽療法 上旬 尊厳保護委員会 月末 体重測定

15 勉強会（身体拘束）
ユニット会議

25 職員会議
下旬 衛生委員会

上旬 春の遠足 23 月例祭 10 経営会議 下旬 火災避難訓練（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 下旬 土砂避難訓練 水曜／週 歯科往診 防火機器点検

上旬 地域交流昼食会 上旬 尊厳保護委員会 2回／週 血圧測定 クリーン作戦
20 誕生会 中旬 勉強会（ＯＪＴ研修） 月末 体重測定

お楽しみ会 15 勉強会（看取り）
ユニット会議

25 職員会議
下旬 衛生委員会

20 誕生会 10 経営会議 中旬 火災避難訓練（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 火災避難訓練（軽費合同） 水曜／週 歯科往診 クリーン作戦

お楽しみ会 上旬 尊厳保護委員会 2回／週 血圧測定
月２回　 音楽療法 15 ユニット会議 月末 体重測定

勉強会（感染症予防） 健康診断（職員）
25 職員会議 腰痛検査（職員）

下旬 KASW総会
下旬 衛生委員会

20 誕生会 10 経営会議 下旬 火災避難訓練（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 クリーン作戦

お楽しみ会 上旬 尊厳保護委員会 2回／週 血圧測定
月２回　 音楽療法 15 ユニット会議 月末 体重測定

勉強会（緊急時対応）
中旬 四国老人福祉関係者研修会
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 火災避難訓練（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 クリーン作戦
20 会食会 上旬 尊厳保護委員会 2回／週 血圧測定
23 月例祭 15 ユニット会議 月末 体重測定

お楽しみ会 勉強会（ＯＪＴ研修）
25 職員会議

下旬 衛生委員会
中旬 小豆島町敬老会 10 経営会議 下旬 火災避難訓練（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 上旬 尊厳保護委員会 2回／週 血圧測定 クリーン作戦

お楽しみ会 ユニット会議
月２回　 音楽療法 15 勉強会（事故防止） 月末 体重測定

25 職員会議
下旬 衛生委員会

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

４月

５月

６月

７月

８月

９月



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 火災避難訓練（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 クリーン作戦

お楽しみ会 上旬 尊厳保護委員会 2回／週 血圧測定

月２回　 音楽療法 15 ユニット会議 月末 体重測定

勉強会（感染症予防）

25 職員会議

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 クリーン作戦

20 誕生会 上旬 尊厳保護委員会 シェイクアウト 2回／週 血圧測定

23 月例祭 15 ユニット会議 月末 体重測定

お楽しみ会 勉強会（ＯＪＴ研修）

月２回　 音楽療法 25 職員会議

下旬 衛生委員会

上旬 お一人暮らし高齢者を励ます会 10 経営会議 下旬 火災避難訓練（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 クリーン作戦

20 クリスマス誕生忘年会 上旬 尊厳保護委員会 2回／週 血圧測定

28 餅つき 15 ユニット会議 月末 体重測定

お楽しみ会 勉強会（虐待防止）

25 職員会議

下旬 衛生委員会

1 元旦祭 23 月例祭 10 経営会議 下旬 火災避難訓練（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 クリーン作戦

茶話会 月２回　 音楽療法 上旬 尊厳保護委員会 2回／週 血圧測定

2 茶話会 15 ユニット会議 月末 体重測定

3 茶話会 勉強会（腰痛予防）

20 誕生会 25 職員会議

下旬 香川県老施協研究大会

下旬 衛生委員会

20 誕生会 10 経営会議 下旬 火災避難訓練（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 クリーン作戦

お楽しみ会 上旬 尊厳保護委員会 2回／週 血圧測定

月２回　 音楽療法 15 ユニット会議 月末 体重測定

勉強会（ＯＪＴ） 健康診断（職員）

25 職員会議

下旬 KASW研究大会

下旬 衛生委員会

20 誕生会 10 経営会議 下旬 火災避難訓練（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 上旬 尊厳保護委員会 2回／週 血圧測定 クリーン作戦

月２回　 音楽療法 15 ユニット会議 月末 体重測定

勉強会（看取り）

25 職員会議

下旬 衛生委員会

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

１０月

１１月

１２月

１月

２月

３月



（リベラルサンシャイン）

６月

身体拘束について

勉強会 ターミナルケア・看取り介護について

事故防止について・利用者対応について

職員研修計画

新人職員研修

ＯＪＴ研修

勉強会

心肺蘇生・緊急時の対応について

感染症予防について・食中毒

月 内容 詳細

勉強会 緊急時対応について

接遇マナーについて

事故防止について

４月
勉強会

５月

７月

８月

９月

ＯＪＴ研修

勉強会

ＯＪＴ研修

勉強会

勉強会

３月

１０月

２月

１１月

心肺蘇生・緊急時の対応について

ＯＪＴ研修

勉強会

勉強会

看取り介護について

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

腰痛予防について



令和２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） 

地域密着型サービスは高齢者が中重度の要介護状態になっても住み慣れた地域での生活の継続を

可能とするため身近な市町村で提供される新たなサービスとして創設された。リベラルサンシャイン

別館は平成 22 年 12 月に開設し、平成 26 年 4 月に地域密着型介護老人福祉施設に変更。入居者 20

名のうち 19 名が小豆島町、1 名の方が土庄町となっている。 

在宅生活への復帰を念頭に置いて、入所前の居宅における生活と入所後の生活が連続したものとな

るように配慮しながら、各ユニットにおいて入所者が相互に社会的関係を築き、自立的な日常生活を

営むことを支援する。  

 

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 
地域や家庭との結び付きを重視した明るく家庭的な運営を行い、市町村等との密接な連携に努める

と共に地域に開かれた施設と住民との多様な交流推進(公益的な取り組み)を行う。 

また、在宅での生活が困難な中重度の要介護者が安心した生活が送れるような支援を行う。1 ユニ

ット 10 人以下のプライバシーに 大限配慮した部屋作りのなかで、職員と一緒に「今までと変わら

ない生活を送れること」を目的とした入居者中心のケアを行う。 

ショートステイ（空床型）では、サービスを必要としている方に適切なサービスを提供出来るよう

介護支援専門員、本館ショート担当者と連携を図りながら有効活用出来るようにする。 
 

３．達成目標（手法） 
【地域公益の視点】 
（１） 地域公益活動の実施 

→クリーン作戦（月 1 回）、地域活動推進委員会との連携を図り地域ニーズの把握に努める。  

（随時） 
（２） 地域との関係性の構築 

→子供センターとの交流行事（年６回）、地域行事に参加し地域住民との関係性を深める。（随時） 
【財務の視点】 
（１） 稼働率管理 

→入院者の空きベッド利用や他事業所との連携を行い、ショート稼働率安定の為の調整を図る。 
（２） 加算の見直し 

→加算取得内容についての検討を行う。（随時） 
【顧客の視点】 
（１）利用者の満足度の向上及び利用者の自立度の維持 
    →アンケート調査（年１回）を実施し利用者・家族のニーズ把握に努めると共に、「心身機能」「活

動」「参加」のそれぞれの要素にバランスよく働きかけた機能訓練やレクリエーションを実施。 

   （随時） 
（２）個人の能力に応じた利用者本位のケアプランの作成・実施 
   →定期的なアセスメントを実施することで、利用者や家族のニーズを把握し、介護サービスの質

の向上に繋げる。(６ヶ月) 
（３）介護・看護・嘱託医による医療連携ケアの意識向上 



   →他職種で連携を行い、異常の早期発見に努めるなど医療連携ケアの充実を図る。(随時) 
（４）家族との関係性の構築 
   →家族会（年１回）の開催・広報誌、SNS 活用することでの情報の提供（毎月） 
【業務プロセスの視点】 
（１） 業務の見直し、効率化 

→ノーリフティング・福祉用具の活用で、継続して働ける環境と職員の離職率軽減を図る。（随時）

→マニュアルの見直し（年 1 回） 
（２） 災害訓練の実施とＢＣＰ策定 

 →避難訓練の実施（火災想定（年２回）、地震土砂災害想定（年１回）） 
設備点検と環境整備 
→安全点検の実施（月 1 回）と、必要に応じた物品の買い替えと補修を行う。（随時） 

【学習の視点】 
（１） 職員の資質向上への取り組み 
    →事業所内研修の実施（毎月）、法人研修（年 6 回）、外部研修の参加（随時） 
（２）サービスマナーの向上 

  →マニュアルや施設内研修に基づき接遇マナー（挨拶・笑顔・丁寧な言葉遣い等）の向上に努め

る。 
 
４．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 １名（１） １６名 
（２）勤務パターン 
   別紙のとおり 

 
５．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 
 
６．利用料金一覧 
 添付なし 
 
７．行事、研修、訓練等 
 別紙、年間計画書に記載 
 
８．その他（上記に記載されていない内容） 
・食器洗浄機交換 
・入浴用手動昇降台購入 
・床走行式リフト バッテリー交換 
・スライディングシート 20 枚 
・スライディングボード 19 枚 
・グローブ 20 セット 



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
地域密着型介護老人福祉
施設入所者生活介護費

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 54,300 円

第２段階 390 820 57,000 円

(646+18+12+14) 第３段階 650 1,310 79,500 円

第４段階 1,392 2,006 122,640 円

第１段階 300 820 56,340 円

第２段階 390 820 59,040 円

(714+18+12+14) 第３段階 650 1,310 81,540 円

第４段階 1,392 2,006 124,680 円

第１段階 300 820 58,530 円

第２段階 390 820 61,230 円

(787+18+12+14) 第３段階 650 1,310 83,730 円

第４段階 1,392 2,006 126,870 円

第１段階 300 820 60,630 円

第２段階 390 820 63,330 円

(857+18+12+14) 第３段階 650 1,310 85,830 円

第４段階 1,392 2,006 128,970 円

第１段階 300 820 62,670 円

第２段階 390 820 65,370 円

(925+18+12+14) 第３段階 650 1,310 87,870 円

第４段階 1,392 2,006 131,010 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

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

令和元年１０月１日

合計金額（月額）

介護度１

690

介護度２

758

介護度３

831

介護度４

901

介護度５

969

　地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費、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（１４円）

　　※介護職員等特別処遇改善加算(Ⅰ)（月の実総単位数×２．７％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

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
上記以外の方（課税層） 第４段階

　　※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））

上記の負担額に介護職員処遇改善加算・介護職員等特別処遇改善加算(Ⅰ)※が加わります

・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



〈ユニット型地域密着型〉

●個室

要介護度
地域密着型介護老人福祉
施設入所者生活介護費

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 75,000 円

第２段階 390 820 77,700 円

(1292+36+24+28) 第３段階 650 1,310 100,200 円

第４段階 1,392 2,006 143,340 円

第１段階 300 820 79,080 円

第２段階 390 820 81,780 円

(1428+36+24+28) 第３段階 650 1,310 104,280 円

第４段階 1,392 2,006 147,420 円

第１段階 300 820 83,460 円

第２段階 390 820 86,160 円

(1574+36+24+28) 第３段階 650 1,310 108,660 円

第４段階 1,392 2,006 151,800 円

第１段階 300 820 87,660 円

第２段階 390 820 90,360 円

(1714+36+24+28) 第３段階 650 1,310 112,860 円

第４段階 1,392 2,006 156,000 円

第１段階 300 820 91,740 円

第２段階 390 820 94,440 円

(1850+36+24+28) 第３段階 650 1,310 116,940 円

第４段階 1,392 2,006 160,080 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　・・・　1360円　　・看取り介護加算３　・・・　2560円

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（２割）

令和1年10月1日

合計金額（月額）

介護度１

1380

介護度２

1516

介護度３

1662

介護度４

1802

介護度５

1938

　介護福祉施設サービス費、サービス提供体制強化加算（36円）、看護体制加算Ⅰ（24円）

　栄養ケアマネジメント加算（28円）

　　※介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)（月の実総単位数×２．７％の２割負担（月により変動））

・外泊時費用　　　　　・・・　492円 ・初期加算　　　　 　　・・・  　60円     ・療養食加算　・・・12円/回

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
上記以外の方（課税層） 第４段階

※上記の負担額に介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)が加わります

　　※介護職員処遇改善加算Ⅰ（月の実総単位数×８．３％の２割負担（月により変動））

・看取り介護加算１　・・・　288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



要介護度

ユニット型介護予
防短期入所生活

介護費
一部負担分

サービス提供
加算Ⅰ

看護体制
加算Ⅰ 食費 居住費

要支援１ 514 18 4 1,392 2,006 円

要支援２ 638 18 4 1,392 2,006 円

要介護１ 684 18 4 1,392 2,006 円

要介護２ 751 18 4 1,392 2,006 円

要介護３ 824 18 4 1,392 2,006 円

要介護４ 892 18 4 1,392 2,006 円

要介護５ 959 18 4 1,392 2,006 円

上記以外の方（課税層） 第４段階

　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

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

上記金額に加算されるもの

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。

③介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）（月の実総単位数×２．７％（月により変動））

4,058

4,104

4,171

4,244

4,312

4,379

リベラルサンシャイン別館　ショートステイ　　料金一覧表

（香川県指定 第３７７１２００５９３号）

令和元年 １０月 1日現在

●個室〔併設型・空床型ユニット型〕

利用料（日額）

3,934



要介護度

ユニット型介護予
防短期入所生活

介護費
一部負担分

サービス提供
加算Ⅰ

看護体制
加算Ⅰ 食費 居住費

要支援１ 1028 36 8 1,392 2,006 円

要支援２ 1276 36 8 1,392 2,006 円

要介護１ 1368 36 8 1,392 2,006 円

要介護２ 1502 36 8 1,392 2,006 円

要介護３ 1648 36 8 1,392 2,006 円

要介護４ 1784 36 8 1,392 2,006 円

要介護５ 1918 36 8 1,392 2,006 円

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

第２段階

上記以外の方（課税層）

上記金額に加算されるもの

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。

上記以外の方（課税層） 第４段階

課税年金収入額と合計所得の合計が８０万円以下の方

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

第４段階

③介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）（月の実総単位数×２．７％（月により変動））

生活保護受給者

　負担限度額　対象者 介護保険料負担段階

4,810

4,944

5,090

5,226

5,360

リベラルサンシャイン別館　ショートステイ　　料金一覧表（2割）

令和元年 １０月 1日現在

●個室〔併設型・空床型ユニット型〕

利用料（日額）

4,470

4,718



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 上旬 新人職員研修 下旬 火災避難訓練（軽費合同） 火曜／週 嘱託医回診 電気設備点検
お楽しみ会 10 経営会議 水曜／週 歯科往診 クリーン作戦

23 月例祭 上旬 リーダー会議 2回／週 血圧測定
月２回　音楽療法 上旬 尊厳保護委員会 月末 体重測定

15 勉強会（身体拘束）
ユニット会議

25 職員会議
下旬 衛生委員会

上旬 春の遠足 23 月例祭 10 経営会議 下旬 火災避難訓練（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 下旬 土砂避難訓練 水曜／週 歯科往診 防火機器点検

上旬 地域交流昼食会 上旬 尊厳保護委員会 2回／週 血圧測定 クリーン作戦
20 誕生会 中旬 勉強会（ＯＪＴ研修） 月末 体重測定

お楽しみ会 15 勉強会（看取り）
ユニット会議

25 職員会議
下旬 衛生委員会

20 誕生会 10 経営会議 中旬 火災避難訓練（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 火災避難訓練（軽費合同） 水曜／週 歯科往診 クリーン作戦

お楽しみ会 上旬 尊厳保護委員会 2回／週 血圧測定
月２回　音楽療法 15 ユニット会議 月末 体重測定

勉強会（感染症予防） 健康診断（職員）
25 職員会議 腰痛検査（職員）

下旬 KASW総会
下旬 衛生委員会

20 誕生会 10 経営会議 下旬 火災避難訓練（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 クリーン作戦

お楽しみ会 上旬 尊厳保護委員会 2回／週 血圧測定
月２回　音楽療法 15 ユニット会議 月末 体重測定

勉強会（緊急時対応）
中旬 四国老人福祉関係者研修会

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 火災避難訓練（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 クリーン作戦

20 会食会 上旬 尊厳保護委員会 2回／週 血圧測定
23 月例祭 15 ユニット会議 月末 体重測定

お楽しみ会 勉強会（ＯＪＴ研修）
25 職員会議

下旬 衛生委員会
中旬 小豆島町敬老会 10 経営会議 下旬 火災避難訓練（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 上旬 尊厳保護委員会 2回／週 血圧測定 クリーン作戦

お楽しみ会 ユニット会議
月２回　音楽療法 15 勉強会（事故防止） 月末 体重測定

25 職員会議
下旬 衛生委員会

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

４月

５月

６月

７月

８月

９月



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 火災避難訓練（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 クリーン作戦

お楽しみ会 上旬 尊厳保護委員会 2回／週 血圧測定
月２回　音楽療法 15 ユニット会議 月末 体重測定

勉強会（感染症予防）
25 職員会議

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 クリーン作戦
20 誕生会 上旬 尊厳保護委員会 シェイクアウト 2回／週 血圧測定
23 月例祭 15 ユニット会議 月末 体重測定

お楽しみ会 勉強会（ＯＪＴ研修）
月２回　音楽療法 25 職員会議

下旬 衛生委員会

上旬 お一人暮らし高齢者を励ます会 10 経営会議 下旬 火災避難訓練（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 クリーン作戦
20 クリスマス誕生忘年会 上旬 尊厳保護委員会 2回／週 血圧測定
28 餅つき 15 ユニット会議 月末 体重測定

お楽しみ会 勉強会（虐待防止）
25 職員会議

下旬 衛生委員会
1 元旦祭 23 月例祭 10 経営会議 下旬 火災避難訓練（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 クリーン作戦
茶話会 月２回　音楽療法 上旬 尊厳保護委員会 2回／週 血圧測定

2 茶話会 15 ユニット会議 月末 体重測定
3 茶話会 勉強会（腰痛予防）
20 誕生会 25 職員会議

下旬 香川県老施協研究大会
下旬 衛生委員会

20 誕生会 10 経営会議 下旬 火災避難訓練（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 クリーン作戦

お楽しみ会 上旬 尊厳保護委員会 2回／週 血圧測定
月２回　音楽療法 15 ユニット会議 月末 体重測定

勉強会（ＯＪＴ） 健康診断（職員）
25 職員会議

下旬 KASW研究大会
下旬 衛生委員会

20 誕生会 10 経営会議 下旬 火災避難訓練（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 上旬 尊厳保護委員会 2回／週 血圧測定 クリーン作戦
月２回　音楽療法 15 ユニット会議 月末 体重測定

勉強会（看取り）
25 職員会議

下旬 衛生委員会

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

１０月

１１月

１２月

１月

２月

３月



２月 ＯＪＴ研修 心肺蘇生・緊急時の対応について

３月 勉強会 看取り介護について

１２月 勉強会 虐待防止について

１月 勉強会 腰痛予防について

１０月 勉強会 感染症予防について

１１月 ＯＪＴ研修 心肺蘇生

８月 ＯＪＴ研修 接遇マナーについて

９月 勉強会 事故防止について

６月 勉強会 感染症予防について・食中毒

７月 勉強会 緊急時対応について

４月
新人職員研修 事故防止について・利用者対応について

勉強会 身体拘束について

５月
ＯＪＴ研修 心肺蘇生・緊急時の対応について

勉強会 ターミナルケア・看取り介護について

職員研修計画
（リベラルサンシャイン別館）

月 内容 詳細



令和 2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） 
   入所施設は平成 27 年 4 月以降、特養の入所条件が変更になってから待機者数・待機期間も落ち

着きを見せ、在宅サービスにおいては事業所が増えサービスの充足が伺える。 
   島内の通所介護事業所については登録者数が定員を満たしていない事業所が多いとの情報があ

る。当事業所も 97％と定員を満たしていない曜日もあり、ゴールデンウィークやお盆・年末年始等

の長期休暇に休む利用者が多いのが現状である。 
   今まではどこの通所介護も空きがなく、とりあえず行ける所（空きのある所）を利用するといっ

たことが一般的であったが、サービスが充足され、小豆圏域の 65 歳以上人口がピークを迎え対象

者が徐々に減少していく今、利用者がサービス事業所を選択する時代が来たと言える。 
    
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。 

  利用者ニーズに対応すべく、職員の資質向上、利用者・家族との信頼関係、設備の維持管理、戦略

的な広報活動、先進技術の導入を行い選ばれる事業所を目指す。 

また、社会福祉法人の地域における公益的な取組や地域共生社会の実現が推進される中、利用者・

職員・設備・機能の地域化、地域ニーズの課題解決に積極的に取り組む。 

 
３．達成目標（手法） 
【地域公益の視点】 
(1) 様々なニーズに対応したサービスの提供 

→アンケート調査の実施（年 1 回）、定期的な利用者アセスメント（随時） 
(2) 社会福祉法人として利用者、職員、設備、機能の地域化 

→ボランティアの受入れ、行事の共催・参加等、地域住民（子ども、学生を含む）と交流する機会

を持ち地域住民や関係団体との繋がりを強化 
(3) 受託事業の実施 

→介護予防事業（小豆島町より受託）を年 3 回実施 
【財務の視点】 
(1) 事業所単位での収支管理 

→稼働率の管理、他サービスとの連携、適切な人員配置（加算）、助成金に関する情報収集、介護報

酬や人件費等の収支の把握、雇用形態の検討（全て月 1 回） 



【顧客の視点】 
(1) サービス内容の検討、職員の資質向上、利用者・家族の満足度向上 

→アンケート調査の実施（年 1 回）、利用者・地域ニーズアセスメント（年 2 回）、事故再発防止に

向けた検討及び取組み（月 1 回）、事業所内研修の実施（年 7 回）、苦情対応（随時）、重度化防止、

３事業所独自の特色の確立、新規サービスの検討 
【業務プロセスの視点】 
(1) 業務の見直し、省力化、効率化 

→業務改善ツールの使用、AI や ICT の導入、必要書類の書式統一（随時）、委員会活動への参加と

情報共有（月 1 回） 
(2) サービスや活動内容の定期的な発信 

→広報誌、掲示板、ホームページ、SNS の活用（月 1 回） 
(3) サービス内容の見直し 

→稼働率、収支、ニーズを分析（月 1 回） 
(4) 設備や備品の維持管理 

→設備、車両の点検実施（月 1 回） 
(5) 災害訓練の実施と BCP 策定 

→避難訓練の実施（火災想定（年 2 回）、地震想定（年 1 回）、土砂災害想定（年 1 回）） 
【学習の視点】 
(1) 研修内容、実施方法の検討 

→事業所内研修計画の作成及び実施（年 7 回）、施設内研修への参加促進、外部研修への参加 
(2) 事業計画の進捗、定期的な見直し 

→4 半期に 1 回見直しを実施（PDCA 様式作成） 
 
４．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 

 
５．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） 



 
６．利用料金一覧 
  別紙記載 
 
７．行事、研修、訓練等 
  別紙、年間計画書に記載 
 
８．その他（上記に記載されていない内容） 
 ・机の購入 



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、介護職員等特定処遇改善加算は含まれていません。（月により変動する為）

介護職員等特定
処遇改善加算

1ヶ月の実利用
単位数×1.2％

要介護５

合計金額 基本料金

要介護４
2,152

要支援２

要介護１
716

1,432

1,198

2,396

6,786

要介護２

要介護３

3,393

3,310

18

36

18

18

36

833

1,666

955

1,910

1,076

36

18

36

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

510

2,260

1,130

2,016

1,008

1,774

887

1,530

765

1,296

648

令和元年10月1日現在

1,655

7,074

3,537

3,454

1,727

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 10 安全点検
2週 花見ドライブ（外出） 10 経営会議、課長主任会議 車両点検（業者委託）
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、課長主任会議 上旬 避難訓練（土砂災害） 小豆島町介護予防事業
2週 頭脳レク 20 ケア会議 車両点検（業者委託）
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、課長主任会議 上旬 避難訓練（火災） 職員健康診断 小豆島町介護予防事業
2週 頭脳レク 20 ケア会議 10 安全点検 事業進捗確認、補正
3週 運動会 25 職員会議 車両点検（業者委託）
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、課長主任会議 10 安全点検 小豆島町介護予防事業
2週 頭脳レク 20 ケア会議 車両点検（業者委託）
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、課長主任会議 10 安全点検
2週 ミニ夏祭り 20 ケア会議 車両点検（業者委託）
3週 運動レク 25 職員会議 施設整備（草刈り）
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、課長主任会議 10 安全点検 小豆島町介護予防事業
2週 敬老会 20 ケア会議 車両点検（業者委託） 事業進捗確認、補正
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、課長主任会議 上旬 香川県シェイクアウト 小豆島町介護予防事業
2週 頭脳レク 20 ケア会議 10 安全点検
3週 運動レク 25 職員会議 車両点検（業者委託）
4週 カレンダ－作り 施設整備（草刈り）

11月 1週 頭脳レク 5週 カレンダー作り 10 経営会議、課長主任会議 上旬 避難訓練（火災） インフルエンザ予防接種 小豆島町介護予防事業
2週 運動レク 20 ケア会議 10 安全点検
3週 紅葉巡り（外出） 20 施設内研修（感染症対策） 車両点検（業者委託）
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、課長主任会議 10 安全点検 事業進捗確認、補正
2週 頭脳レク 20 ケア会議 車両点検（業者委託）
3週 クリスマス会 25 職員会議 施設整備（年末大掃除）
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、課長主任会議 10 安全点検 小豆島町介護予防事業
2週 初詣・正月遊び 20 ケア会議 車両点検（業者委託）
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、課長主任会議 10 安全点検 小豆島町介護予防事業
2週 運動レク・節分（豆まき） 20 ケア会議 車両点検（業者委託） 10 アンケート調査
3週 頭脳レク 25 職員会議 事業計画書、予算書作成
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、課長主任会議 10 安全点検 小豆島町介護予防事業
2週 運動レク 20 ケア会議 車両点検（業者委託） 事業報告書作成
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 防災、安全管理 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



令和 2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） 
   入所施設は平成 27 年 4 月以降、特養の入所条件が変更になってから待機者数・待機期間も落ち

着きを見せ、在宅サービスにおいては事業所が増えサービスの充足が伺える。 
   島内の通所介護事業所については登録者数が定員を満たしていない事業所が多いとの情報があ

る。当事業所も定員を満たせておらず待機者数も少ない。長期利用者の多くは ADL 低下により短

期入所の利用者が増え、また家庭環境の変化により施設入所しているのが現状である。 
   今まではどこの通所介護も空きがなく、とりあえず行ける所（空きのある所）を利用するといっ

たことが一般的であったが、サービスが充足され、小豆圏域の 65 歳以上人口がピークを迎え対象

者が徐々に減少していく今、利用者がサービス事業所を選択する時代が来たと言える。 
    
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。 

  利用者ニーズに対応すべく、職員の資質向上、利用者・家族との信頼関係、設備の維持管理、戦略

的な広報活動、先進技術の導入を行い選ばれる事業所を目指す。 

また、社会福祉法人の地域における公益的な取組や地域共生社会の実現が推進される中、利用者・

職員・設備・機能の地域化、地域ニーズの課題解決に積極的に取り組む。 

 
３．達成目標（手法） 
【地域公益の視点】 
(1) 様々なニーズに対応したサービスの提供 

→アンケート調査の実施（年 1 回）、定期的な利用者アセスメント（随時） 
(2) 社会福祉法人として利用者、職員、設備、機能の地域化 

→ボランティアの受入れ、行事の共催・参加等、地域住民（子ども、学生を含む）と交流する機会

を持ち地域住民や関係団体との繋がりを強化 
【財務の視点】 
(1) 事業所単位での収支管理 

→稼働率の管理、他サービスとの連携、適切な人員配置（加算）、助成金に関する情報収集、介護報

酬や人件費等の収支の把握、雇用形態の検討（全て月 1 回） 
【顧客の視点】 
(1) サービス内容の検討、職員の資質向上、利用者・家族の満足度向上 

→アンケート調査の実施（年 1 回）、利用者・地域ニーズアセスメント（年 2 回）、事故再発防止に



向けた検討及び取組み（月 1 回）、事業所内研修の実施（年 7 回）、苦情対応（随時）、重度化防止、

３事業所独自の特色の確立、新規サービスの検討 
【業務プロセスの視点】 
(1) 業務の見直し、省力化、効率化 

→業務改善ツールの使用、AI や ICT の導入、必要書類の書式統一（随時）、委員会活動への参加と

情報共有（月 1 回） 
(2) サービスや活動内容の定期的な発信 

→広報誌、掲示板、ホームページ、SNS の活用（月 1 回） 
(3) サービス内容の見直し 

→稼働率、収支、ニーズを分析（月 1 回） 
(4) 設備や備品の維持管理 

→設備、車両の点検実施（月 1 回） 
(5) 災害訓練の実施と BCP 策定 

→避難訓練の実施（火災想定（年 2 回）、地震想定（年 1 回）、土砂災害想定（年 1 回）） 
【学習の視点】 
(1) 研修内容、実施方法の検討 

→事業所内研修計画の作成及び実施（年 7 回）、施設内研修への参加促進、外部研修への参加 
(2) 事業計画の進捗、定期的な見直し 

→4 半期に 1 回見直しを実施（PDCA 様式作成） 
 
４．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  
 

５．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） 

 
６．利用料金一覧 
  別紙記載 
 
７．行事、研修、訓練等 
  別紙、年間計画書に記載 



８．その他（上記に記載されていない内容） 
  ・机の購入 
  ・シャワーチェアーの購入 



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、介護職員等特定処遇改善加算は含まれていません。（月により変動する為）

介護職員等特定
処遇改善加算

1ヶ月の実利用
単位数×1.2％

要介護５

合計金額 基本料金

要介護４
2,152

要支援２

要介護１
716

1,432

1,198

2,396

6,786

要介護２

要介護３

3,393

3,310

18

36

18

18

36

833

1,666

955

1,910

1,076

36

18

36

18

36

デイサービスセンター北のおひさま　利用料金表

要支援１

なし

510

2,260

1,130

2,016

1,008

1,774

887

1,530

765

1,296

648

令和元年10月1日現在

1,655

7,074

3,537

3,454

1,727

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 10 安全点検
2週 花見ドライブ（外出） 10 経営会議、課長主任会議 車両点検（業者委託）
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、課長主任会議 上旬 避難訓練（土砂災害）
2週 頭脳レク 20 ケア会議 車両点検（業者委託）
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、課長主任会議 上旬 避難訓練（火災） 職員健康診断 事業進歩確認、補正
2週 頭脳レク 20 ケア会議 10 安全点検
3週 運動会 25 職員会議 車両点検（業者委託）
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、課長主任会議 10 安全点検
2週 頭脳レク 20 ケア会議 車両点検（業者委託）
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、課長主任会議 10 安全点検
2週 ミニ夏祭り 20 ケア会議 車両点検（業者委託）
3週 運動レク 25 職員会議 施設整備（草刈り）
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、課長主任会議 10 安全点検 事業進歩確認、補正
2週 敬老会 20 ケア会議 車両点検（業者委託） 土庄町介護予防事業
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、課長主任会議 上旬 香川県シェイクアウト
2週 頭脳レク 20 ケア会議 10 安全点検
3週 運動レク 25 職員会議 車両点検（業者委託）
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、課長主任会議 上旬 避難訓練（火災） インフルエンザ予防接種
2週 運動レク 20 ケア会議 10 安全点検
3週 紅葉巡り（外出） 20 施設内研修（感染症対策） 車両点検（業者委託）
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、課長主任会議 10 安全点検 事業進歩確認、補正
2週 頭脳レク 20 ケア会議 車両点検（業者委託）
3週 クリスマス会 25 職員会議 施設整備（年末大掃除）
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、課長主任会議 10 安全点検
2週 初詣・正月遊び 20 ケア会議 車両点検（業者委託）
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、課長主任会議 10 安全点検 アンケート調査
2週 運動レク・節分（豆まき） 20 ケア会議 車両点検（業者委託） 10 事業計画書、予算書作成
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、課長主任会議 10 安全点検
2週 運動レク 20 ケア会議 車両点検（業者委託） 事業報告書作成
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 防災、安全管理 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



令和 2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） 
   入所施設は平成 27 年 4 月以降、特養の入所条件が変更になってから待機者数・待機期間も落ち

着きを見せ、在宅サービスにおいては事業所が増えサービスの充足が伺える。 
   島内の通所介護事業所については登録者数が定員を満たしていない事業所が多いとの情報があ

る。当事業所も登録者数が 93%と定員を満たしておらず、体調不良による長期入院、ADL の低下

や認知症の進行で在宅生活が困難となり施設入所へ移行する利用者が増えているのが現状である。 
   今まではどこの通所介護も空きがなく、とりあえず行ける所（空きのある所）を利用するといっ

たことが一般的であったが、サービスが充足され、小豆圏域の 65 歳以上人口がピークを迎え対象

者が徐々に減少していく今、利用者がサービス事業所を選択する時代が来たと言える。 
    
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。 

  利用者ニーズに対応すべく、職員の資質向上、利用者・家族との信頼関係、設備の維持管理、戦略

的な広報活動、先進技術の導入を行い選ばれる事業所を目指す。 

また、社会福祉法人の地域における公益的な取組や地域共生社会の実現が推進される中、利用者・

職員・設備・機能の地域化、地域ニーズの課題解決に積極的に取り組む。 

 
３．達成目標（手法） 
【地域公益の視点】 
(1) 様々なニーズに対応したサービスの提供 

→アンケート調査の実施（年 1 回）、定期的な利用者アセスメント（随時） 
(2) 社会福祉法人として利用者、職員、設備、機能の地域化 

→ボランティアの受入れ、行事の共催・参加等、地域住民（子ども、学生を含む）と交流する機会

を持ち地域住民や関係団体との繋がりを強化 
【財務の視点】 
(1) 事業所単位での収支管理 

→稼働率の管理、他サービスとの連携、適切な人員配置（加算）、助成金に関する情報収集、介護報

酬や人件費等の収支の把握、雇用形態の検討（全て月 1 回） 
【顧客の視点】 
(1) サービス内容の検討、職員の資質向上、利用者・家族の満足度向上 

→アンケート調査の実施（年 1 回）、利用者・地域ニーズアセスメント（年 2 回）、事故再発防止に



向けた検討及び取組み（月 1 回）、事業所内研修の実施（年 7 回）、苦情対応（随時）、重度化防止、

３事業所独自の特色の確立、新規サービスの検討 
【業務プロセスの視点】 
(1) 業務の見直し、省力化、効率化 

→業務改善ツールの使用、AI や ICT の導入、必要書類の書式統一（随時）、委員会活動への参加と

情報共有（月 1 回） 
(2) サービスや活動内容の定期的な発信 

→広報誌、掲示板、ホームページ、SNS の活用（月 1 回） 
(3) サービス内容の見直し 

→稼働率、収支、ニーズを分析（月 1 回） 
(4) 設備や備品の維持管理 

→設備、車両の点検実施（月 1 回） 
(5) 災害訓練の実施と BCP 策定 

→避難訓練の実施（火災想定（年 2 回）、地震想定（年 1 回）、土砂災害想定（年 1 回）） 
【学習の視点】 
(1) 研修内容、実施方法の検討 

→事業所内研修計画の作成及び実施（年 7 回）、施設内研修への参加促進、外部研修への参加 
(2) 事業計画の進捗、定期的な見直し 

→4 半期に 1 回見直しを実施（PDCA 様式作成） 
 
４．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  
 

５．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） 

 
６．利用料金一覧 
 別紙記載 
 
７．行事、研修、訓練等 
 別紙、年間計画書に記載 



８．その他（上記に記載されていない内容） 
 ・特殊浴槽の購入 

・マッサージ機の購入 



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、介護職員等特定処遇改善加算は含まれていません。（月により変動する為）

介護職員等特定
処遇改善加算

1ヶ月の実利用
単位数×1.2％

要介護５

合計金額 基本料金

要介護４
2,152

要支援２

要介護１
716

1,432

1,198

2,396

6,786

要介護２

要介護３

3,393

3,310

18

36

18

18

36

833

1,666

955

1,910

1,076

36

18

36

18

36

デイサービスセンターサンライズ西村　利用料金表

要支援１

なし

510

2,260

1,130

2,016

1,008

1,774

887

1,530

765

1,296

648

令和元年10月1日現在

1,655

7,074

3,537

3,454

1,727

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 10 安全点検
2週 花見ドライブ（外出） 10 経営会議、課長主任会議 車両点検（業者委託）
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、課長主任会議 上旬 避難訓練（土砂災害）
2週 頭脳レク 20 ケア会議 車両点検（業者委託）
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、課長主任会議 上旬 避難訓練（火災） 職員健康診断 事業進捗確認、補正
2週 頭脳レク 20 ケア会議 10 安全点検
3週 運動会 25 職員会議 車両点検（業者委託）
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、課長主任会議 10 安全点検
2週 頭脳レク 20 ケア会議 車両点検（業者委託）
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、課長主任会議 10 安全点検
2週 ミニ夏祭り 20 ケア会議 車両点検（業者委託）
3週 運動レク 25 職員会議 施設整備（草刈り）
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、課長主任会議 10 安全点検 事業進捗確認、補正
2週 敬老会 20 ケア会議 車両点検（業者委託）
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、課長主任会議 上旬 香川県シェイクアウト
2週 頭脳レク 20 ケア会議 10 安全点検
3週 運動レク 25 職員会議 車両点検（業者委託）
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、課長主任会議 上旬 避難訓練（火災） インフルエンザ予防接種
2週 運動レク 20 ケア会議 10 安全点検
3週 紅葉巡り（外出） 20 施設内研修（感染症対策） 車両点検（業者委託）
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、課長主任会議 10 安全点検 事業進捗確認、補正
2週 頭脳レク 20 ケア会議 車両点検（業者委託）
3週 クリスマス会 25 職員会議 施設整備（年末大掃除）
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、課長主任会議 10 安全点検
2週 初詣・正月遊び 20 ケア会議 車両点検（業者委託）
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、課長主任会議 10 安全点検 10 アンケート調査
2週 運動レク・節分（豆まき） 20 ケア会議 車両点検（業者委託） 事業計画書、予算書作成
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、課長主任会議 10 安全点検 事業報告書作成
2週 運動レク 20 ケア会議 車両点検（業者委託）
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 防災、安全管理 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



令和 2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） 
高齢化が進む中、町内に小規模多機能型居宅介護施設や通所介護事業所も増え、介護付き有料老

人ホームへの入居もあり、利用者ニ－ズに合ったサ－ビスも利用していることにより、在宅生活へ

の継続が可能となったため、グル-プホームへの入居希望者が極端に減少している。待機の順番が回

って来ても町内の事業所を利用していて、入居には至らないケースが増え何度も順番が回ってくる

のが現状である。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が、

入居者の平均年齢が高くなってきていて、年齢相応の病気や下肢筋力低下により転倒骨折が原因で

入院や重度化が見られる。 
 
２．概要・目的（運営・サービス・ケア等の方針） 
  要支援２以上と認定された認知症高齢者を受け入れ、少人数で家庭的な雰囲気のもとで、食事、 

入浴、排泄などの日常生活の中で「その人らしさ」「人間としての尊厳」を保ち家族・地域社会と、

関係性を強化し、入居者が安心した生活を送れるような環境作りを目的とする。 

  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、入居者の生活の質の向上、サービスの質の向上を目標とする。 

 
３．達成目標（手法） 
【地域公益の視点】 
（１）地域の行事への積極的参加 

→地区なかよしカフェ（毎月）、清掃活動（年２回）、北浦こども園（年２回）との交流を継続する 
（２）民生委員、自治会。老人会との繋がり強化 

→おもてなしカフェ（毎月）、オレンジかふぇ（毎月）を連携事業所にパンフレット配布し参加要請 
（３）委託事業の実施 

→土庄町元気アップ教室（計１２回）実施 
【財務の視点】 
（１）稼働率変動に対する分析 

→各事業所との情報共有し、関係機関とは連携を図り入居者確保（随時） 
【顧客の視点】 
（１）定期的なアセスメント実施 
 →利用者の状態の変化を職員と情報を共有しながら、利用者・家族の意見を反映させたケアプラン

を計画（6 ヶ月毎） 
（２）事故の分析を実施 
 →事故報告書、ヒヤリハットから事故分析を行い再発防止に取り組む(年 4 回)  
（３）利用者・家族の意向 
 →家族へのアンケ－ト調査の実施（年 1 回）を行い、内容の検討 



 →家族会（月 1 回）・訪問の機会に意向の確認し、サ－ビス向上に取組 
【業務プロセスの視点】 
（１）定期的なマニュアルの見直し 
 →マニュアルの内容の見直し(年 2 回) 
（２）非常災害の実施とＢＣＰ策定 
 →避難訓練の実施。火災想定（毎月）地震想定（年 1 回）、シェイクアウト想定（年 1 回） 
 →設備等の安全点検（月 1 回） 

→備蓄（１週間分）の確認を(年 2 回)行う  
【学習の視点】 
（１）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 
 →研修会への参加や認知症勉強会（毎月）により利用者に対する専門性のケアの意識向上を図る 
 
４．職員体制・勤務状況等 
（１）人員 １５名（うち非常勤職員 ５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 ９：００～１８：００  (１時間休憩) 
T １２：３０～２１：３０ (１時間休憩） 
◎ ２１：３０～ ７：００（１時間３０分休憩） 

 
５．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 
 
６．利用料金一覧 

別紙、料金表のとおり 
 
７．行事、研修、訓練等 
 別紙のとおり 
 
８．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（随時） 
・IH キッキングヒ－タ－ 
・掃除機 
・加湿空気清浄機 
・食器洗い乾燥機 
・液晶テレビ 
・冷蔵庫 



日額 月額 日額 月額

７４５円 ２２，３５０円 居住費 １，５００円 ４５，０００円

７４９円 ２２，４７０円 食材費 １，３９２円 ４１，７６０円

７８４円 ２３，５２０円 光熱費 ２００円 ６，０００円

８０８円 ２４，２４０円 共益費 １６７円 ５，０００円

８２４円 ２４，７２０円

８４０円 ２５，２００円

自己負担（１日）

１８円

１２円

３円

３０円

４００円

２００円/月

５円/６か月

２００円/月

１２０円

２４６円

＊サ－ビス提供体制強化加算は（イ・ロ）どちらかになります。

要介護１

グループホーム北のおひさま料金表

令和2年4月～　　

①介護保険自己負担金 ②利用料金

要支援２

要介護４
計 ９７，７６０円

要介護５

要介護３

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ

社会福祉法人　サンシャイン会

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）

要介護２

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）

介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ（月の実総単位数×３．１％（月により変動））

生活機能向上連携加算(該当者のみ）

③加算

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ

※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。

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））

入院時費用（１ヶ月６日間、最大で12日間）



項目

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

1 おもてなしカフェ お花見・お菓子作り 新人研修 2 安全点検日 金/週 みなと診療所往診 オレンジかふぇ

家族会 経営会議・課長主任会議 避難訓練 下旬 衛生委員会 なかよしカフェ

ユニット会議 下旬 衛生委員会

認知症研究会

身体拘束適正化研修会

職員会議

1 おもてなしカフェ 遠足 経営会議・課長主任会議 2 安全点検日 金/週 みなと診療所往診 オレンジかふぇ

家族会 ユニット会議 避難訓練 下旬 衛生委員会 なかよしカフェ

運営推進会議 認知症研究会

職員会議

1 おもてなしカフェ 新緑巡り 経営会議・課長主任会議 2 安全点検日 金/週 みなと診療所往診 オレンジかふぇ

家族会 ユニット会議 下旬 衛生委員会 なかよしカフェ

認知症研究会 避難訓練 職員健康診断

職員会議

1 おもてなしカフェ 七夕 経営会議・課長主任会議 2 安全点検日 金/週 みなと診療所往診 オレンジかふぇ

家族会 ユニット会議 避難訓練 下旬 衛生委員会 なかよしカフェ

運営推進会議 認知症研究会

身体拘束適正化研修会

職員会議

1 おもてなしカフェ 本部夏祭り 経営会議・課長主任会議 2 安全点検日 金/週 みなと診療所往診 オレンジかふぇ

家族会 ユニット会議 避難訓練 なかよしカフェ

認知症研究会 日/週 土庄町元気アップ教室

職員会議

1 おもてなしカフェ 外食・カラオケ 経営会議・課長主任会議 2 安全点検日 金/週 みなと診療所往診 オレンジかふぇ

家族会 ユニット会議 避難訓練 下旬 衛生委員会 なかよしカフェ

運営推進会議 認知症研究会 日/週 土庄町元気アップ教室

職員会議

1 おもてなしカフェ 秋祭り 経営会議・課長主任会議 2 安全点検日 金/週 みなと診療所往診 オレンジかふぇ

家族会 ユニット会議 避難訓練 下旬 衛生委員会 なかよしカフェ

認知症研究会 北浦こども園交流

身体拘束適正化研修会 日/週 土庄町元気アップ教室

職員会議

令和２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

４月

６月

７月

９月

１０月

５月

８月



項目

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

1 おもてなしカフェ 紅葉狩り 経営会議・課長主任会議 消防署員派遣避難訓練 金/週 みなと診療所往診 オレンジかふぇ

家族会 ユニット会議 避難訓練（地震） 下旬 衛生委員会 なかよしカフェ

運営推進会議 認知症研究会 インフルエンザ予防接種 日/週 土庄町元気アップ教室

職員会議

1 おもてなしカフェ クリスマス会 経営会議・課長主任会議 2 安全点検日 金/週 みなと診療所往診 オレンジかふぇ

家族会 ユニット会議 避難訓練 下旬 衛生委員会(講話） なかよしカフェ

認知症研究会 北浦こども園交流

職員会議

1 おもてなしカフェ 初詣 経営会議・課長主任会議 2 安全点検日 金/週 みなと診療所往診 オレンジかふぇ

家族会 新年会 ユニット会議 避難訓練 下旬 衛生委員会(講話） なかよしカフェ

運営推進会議 認知症研究会

身体拘束適正化研修会

職員会議

1 おもてなしカフェ 豆まき 経営会議・課長主任会議 2 安全点検日 金/週 みなと診療所往診 オレンジかふぇ

家族会 ユニット会議 避難訓練 下旬 衛生委員会(講話） なかよしカフェ

認知症研究会 職員健康診断

職員会議

1 おもてなしカフェ ひな祭り 経営会議・課長主任会議 2 安全点検日 金/週 みなと診療所往診 オレンジかふぇ

家族会 ユニット会議 避難訓練 下旬 衛生委員会 なかよしカフェ

運営推進会議 認知症研究会

職員会議

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

１月

２月

３月

１１月

１２月



 

令和２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） 
超高齢化社会の中で、独居高齢者・老々介護・家族に障害がある多問題を抱える事例、8050 問題

等が年々増えている状況である。在宅での生活を希望しても介護力が乏しく、現実として施設での生

活をせざるをえない事例も増えている。同時に家族への支援が必要な事例も多くなっている。入退院

も多く医療との連携は重要である。複雑化した問題に対して介護サービスだけで支えることは難しく、

地域の理解や協力など支え合いのしくみや多職種連携が必要不可欠である。又、軽費老人ホームは介

護認定を受けている利用者が全体の８割である。今後も重度化していく可能性が高いと思われる。 
事業所としては、法改正により管理者が主任介護支援専門員に限定されていく方向である。法人と

して異動がある条件の中で将来を見越し、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。

地域に足を運び、地域での支え合い協力できる体制を一緒に考える役割も必要である。寄り添い支える

支援を行っていく。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。法人の「総合的相談窓口」として中立な立

場で各サービス機関に繋げる役割として取り組む。 
 
４．達成目標（新年の目標）（手法） 
【地域公益の視点】 
（１） 利用者の状況に応じたサービス提供の検討 
 →  複雑化した多問題等に対して多職種との連携、相談窓口としての機能役割、施設内での事例     

    検討（随時） 
（２） 地域ニーズの把握 
 →  地域に足を運ぶ、各民生委員の把握、行政や地区民生委員等と情報共有、社会資源の情報収集   
    家族や地域の方との信頼関係の構築、地域行事等の参加（随時）  
 



【財務の視点】 
（１） 事業所単位での収支管理 
 →  稼働率と介護報酬の管理（月１回）、各サービス事業所の介護報酬の分析、確実な加算確認 
    兼務の業務内容に応じた雇用形態の検討（年２回）、担当件数の調整（随時） 
【顧客の視点】 
（１） 苦情解決の仕組み強化 
 →  苦情内容についての情報共有（随時）、苦情処理体制の見直し、統一化の検討（随時）  
（２） サービス内容等の適切性、利用者ニーズに応じたサービス提供 
 →  利用者・家族のアセスメント実施、利用者・家族との信頼関係づくり、事例検討（随時） 
    専門的知識向上と情報提供、地域の社会資源の活用、地域の協力者との連携 
（３） 接遇力向上につながる取り組みの検討 
 →  施設内外等の研修への参加（随時）  
【業務プロセスの視点】 
（１） 規定内容の確認とマニュアル内容の見直し 
 → 定期的規定内容の確認（年２回）とマニュアル内容等の見直し（年２回） 
（２） 業務の省力化・業務改善の検討 
 → 相談業務・書類記録の仕方等の適切な実施 必要書類等の定期的確認（随時）困難事例等に対し

て抱え込まず専門機関等への相談 必要な新情報提供（随時） 
（３）利用者定員の見直し 
 → 兼務体制による担当人数の見直し 
【学習の視点】 
（１） 研修実施内容の検討 
 → 介護・医療等の専門機関の研修や情報共有の場への積極的な参加、施設内研修への参加 
（２） 事業計画等の定期的見直し 
 → ４半期に１回の見直しを実施（PDCA 様式作成） 
（３） 目標設定・人材育成についての実施 
 → 将来的に管理者の要件（主任介護支援専門員資格取得）を満たせる人材・業務体制作り 
   兼務者に対する業務のバランス調整 軽費重度化に対する迅速な対応 
 
５．職員体制・勤務状況等 
（１）人員 ４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
27 職員会議・勉強会
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

9 経営会議･課長主任会議 職員健康診断 事業計画見直し
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

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

11 経営会議･課長主任会議
25 職員会議・勉強会

10 経営会議･課長主任会議 事業計画見直し
中旬 小豆島町介護支援専門員研修 規定・マニュアル見直し
25 職員会議・勉強会 下旬 衛生委員会 兼務等業務内容見直し

9 経営会議･課長主任会議 香川県シェイクアウト
26 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 インフルエンザ予防接種
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 事業計画見直し
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

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
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 事業計画見直し
中旬 小豆島町介護支援専門員研修 規定・マニュアル見直し
25 職員会議・勉強会 下旬 衛生委員会 兼務等業務内容見直し

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

９月

１０月

５月

６月



令和２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：島内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

ままである。在宅利用者は、IADL・ADL 低下のため在宅生活が困難になり入院、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、全体の 8 割が介護認定を受けており、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、レスパイト入院、ショート利用が多くなりサービスは減少傾向。各事

業所と連携、情報共有に努める。                               

 

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．目標達成（手法） 
【地域公益の視点】   
（１） 利用者の状況に応じたサービス提供の検討 

→ アンケート調査の実施（年 1 回）、関係機関との連携、家族に対するサポート強化   
【財務の視点】    
（１） 事業所単位での収支管理 

→ 稼働率の管理、介護報酬や人件費等の収支の把握（月 1 回）と業務内容に応じた雇用形態の検

討（年 2 回） 
【顧客の視点】 
（１）自立支援に向けたサービス提供 
   → 定期的にアセスメントを実施、個別援助での気づきを持ち情報の共有に努める 
（２）苦情解決の取り組み強化 

  苦情内容について情報の共有（随時）、苦情処理体制の見直し、統一化の検討（随時）       

（３）事故の分析を実施 
  事故内容の情報共有と半期毎に集計と分析の実施（年２回） 



 
（４） 接遇力向上につながる取り組みの検討 

→ 施設内外等の研修参加（随時） 
【業務のプロセスの視点】 
（１） 規定内容の確認とマニュアル内容の見直し 

→ 定期的な規定内容の確認（年 2 回）、マニュアル内容の見直し（年 2 回） 
（２）業務の省力化・業務改善の検討 

→ 必要書類の定期的な確認と書類業務の担当割り振りの見直し 
（３）利用者定員の見直し 

→ サービス提供責任者２人体制、登録ヘルパーの業務時間の見直しと人材確保            

【学習の視点】 
（１） 研修実施内容の検討 

→ 年間研修計画の作成、施設内外の研修参加、個別モニタリング（毎月）、情報共有のミィーテ

ィング（週 2 回） 
（２）事業計画の定期的見直し 

→ 4 半期に 1 回の見直しを実施（PDCA 様式作成）                        

                    
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 J  ８：１５～１７：１５ 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 166 円

  20分以上30分未満 249 円

  30分以上1時間未満 395 円

  1時間以上1時間30分未満 577 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 182 円

  45分以上 224 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％

 介護職員等特定処遇改善加算　Ⅱ  （サービス費）×4.2％

 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

訪問介護利用料金

447円

461円 527円 593 円

83円増し

生活1

令和元年10月1日現在

  身体介護が中心の場合

生活3

709 円 775 円643円

315円 381円

生活2



介護予防訪問介護利用料金

介護予防訪問介護（Ⅰ）　　　1ヶ月 1,172 円

介護予防訪問介護（Ⅱ）　　　1ヶ月 2,342 円

介護予防訪問介護（Ⅲ）　　　1ヶ月 3,715 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％
介護職員等特定処遇改善加算 （Ⅱ （サービス費）×4.2％

令和元年10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 2,490円 ～30分未満 1,020円 ～1時間未満 1,840 円

～1時間未満 3,930 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 5,710 円 ～1時間未満 1,910 円 ～2時間未満 3,650円

～2時間未満 6,520 円 ～1時間15分未満 2,320 円 ～2時間30分未満 4,570 円

～2時間30分未満 7,340円 ～1時間30分未満 2,680 円 ～3時間未満 5,490 円

～3時間未満 8,150円 ～3時間30分未満 6,390 円

～4時間未満 7,310 円

～8時間未満
8,160 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30,2％（居宅介護）　19,1％（重度訪問介護）

○上限負担額がある場合受給者証に記載している額

令和元年10月1日現在

○福祉・介護職員処遇改善加算 (Ⅱ）： 単位数×5,8％（居宅介護）　単位数×3,6％（重度訪問介護）

～3時間以上
8,960 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

24 ヘルパー会議・勉強会
接遇、論理及び法令順守 下旬 軽費避難訓練参加 下旬 衛生委員会

25 ヘルパー会議・勉強会
老計第10号訪問介護におけ 下旬 軽費避難訓練参加 下旬 衛生委員会
るサービス行為ごとの区分等

事業計画見直し
25 ヘルパー会議・勉強会 職員健康診断

事故発生、再発防止 下旬 軽費避難訓練参加 下旬 衛生委員会
下旬 訪問介護適正実施研修

27 ヘルパー会議・勉強会
感染症・食中毒 下旬 軽費避難訓練参加 下旬 衛生委員会

下旬 訪問介護計画作成・展開研修

25 ヘルパー会議・勉強会
脱水について 下旬 軽費避難訓練参加

下旬 訪問介護計画作成・展開研修

事業計画見直し
25 ヘルパー会議・勉強会 規定・マニュアル見直し

災害時、緊急時対応 下旬 軽費避難訓練参加 下旬 衛生委員会 兼務等業務内容見直し
下旬 訪問介護計画作成・展開研修

26 ヘルパー会議・勉強会
認知症及び認知症ケア 下旬 軽費避難訓練参加 下旬 衛生委員会

1 香川シェイクアウト
25 ヘルパー会議・勉強会 ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ予防接種

医行為 下旬 軽費避難訓練参加 下旬 衛生委員会

事業計画見直し
25 ヘルパー会議・勉強会

緊急時の対応 下旬 軽費避難訓練参加 下旬 衛生委員会
　（利用者の急変）

25 ヘルパー会議・勉強会
事故発生、再発防止 下旬 軽費避難訓練参加 下旬 衛生委員会

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

事業計画見直し
25 ヘルパー会議・勉強会 規定・マニュアル見直し

虐待 下旬 軽費避難訓練参加 下旬 衛生委員会 兼務等業務内容見直し
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

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



令和 2 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） 
特養の入所要件が要介護 3 以上限定となり、軽度利用者が在宅を基本とする方針となった。重度者

に関しては入所施設等の増床により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。小規模多機能サービスのそれぞれの機

能（サービス）を生かしつつ、事業所だけで完結するのではなく、本人の暮らしを地域を巻き込んだ

サービス（インフォーマル）も組み合わせて柔軟に、臨機応変に利用者の生活に合わせたサービスを

提供する必要がある。 
 
２．概要・目的（運営、サービス、ケア等の方針） 

在宅で生活する不安や心配を取り除き、中重度の要介護者となっても住み慣れた地域で家族や親し

い友人と共に暮らすため「24 時間、切れ目なく暮らしを支える」ため連続性のあるケアの提供をする。 
職員については、小規模多機能の機能の理解をすると共に医療的な知識、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．達成目標（新年の目標）（手法） 
【地域公益の視点】 
（１）民生委員、自治会、老人会との繋がり強化 

→リゾートカフェ、（10 月を除く毎月 1 回）こどもセンター（毎月）や老人会など地域交流 
（年 1 回）を継続する。 

【財務の視点】 
（１）稼働率変動に対する分析 
   →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（随時） 
   →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 
【顧客の視点】 
（１）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 
 →半期毎の事故の集計分析の実施（年 2 回） 

（２）本人、家族の意向に沿ったサービスの提供 
   →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。（随時） 
   →定期的なアセスメントの実施（随時） 
   →アンケート調査（年１回） 



【業務プロセスの視点】 
（１）地域のニーズの把握 
   →地域や家族からの相談に事業所として対応できるよう、地域密着型事業所の役割の理解、地域

の相談窓口としての意識、家族に対するサポート、職員間の連携を強化していく（随時） 
（２）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（随時） 
（３）災害マニュアルに基づく訓練の実施 
   →消防法に基づく消火訓練及び避難訓練（年2回）津波浸水避難、シェイクアウト訓練（年1回）

の実施。危機管理体制の強化として事業継続計画(BCP)を策定し、大規模災害への対策強化に

努める。 

【学習の視点】 
（１）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（毎月）の実施。 
 
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   Ｎ  ９：００～１７：００ 

 
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 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） 
・脱衣場 床材貼り替え 
・洗濯機の購入 



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）

介護職員
等特定処
遇改善加
算（Ⅱ）

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 ・・・・・ １，３９２円／日　　※おやつ代含む

朝食 ・・・ ３０４円　　　　昼食 ・・・ ５０４円　　　　夕食 ・・・ ５８４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

月額（該当者のみ） 月額

１０００

総単
位数

×
1.2％

２６，９６４ 円 ８３５ 円

２００

４５０ 要支援は算定なし

８００ ８００ ５００ ９００

現
在
対
象
外

１００

現
在
対
象
外

（介護保険負担割合・・・1割の場合を表示しています）

（1割負担／月） 月額 日額

要介護３ ７０３ 円

要介護４ ７７０ 円

1５，２３２ 円 ６３４ 円６４０円

４２１ 円

要介護５

要介護１ 1０，３６４ 円 ５６７ 円

要介護２

要支援１ ３，４１８ 円 

総単
位数
×

10.2％

（単位 ： 円）

＜小規模多機能型居宅介護事業　　サンリゾート　料金表　＞

令和元年10月1日

（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２ ５２６ 円６，９０８円 

２２，１５７ 円 

２４，４５４ 円 

３０ １００



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・課長主任会議 10 安全点検
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） 車両点検（業者委託） ※年間３～４回

誕生会 お花見ドライブ ケア会議 20 避難訓練 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・課長主任会議 10 車両点検（業者委託）
運営推進会議 こどもセンター交流 認知症研究会（勉強会） 20 避難訓練
誕生会 端午の節句 ケア会議 下旬 衛生委員会
ごちそうの日 職員会議

６月 経営会議・課長主任会議 10 安全点検 事業進捗確認、補正
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） 車両点検（業者委託） 健康診断

誕生会 新緑巡り ケア会議 20 避難訓練 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・課長主任会議 10 安全点検
運営推進会議 こどもセンター交流 認知症研究会（勉強会） 車両点検（業者委託）
誕生会 七夕 ケア会議 20 避難訓練 下旬 衛生委員会
ごちそうの日 職員会議

８月 経営会議・課長主任会議 10 安全点検
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） 車両点検（業者委託）

誕生会 夏祭り ケア会議 施設整備（草刈り） 下旬 衛生委員会
ごちそうの日 職員会議 20 避難訓練

９月 15 リゾートカフェ 経営会議・課長主任会議 10 安全点検 事業進捗確認、補正
運営推進会議 こどもセンター交流 認知症研究会（勉強会） 車両点検（業者委託）
誕生会 お彼岸 ケア会議 20 避難訓練 下旬 衛生委員会
ごちそうの日 職員会議

１０月 経営会議・課長主任会議 上旬 香川県シェイクアウト
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） 10 安全点検

誕生会 祭り見物 ケア会議 車両点検（業者委託） 下旬 衛生委員会
ごちそうの日 職員会議 施設整備（草刈り）

20 避難訓練
１１月 15 リゾートカフェ 経営会議・課長主任会議 10 安全点検

運営推進会議 こどもセンター交流 認知症研究会（勉強会） 車両点検（業者委託） 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 20 避難訓練 下旬 衛生委員会
ごちそうの日 職員会議

１２月 経営会議・課長主任会議 10 安全点検 事業進捗確認、補正
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） 車両点検（業者委託）

誕生会 クリスマス会 ケア会議 施設整備（年末大掃除） 下旬 衛生委員会
ごちそうの日 職員会議 20 避難訓練 夜勤職員健康診断

１月 15 リゾートカフェ 経営会議・課長主任会議 10 安全点検
運営推進会議 こどもセンター交流 認知症研究会（勉強会） 車両点検（業者委託）
誕生会 初詣 ケア会議 20 避難訓練 下旬 衛生委員会
ごちそうの日 職員会議 夜勤職員健康診断

２月 経営会議・課長主任会議 10 安全点検 アンケート調査
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） 車両点検（業者委託） 事業計画書、予算書作成

誕生会 節分 ケア会議 20 避難訓練 下旬 衛生委員会
ごちそうの日 職員会議 夜勤職員健康診断

３月 15 リゾートカフェ 経営会議・課長主任会議 10 安全点検 事業報告書作成
運営推進会議 こどもセンター交流 認知症研究会（勉強会） 車両点検（業者委託）
誕生会 ひな祭り ケア会議 20 避難訓練 下旬 衛生委員会
ごちそうの日 職員会議 夜勤職員健康診断

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



令和２年度   事 業 計 画 書 

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） 
  厨房を改修して 10 年以上経過している。厨房機器・環境の老朽化が目立ち、現在、昼食は日曜日

以外 200 食以上を作っており、今の厨房施設の広さでは限界に近い状態である。近年、真空調理や、

病院、介護施設で注目の凍結含浸調理など画期的な調理方法がでてきており、時代の流れに取り残さ

れない為にも、今後、取り組まなくてはならない大きな課題である。その為には、新機器の導入や安

心・安全な食事を提供する厨房施設の拡大が必要不可欠である。地球温暖化による環境の変化にて、

食材の変動、卸問屋の廃業など、地元業者の納品に支障が出てきており、品質・価格を検討しながら

新規開拓していく必要がある。栄養士を含め、調理員 14 名中 3 名がホテル料理人経験者であり、サ

ンシャインの強みであると考えられる。また、給食課職員の約半数が 60 代後半であり、有休取得や

勤務時間の短縮をしながら、高齢になっても長く働ける職場環境を目指していきたい。 
 
２．概要・目的（運営、サービス、ケア等の方針） 
  食事は栄養を摂るだけの物ではなく、食事から喜びや幸せをもたらす物であると捉え、栄養バラン

スの摂れた食事はもちろんの事、食事から五感を感じて食欲増進を図り、心と体の安らぎも提供でき

るよう、常に創意工夫に努める。また、昔からのサンシャインの味を大切にしながら、プロの味を取

り入れ、より一層「サンシャイン＝食事」と言われるよう給食課職員ワンチームとなって、利用者か

ら喜ばれる食事が提供できるよう努力していく。職員には施設内外の研修会への参加を促し、実践に

活かせるよう取り組み、さらなるスキルアップをすすめていく。また、地域行事を通して、地域に開

かれた施設を目指し、交流の促進を図り、地域に根ざしたサービスの提供に努め、地域に貢献してい

く。 
 
３．達成目標（新年の目標）（手法） 
【地域公益の視点】 
（１）地域行事の強化 
  →地域交流昼食会、お一人暮らし高齢者を励ます会の開催や出前講座、おひさまカフェの協力、参

加をして地域との繋がりを強化してニーズの把握に努める。（年間を通して） 
（２）地域公益活動への参加 
  →クリーン作戦（月 1 回）全員が地域貢献活動に積極的に参加できるように調整する。（年度末） 
（３）受託事業の実施 
  →配食サービス事業（ふれあい弁当 毎週水・金）  
   お一人暮らし高齢者を励ます会のお弁当作り（12 月） 
【財務の視点】 
（１）財務に関する数値分析 
  →食材、調味料のコストの検討、見直し、改善（随時） 



（２）修繕費や設備購入等高額な費用の予測、計画 
  →回転釜（小）のバーナー交換・ガスフライヤーの買い替え。（令和 2 年度中） 
   その他、 随時、必要な修理、購入を行う。（随時） 
（３）雇用形態の検討 
  →高齢になっても長く働ける勤務形態を検討する。（年 1 回） 
【顧客の視点】 
（１）利用者のニーズに応じたサービスの提供 
  →年 2 回嗜好調査を実施して、利用者の食に関するニーズを把握する。（7 月・1 月） 

利用者の嚥下状態に合った食事形態の見直し。（随時） 
各部署の検食簿のコメントを整理して、検討、見直しを行う。（毎月） 

（２）定期的なアセスメント実施 
 →利用者個々に適した栄養ケアプランの作成、もしくは状態の変化があった場合には再アセスメン

トを行う。（基本 3 ヶ月に一度） 
（３）家族の意向に沿ったサービス提供 
  →家族へ栄養ケア計画書を送付する。（基本 3 ヶ月に一度）、担当者会議に出席して家族の意向、要

望を聞き取る。（随時） 
（４）利用者満足度向上 
  →郷土料理、家庭の味を大切にしながら、旬の食材を使った食事の提供で季節感を感じてもらい、

満足アップに繋げていく。新メニューの開発。（随時）各部署の検食簿のコメントを整理して、

検討、見直しを行う。（毎月） 
（５）事故の分析を実施 
  →事故報告、ヒヤリハットを年 2 回集計して分析し、再発防止に努める。(9 月・3 月)  

事故報告書、ヒヤリハットを回覧する。（随時） 
【業務プロセスの視点】 
（１）定期的なマニュアルの見直し 
  →年 2 回、修正、見直しを行い作成する。（9 月・3 月） 
（２）災害時における、備蓄食品の見直し 
  →賞味期限の把握を徹底し使用し、今後の購入時には長期保存期間の物を検討する。（随時） 
   通常在庫を多めに持ち、ローリングストックしていく体制にする。備蓄用備品（ガスホース・調

節器・米炊き袋）の購入（4 月中） 
【学習の視点】 
（１）研修内容、実施方法の検討 
  →毎月、知識・技術向上・接遇マナーについて勉強会を行う。（毎月） 

施設内の研修や外部の研修会にも積極的に参加する。（随時） 
（２）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する意識向上に努める。（毎月） 
   衛生管理点検を行う。（毎日） 
 



４．職員体制・勤務状況等 
（１）人員 １４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 □８：００～１３：００ 

 
５．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  
 
６．利用料金一覧 
 
７．行事、研修、訓練等 
  別紙、年間計画書に記載 
 
８．その他（上記に掲載されていない内容） 
 回転釜（小）のバーナー交換 

ガスフライヤー 
 
 
 



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 24 避難訓練（火災） 毎日 衛生管理点検 備蓄用備品の購入
20 誕生会 （毎週水・金曜日） 20 給食会議・職員勉強会
21 月例祭 15 衛生研修会

24 職員会議
5 給食委員会

4 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 上旬 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
21 月例祭 20 衛生研修会

25 職員会議
5 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
20 誕生会 （毎週水・金曜日） 20 給食会議・職員勉強会 職員健康診断
21 月例祭 17 衛生研修会

25 職員会議
5 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 22 避難訓練（火災） 毎日 衛生管理点検 嗜好調査
20 誕生会 （毎週水・金曜日） 20 給食会議・職員勉強会
21 月例祭 15 衛生研修会

22 職員会議
5 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 25 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 25 職員会議

5 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 中旬 敬老会
18 誕生会 （毎週水・金曜日） 18 給食会議・職員勉強会 マニュアル見直し
23 月例祭 16 衛生研修会 事故分析、検討

25 職員会議 事業進捗確認・検討
5 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 23 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 21 衛生研修会

23 職員会議
5 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 上旬 秋の地域交流昼食会
20 誕生会 （毎週水・金曜日） 20 給食会議・職員勉強会 避難訓練（風水害） インフルエンザ予防接種
24 月例祭 18 衛生研修会

25 職員会議
5 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 上旬 一人暮らし高齢者を励ます会
21 ｸﾘｽﾏｽ誕生忘年会 （毎週水・金曜日） 21 給食会議・職員勉強会
21 月例祭 16 衛生研修会

25 職員会議
下旬餅つき 5 給食委員会

4 にこにこカフェ ふれあい弁当 8 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 1 元旦祭
20 誕生会 （毎週水・金曜日） 20 給食会議・職員勉強会 30 嗜好調査
21 月例祭 20 衛生研修会

25 職員会議
5 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 事業計画書作成
19 誕生会 （毎週水・金曜日） 19 給食会議・職員勉強会
22 月例祭 17 衛生研修会

25 職員会議
5 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 マニュアル見直し
19 誕生会 （毎週水・金曜日） 19 給食会議・職員勉強会 事故分析、検討
22 月例祭 17 衛生研修会 事業報告書作成

25 職員会議
5 給食委員会

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

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



令和 ２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） 
  現在、有資格者に限らず人材確保が難しくなっている。また、介護福祉士の資格取得にも研修時間が

増え、受験することも容易ではない。その為、人材の定着が人材確保に繋がっていく。現在の職員が精

神的、体力的にも余裕を持ち仕事に取り組めるように、有給休暇の確実な取得を中心に職場環境や業務

の改善に向けて取り組んでいくと共に、健康診断、メンタルヘルス、ストレスチェック診断の実施を継

続し、健康管理、相談ができる職場を目指す。 
  また、老朽化および突発的な修繕費等を確保しつつ、必要経費の見極め、各部署長と連携し支出の抑

制を図り、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。 
   
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．達成目標（手法） 
【地域公益の視点】 
（１）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。 
【財務の視点】 
（１）計画的な人員配置による加算取得 

→定期的に開催される研修を把握し、受講手続きを行う（随時） 
→介護福祉士資格取得にむけて、研修に参加できる環境をつくる（随時） 

（２）稼働率管理を実施し、分析結果を共有する 
   →経営会議にて各部署より稼働率を報告。増減について検討する。（月１回） 
（３）各事業所単位での予算計画策定を検討する 
   →年度末に次年度予算を作成。各部署より必要経費情報を把握する。（１月） 
   →緊急性のない支出は、収支バランスをみて時期を検討する。（随時） 
【顧客の視点】 
（１） 苦情処理体制の見直し、統一化を検討する 

→重大な苦情については他部署に苦情受付を配布する（随時） 
→年度でまとめた苦情をホームページに掲載する（４月） 

【業務プロセスの視点】 
（１） 規程が整備され開示している内容の理解促進 

→新規および変更された内容を周知（職員会議、随時） 
→規程の見直しを行う（５月（８月）２月役員会開催前） 

（２）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（随時） 
→ハローワークへの募集内容の見直し（３ヶ月毎） 

（３）非常災害に関するマ・メールでのシステム作り 
   →マ・メールにて職員の安否確認を行う（年１回） 
 



【学習の視点】 
（１）有休休暇取得のバランスを取る 
   →個々有休取得状況を把握する。（月１回） 

計画的に取得できるように各部署へ声かけを実施。（随時） 
（２）事業計画、の見直しを定期的に実施 
   →３ヶ月に 1 回見直しを実施（PDCA 様式作成） 
 
４．職員体制・勤務状況等 
（１）人員 ４名（うち非常勤職員 ０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 
 

５．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 
 
 
６．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 

別紙の通り 
 
９．その他（上記に記載されていない内容） 
 パソコン４台 
 



項目

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

10 クリーン作戦 1 新任職員研修 事業報告作成

10 経営会議・課長主任会議 規程見直し

衛生委員会 苦情処理内容ホームページ掲載

25 各部署職員会議

10 クリーン作戦 10 経営会議・課長主任会議

春の地域交流昼食会 衛生委員会

監事監査 25 各部署職員会議

10 クリーン作戦 10 経営会議・課長主任会議 事業進捗確認、補正

法人理事会 衛生委員会

法人評議員会 25 各部署職員会議

10 クリーン作戦 10 経営会議・課長主任会議 集団健康診断 決算書類等ホームページ掲載

衛生委員会

25 各部署職員会議

10 クリーン作戦 10 経営会議・課長主任会議 （規程見直し）

創立記念夏祭り 25 各部署職員会議 （補正予算）

10 クリーン作戦 10 経営会議・課長主任会議 事業進捗確認、補正

（法人理事会） 衛生委員会

（法人評議員会） 25 各部署職員会議

10 クリーン作戦 10 経営会議・課長主任会議 香川県シェイクアウト（マ・メール発信）

衛生委員会

25 各部署職員会議

10 クリーン作戦 10 経営会議・課長主任会議 インフルエンザ予防接種

秋の地域交流昼食会 衛生委員会

25 各部署職員会議

10 クリーン作戦 10 経営会議・課長主任会議 献血 事業進捗確認、補正

お一人暮らし高齢者を励ます会 衛生委員会

もちつき 25 各部署職員会議

10 クリーン作戦 10 経営会議・課長主任会議

衛生委員会

25 各部署職員会議

10 クリーン作戦 10 経営会議・課長主任会議 事業計画作成

衛生委員会 規程見直し

25 各部署職員会議 補正予算・次期予算

10 クリーン作戦 10 経営会議・課長主任会議

法人理事会 衛生委員会

法人評議員会 25 各部署職員会議

１月

２月

３月

４月

年　間　行　事　等　実　施　計　画 事務課

行　　事 職員研修・職員会議等 防災、安全管理 健康管理・衛生管理 そ　の　他

５月

１２月

１１月

１０月

９月

８月

７月

６月


