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はじめに 

平成 28年に改正された社会福祉法は、社会福祉法人に対して、社会福祉事業を行う法人とし

ての心構えや覚悟が、今まで以上に試される内容となっています。社会福祉法人は社会福祉事業

を行うことを目的として設立された法人です。まだ日本には、様々な理由により生活困難な方や

差別を受けている方々がいます。我々は地域に住む、制度の狭間で困っている方々に対して、積

極的に働きかけることが求められており、そのための力を養わなければなりません。平成 29年

度は、以上のような背景の下に、次の三点に重点的に取り組んでいきたいと思います。 

 

① 社会福祉法人としての役割を果たします。（地域貢献・公益的な取組み） 

社会福祉法人は社会福祉事業を行うことを活動目的としています。当法人では地域の全ての

方々が安心して暮らせるように、様々な地域福祉ニーズに沿った事業展開をおこなってまい

りました。これからも社会福祉充実計画の作成や情報公表を通して、適切な内部留保の確保

と再投下を、公益的な取組や事業展開に行い、地域貢献できるよう取り組んでまいります。 

② 職員の資質向上（社会福祉に携わるものとしての自覚） 

現在ユーアイ二十一には 400名を超える職員がいます。これまでも研修の充実を図ってきま

したが、より一層社会福祉法人としての職員の資質向上に努めてまいります。専門知識の 

向上や地域福祉ニーズを捉える力、多職種連携といったことについて力を養い、法人として

の対応力や組織力の底上げを図ります。 

③ 経営体質の向上（収入の確保と経費の削減） 

平成 30年 4月は 6年に一度の医療・介護報酬の同時改定にあたります。最近の国の財政状

況を鑑みると、全体報酬は減額されることが予想されており、一層厳しい経営を強いられる

と思われます。ついては、既存事業所の稼働状況の向上や、スケールメリットを活かした経

費削減といった経営努力を行ってまいります。我々はまだ法人として多額の借入金がありま

す。今後の金利情勢にも変化があることを予測して、自己資金比率の向上と適切な内部留保

金を生み出すことにもあわせて取り組みます。 

 

以上の 3点を踏まえて、各部署がそれぞれ計画を作成し、着実な実行と評価の実施を通して社

会福祉法人としての役割を果たしていきたいと思います。 

 

                           平成２９年３月１１日 

 

社会福祉法人ユーアイ二十一 

理事長 石 渡  庸 介 
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１．≪法人基本理念≫ 

「太陽の家」は、ご利用者の方々の、 

「安心」「温もり」「満足」を合言葉に施設運営を行ってまいります。 

・いつも笑顔の絶えない 

・温かな心で、ふれあいに満ち、心安らぐ 

・生きがいをサポートし 

・尊厳を持って生活できる環境を守り 

・ご家族、地域との交流を基に、互いに手を携え共に歩む 

・福祉諸制度、サービス情報提供等、身近な相談相手 

＜平成２９年の行動指針は、＞ 

｢ 自覚 ～役割を果たす～ ｣ 

２．社会福祉法人ユーアイ二十一 事業一覧 

（１）第一種社会福祉事業 

 特別養護老人ホーム「太陽の家」       横須賀市西浦賀  定員 111 名 

 特別養護老人ホーム「太陽の家二番館」    横須賀市西浦賀  定員 100 名 

 特別養護老人ホーム「太陽の家座間」     座間市座間    定員 100 名 

（２）第二種社会福祉事業 

 太陽の家短期入所サービスセンター      横須賀市西浦賀  定員 21 名 

太陽の家二番館短期入所サービスセンター   横須賀市西浦賀  定員 10 名 

太陽の家座間短期入所サービスセンター    座間市座間    定員 20 名 

太陽の家デイサービスセンター        横須賀市西浦賀  定員 30 名 

太陽の家安浦倶楽部             横須賀市安浦町  登録定員 25 名 

太陽の家馬堀倶楽部             横須賀市馬堀町  登録定員 18 名 

太陽の家公郷ケアステーション        横須賀市森崎町 

（３）公益事業 

 太陽の家居宅介護支援センター        横須賀市西浦賀 

 浦賀・久里浜第一地域包括支援センター    横須賀市西浦賀 

 太陽の家附属歯科診療所           横須賀市鴨居 

 歯科診療所優会               横浜市港北区錦が丘 

 シルバーハウジング 市営住宅相談員派遣事業 横須賀市鴨居 

 太陽の家公郷                横須賀市公郷 

 太陽の家安浦                横須賀市安浦町 

 太陽の家座間居宅介護支援センター      座間市座間 

その他 

 高齢者総合福祉研究所  活動休止中 
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３．部門別・基本方針及び具体的取組み 

 

1 法人本部 

（１）法人管理部 

 ①平成 30 年 4 月開所を円滑に行えるよう準備を行います(太陽の家羽沢) 

・開所までに学校説明会、広告掲載、就職説明会を通して職員採用を行います。 

     （募集予定人員 介護職員常勤 42 名、非常勤を常勤換算 18 名、介護支援専門員 

     常勤 3 名、看護職員常勤 3 名、非常勤を常勤換算 3.5 名、機能訓練指導員 1 名、 

     事務員常勤 1 名、非常勤を常勤換算 1 名、生活相談員常勤 2 名、 

     管理栄養士常勤 2 名、調理員常勤 2 名、非常勤を常勤換算 6 名） 

・資金調達を滞りなく行うため、福祉医療機構及び金融機関との連携を密に 

行います。年度内に全ての精算が終わるよう準備を進めます。 

     ・備品調達を予算通りに且つ入札不調にならないように、価格調査や備品選定を 

      慎重に行います。 

        ・施設開設届け及び介護保険事業所の指定、補助金の交付申請等が滞りなく進め 

      るよう、行政との連絡を密に事前に準備を進めていきます。 

   ②平成 30 年 1 月開所を円滑に行えるよう準備を行います（太陽の家逸見） 

     ・行政との連絡を密にし、地域住民との交流を通じて、理解と協力を得る下地作り 

      に取り組みます。（事業所内容の説明・円滑な関係構築・ニーズの洗い出し）・ 

施設ハードの準備 適切な工事工程管理・タイムリーな資金調達・公正な入札・ 

      適正な支払い・遺漏なき備品の調達を進めます。 

    ・運営に向けたソフトの準備 配置職員の採用と研修（介護支援専門員常勤２名、 

      看護師常勤５名・非常勤４名、介護職員常勤１１名・非常勤５名、計２７名）・ 

     契約書、管理規定、マニュアル、チラシ等運営、営業ツールの整備を進めます。 

③平成３０年４月に運営開始に向けた準備に邁進します（浦賀複合施設） 

・開所までに職員採用と既存事業所で研修を終えます。 

（常勤職員３名、非常勤を常勤換算５名） 

・開所までに登録者最低１０名を目標にし、年度末に１６名を目指します。 

（営業先 北部地区（追浜・田浦・逸見）を中心とした地域にある居宅介護支援事 

 業所及び地域包括支援センター等介護事業所） 

・施設開設届け及び介護保険事業所の指定、補助金の交付申請等が 

 滞りなく進めるよう、行政との連絡を密に事前に準備を進めて行きます。 

   ④事業所間連携の推進と法人運営の基盤強化に努めます（本部） 

    ・報酬改定の情報収集を行い、研修等を通した新設加算算定の準備を行います。 

（報酬改定） 

    ・人員配置が関係する加算には、異動も考慮した事業所の人の配置状況の情報 

管理を行います。（報酬改定） 
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・法令順守を徹底するように、現行法人規程の見直しと必要な規程の整備を 

行います。（社会福祉法改正） 

   ・予算の適正な執行と管理による経営基盤の強化を行います（予算・事業計画関連） 

   ・スケールメリットを活かした法人契約等による経費削減に努めます（財務関連） 

   ・職員が 500 名を超えることが予想される中、顧問社会保険労務士の指導の下、 

規定整備等を通した労務管理の徹底を行います（労務関連） 

   データセンター 

①入力業務の効率的遂行と新しい入力の提案 

・既存で実施している入力業務の効率化をはかり、ユニット職員の記録作業の負 

担軽減に努めます。 

  ・新しく始まる事業所のもしもし君の導入を主導で行い、 

法人として他事業所との出来る限りの記録型式の統一を保った上で、 

もしもし君の浸透に努めます。 

・既存で実施している入力業務に加えて、新たな入力業務の拡充を検討していき 

ます。 

②動画・チラシ・ホームページなどでの、広報活動への貢献 

・動画での記録撮影やマニュアル制作、紹介 VTR を通じた広報活動に努めます。 

・簡易的なパンフレット制作、チラシ作成などで、新規事業・既存の事業の広報 

活動に努めます。 

  ・リニューアルされた HP を活用し、情報発信を行い、IT を活用した広報活動 

に努めます。 

③IT 機器の管理と修繕・購入 

 ・IT 機器を管理し、トラブルが起きた際は迅速に対応を行います。 

 ・簡易的なソフトウェアの設定や、パソコンのトラブルを解決し、各部署の仕事 

  への支障を最小限で止められるよう努めます。 

④入力業務以外での効率化への貢献 

 ・各部署で行っている事業内容を把握し、より効率的な書類作成のためのツール 

の検討・製作に努めます。 

  ・入力業務をより効率的に行うための、ツールの検討・製作を行います。 

 

（２） 小規模多機能型居宅介護事業 

太陽の家安浦倶楽部 

①利用者登録人数２５名を目指し、維持できるようにします 

・ 地域や他事業所に小規模多機能のことや空き情報を知ってもらえるよう働き 

かけを行います。町内会や会議等に参加させてもらい、見学会開催の検討をし

ます。 

・ 利用者の体調管理を行い、必要な支援の検討や実施をしていき長期間に 

わたり利用をしていってもらえるようにします。 
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・ 小規模多機能事業だけでは対応が困難な場合には法人内の他事業所または 

関連する行政や事業所とも連携し協力を得ていきます。 

②馬堀倶楽部との連携を強化し、サテライトの特性を活かし柔軟に対応する 

ことができるようにします       

・合同のミーティングや研修会を定期的（年３～４回）に開催し、職員間の  

交流を図るとともに情報共有や意見交換をしていきます。   

    ・泊まり利用や緊急時には特に協力体制をとり利用者や家族にとって安心して 

小規模多機能事業を利用していくことができるよう日頃からの情報共有をこ 

まめに行っていきます。職員同志が相互のご利用者と関わる機会を設けます。 

・小規模多機能事業だけでは対応が困難な場合には法人内の他事業所または関 

連する行政や事業所とも連携し協力を得ていきます。 

③安心して利用していただけるよう居心地の良い環境を整えていきます 

・室温・湿度等の管理をし、過ごしやすい環境を整えます。また、ゆっくり休める

スペースを確保し体調や気分に合わせて気兼ねなく過ごせるよう配慮して 

いきます。 

・掃除やゴミや排泄物の処理を適切に行い、感染症や不快なにおいを予防 

していきます。 

・定期的に備品や建物の保守点検を行い適切に使用する。必要物品がすぐに使用で

きるよう整理整頓します。 

   ④積極的に地域との関わりをもち、頼りにしてもらえるような地域に根差した 

事業所にします。 

    ・地域の行事にご利用者と参加したり近所で買い物をしたり交流する機会をもつ 

行事の準備や片付けについても可能であればお手伝いしていきます。 

     ・どのような事業所であるのかを知っていただき、困りごとがあれば気軽に相談 

してもらえるような関係性を作っていけるようこちらから積極的に関わりを持

っていきます。 

     ・相談を受けたり情報を得た場合には事業所がどのような関わりを持っていくこと 

ができるのかを検討し必要に応じて対応していきます。 

   ⑤行事やレクレーションを活発にし、楽しみや充実感を味わって頂きます 

    ・大きな行事やレクレーションに関してはレクレーション係を中心に年間計画を 

たて、準備・実施・振り返りをして今後に繋げていけるよう記録に残します。 

    ・日常のレクレーションに関しては誰が担当になっても取り組めるように事前に 

準備や方法を共有します。 

    ・ご利用者が作った作品や作業風景の写真を家に持って帰ってもらい、家族にも 

どのような取り組みをしているのかわかるようお知らせします。 

   ⑥送迎・訪問・外出時に安心して移動できるよう安全運転をします 

    ・運転業務の前後には車両点検を行う。事故発生時や不備がある場合には速やか 

に報告します。 

    ・運転に関する検討会や勉強会を開催し安全運転への意識を高めます。 
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    ・スムーズに運転業務ができるよう、運転業務に就かない職員も事業所内の見守 

りや連絡調整、移動移乗介助をしサポートします。 

   ⑦災害時に的確な行動ができるよう設備点検や避難訓練等の防災対策を行います 

    ・消防計画を作成し、防災訓練を年２回以上実施します。訓練実施後には反省会を 

行います。 

    ・消防設備の点検を実施し、不備がある場合には速やかに改修します。 

    ・防災に関する勉強会を年２回以上開催し、日頃からの防災意識を高めます。 

   ⑧事業所全体のスキルアップを目指し、最善の対応をしていくことができるよう 

にします 

    ・研修に参加する機会を設け、参加後には事業所全体にもその内容を伝えていき 

ます。 

    ・緊急時等事業所内で必要なことに関する勉強会や検討会を定期的(年４回以上) 

および随時開催していきます。 

    ・ミーティングや申送りの実施方法を検討し効率よく有意義に意見交換しやすい 

よう工夫していきます。 

  太陽の家馬堀倶楽部 

①ミーティングや申送りの実施方法を検討し効率よく有意義に意見交換をしや 

すいよう工夫していきます 

    ・地域貢献活動を積極的に行う為、一年を通して地域のイベントや活動に参加し 

     ていきます。 

    ・散歩など外出時、緊急時に足を運べる地域の施設との連携を深める事でご利用 

       者が安心して活動できる環境を作ります。 

    ・馬堀倶楽部に気軽に足を運んで貰える様、周囲への視覚的なアプローチの他、 

          運営推進会議での呼びかけを行って行きます。 

②職員全員が小規模多機能への理解を深め、ご利用者の相談を的確に理解できる 

様にします 

    ・2 ヵ月に一度（年 6 回）小規模多機能についてのフロア内研修を行い、理解を 

          深めて行きます。 

    ・法人内の他地域密着サービスについての知識を深め、ご利用者や地域からの相 

          談に全員がしっかりと対応が出来る様にします。 

    ・上記 2 件を継続的に行う事で、サービスに対して職員が地域密着型サービスと 

          して適切な考えを持てる様、職員を育成していきます。 

 

（３） 歯科診療所事業 

  ①地域密着型のわかり易い医療の提供（外来患者数を増やします） 

     ・歯科に関するお役立ち情報を集会所や郵便局や自宅 DM など診療所外にも掲示配

布します。 

        ・社内の他事業所と連携して、ご利用者に対する包括的なサービスの提供を 

行います。 
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     ・治療別のハンドブックを用いて治療の説明を行いわかり易い治療を目指します。 

        ②日常業務や診療時間に対し、効率と合理的な見直しを図ります （診療機会の拡大） 

     ・毎月の目標（運営計画）を掲げて、職員全員で共有して目標達成を目指します。 

     ・診療状況にあった職員配置に変更して、より効率的な治療体制を整えます。 

     ・訪問診療に新職員を配置し、優会の外来時間を確保して診療時間を増やします。 

③口腔ケアの重要性や経口維持に関する知識の社内共有 （職員の資質向上） 

 ・口腔ケアセミナー講演者(指導員)の育成 （セミナープログラムの作成） 

・経験の浅い介護職員向けの施設における口腔ケアセミナー（4 月・10 月）の実 

     施をします。（横須賀・座間各２回） 

・歯科衛生士を対象にした合同研修を年間で 2 回行い、情報交換や共有を目指 

     します。 

④地域における歯科に関する教室開催を通じて、正しい知識や情報を提供します 

・年 2 回（地域の集会所や公民館を利用した）無料歯科検診を実施します 

・他法人の施設における介護職員向けの口腔ケアセミナー（年間 6 件）を 

実施します。 

・年 4 回（附属 3 月・9 月/優会 6 月・12 月 各 1 日間）の虫歯予防の路上啓蒙 

活動を実施します 

 

（４）住宅型有料老人ホーム 

太陽の家公郷 

①新規居宅事業所の開拓 

     ・現入居者担当のケアマネや元入居者担当のケアマネに知り合いのケアマネの 

紹介を依頼します。また紹介されたケアマネに対して施設の案内、入居者 

募集のお知らせを行います。 

      ・介護事業所、行政の行う研修、講習等に参加をして他事業所との交流を図り 

      公郷の紹介を継続して行います。            

②稼働率安定（待機者の確保）・退居から入居までの空室期間の短縮 

 ・定期的に入居希望者に状況の確認を行い、他の有料老人ホームに入居した等の 

確認を行うとともに、担当ケアマネに定期的な連絡を取り、入居希望者の 

情報入手や公郷の空き情報を発信していきます。 

・退居予定が決りそうな時は、入居希望者に声をかけ、医療情報を早めに 

取ってもらい、契約を速やかに行なっていきます。 

③専門知識の質向上 

・有料老人ホーム、訪問介護の知識の向上の為、職員による施設研修・ 

ミーティング等にて勉強会を実施します。 

 ・社会福祉法人として職員の研修実施（どんな事をやっていくか考える）。公郷 

   職員でアンケートを取り、自分達で必要とする研修を考える。それに伴い研 

   修を組み立て実施していきます。 
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④有料老人ホーム公郷としての地域貢献 

・衣笠地域のコミュニティー等に参加し交流を図る。地域の行事に参加や積極的 

     に声掛けを行い、手伝い等を行います。 

・地域のボランティアの募集を行い、ホームに来て頂き交流を持っていきます。 

太陽の家安浦 

①医療ケアに特化した有料老人ホームを目指します 

・入居対象者を、医療、看護サービスが充実したホームを希望される方とし、選ん 

  でいただけるような医療、看護体制を整えます。 

・既存入居者の住み替え（公郷へ）、今後重度化した入居者の住み替え（太陽の家へ） 

 等、ユーアイ内施設間の連携体制を作ります。 

②平均稼働 10.5 室を確保し、売り上げを安定させるとともに収支の改善を図ります 

 ・医療、看護体制を整え、医療機関に対する入居者募集活動を、定期的に継続して 

 行います。 

・入居者のケアプランに対し効率的な職員配置など、勤務時間を調整することに 

  より、人件費の抑制を図ります。 

 ③職員の知識、技術の向上を図り、多様な入居者を受け入れることが出来る介護力を 

付けます 

・外部の研修等に参加し、個々の資質向上を図るとともに、得た知識、技術等を職員 

全員に展開し、現場に活かしていきます。 

 ④入居者・家族に、「安心、満足、温もり」を感じていただきます 

・入居者一人一人の状況、状態を、常に職員全員で共有できる仕組みを作り、 

   維持していきます。 

・入居者、家族が、日々感じている思いを気兼ねなく伝えられる関係づくり、 

環境づくりに努めます。 

 

２ 太陽の家・太陽の家二番館（特別養護老人ホーム・短期入所生活介護事業） 

（１）施設サービス 

①職員資質向上（ケアの改善・向上） 

    ・勉強会の開催や、資格を取得しやすい職場環境を構築し、知識や技術の維持向上を 

     図ります。 

    ・ミーティングやカンファレンスを充実し、問題点の抽出や、改善策を検討し 

取組みます。取組内容について１，２，３か月毎の継続的評価を行います。 

    ・ハート運動（心の介護・優しい介護・職員のメンタルケアの取組）を継続し、 

     ご利用、ご家族の安心・安全・満足に応えていきます。 

    ・職員と家族との交換ノートを継続します。新規入所者ご家族へ担当の自己紹介を記 

     入し、ノートの活用を充実させます。 
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②「誤薬ゼロ」・「忘れ物ゼロ」（短期入所） 

    ・服薬介助は 4 回確認法を実践し、事故防止を徹底します。（①薬ＢＯＸから薬袋を 

      取り朝・昼・夕の確認と、名前を声に出し読み上げて確認をします。 ②側にいる

職員に声掛けをして、取り出した薬が配薬しようとしている利用者の薬で間違いが

ないか二人の目で確認をします。 ③配薬者の前に行き、本人と薬袋の名前が同一

か確認をします。 ④内服前に配薬者であるか本人の前で名前を呼び、確認をしま

す。（3 か月毎の定期的な評価を実施し、誤薬ゼロの振り返りを行います） 

    ・荷物チェック時は声だし確認の実践と、退所準備表の記入は誰が見ても分かりやす 

     い表記にします。 

①社会福祉法人としての役割を果たします（地域貢献） 

    ・地域の行事等へ出向き、お手伝いをしながら地域の方々との輪を広めます。 

②無駄の排除（経費削減） 

    ・改善活動を通して無駄をなくします。（使用物品の定期的な見直し・退室時と入室 

     時の空調管理等） 

③稼働率の維持・向上（特養） 

    ・安定した入所者確保につなげる為、上位候補者を常時 6 名以上に設定します。 

     退所者が出た場合は待機者の方へスムーズな面接を行い、入所を待たれる事への不 

     安を少しでも軽減できるよう努めます。 

    ・緊急性の高い方の早期面接を実施します。 

④稼働率の維持・向上（短期） 

    ・パンフレットの作成及び配布を行い、新規ご利用者の獲得・利用の継続と定着を目指 

     します。 

    ・担当者会議・新規面接へフロア職員も同行し、ご利用者やご家族のニーズが 

     分かる・応えられるシステムを構築していきます。 

    ・部署間での情報共有と、問題点の解決に向けた検討会議を開催します。 

    ・満足度向上に向けたアンケートを行います。（年 3 回 1 月・5 月・9 月） 

⑤施設内感染予防と拡大防止 

    ・インフルエンザ・ノロウイルス等の時期は情報を察知し、発症者が出る前に予防対 

     策を早期実践します。（うがい・手洗い・マスクの着用・面会時注意事項の文章配 

     布や電話連絡・面会制限など） 

    ・研修・勉強会を通じ、職員の意識・技術向上を目指す。感染症発症時は学んだ技術 

     を実践し、初動動作をしっかりと行い、拡大防止に努めます。 

    ・フロア内巡回を定期に実施し、注意喚起を行います。 

    ・感染症発症リスクの高い時期は職員の体調管理を更に強化し、出勤時には体温チェ 

     ックを行い、感染予防に努めます。 

 

（２）栄養サービス 

①経口維持加算算定のための体制を整えます 

  ・栄養委員会で口から食べることについての理解を深め、他職種のスキルを上げます。 
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    ・多職種で摂食嚥下に問題がある利用者を抽出し、栄養委員会において経口維持が続 

     けられるよう、支援の方法を検討します。 

    ・下半期を目処に経口維持加算Ⅰの取り組みを開始する。両施設で加算対象者 10 名 

     を目標とします。 

②食に関するイベントを開催し、食の楽しみの充実を図ります 

    ・年 4 回バイキングを開催します。（パン・ケーキ・フルーツ・寿司など） 

    ・月 1 回 旬の生果物の提供をします。 

    ・全体調理レクを年 1 回以上行います。 

③在宅サービスと連携して地域との関わりを持つ 

・地域包括支援センターの活動に参加し、栄養相談の窓口をアピールします。 

・デイサービス・ショートステイの利用者の「食」に関する問題を把握します。 

④給食委託会社との連携及び安定した食事の提供を行います 

    ・月 1 回給食委託会社と給食会議を開催し、食事に関する問題を把握し、改善策を 

     検討します。 

    ・月 1 回施設栄養士が厨房機器（冷蔵庫・洗浄機・スチームコンべション）の点検 

     を行います。 

    ・非常食の管理を行い、必要に応じて補充を行います。 

 

（３）医療サービス 

①利用者、家族に寄り添い「安心・温もり、満足」して生活して頂けるよう多職種との

連携を強化し、質の高い看護ケアを実践し健康維持に努めます 

    ・健康状態の変化を早期発見し早期対応に努め、誤嚥性肺炎や尿路感染症などによる 

     入院者を昨年の 50%以下にします。 

    ・口腔機能を維持するためミールラウンドや個別機能訓練の充実を多職種連携強化に 

     て図ります。 

    ・誤嚥性肺炎などについての研修を企画・開催する（年 1 回）（歯科連携して行います） 

    ②誤薬ミスをなくす仕組み作りをします 

    ・看護職員のミスをゼロにするため作業システムを改善します。（作業場所・ダブル 

     チェック方法・薬箱の改善・一包化の徹底） 

    ・看護と介護との連携で介護職が配薬しやすいシステムつくりをします。（マニュアル 

     の検討・誤薬強化月間表示・勉強会企画など） 

    ・薬剤に関して研修を通し知識・技術向上に努めます。（委員会での研修企画・外部研 

     修など） 

    ③カンファレンスや各種委員会活動に看護師としての自覚と責任をもち参加し、ケア 

     の質の向上を図れるよう努めます 

    ・個別機能訓練指導員と介護職との連携強化と共有で計画書・実施・記録の徹底と 

     充実を図ります。 

    ・施設内感染ゼロに向けた感染症対策の徹底に努めます。（感染ラウンド・研修参加・

企画） 
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    ・褥瘡・皮膚トラブル予防、早期治癒に向けた取り組みを実施します。 

    （スキンラウンド・研修参加・企画） 

④質の高いサービス提供に向け自己研鑽に努めます 

    ・各種研修に参加し知識・技術の向上に努めます。 

    ・看護研究に取り組みます。（認知症 継続研究） 

    ・看護学生実習に伴い効果的な実習指導ができるよう指導マニュアルを 6 月中に 

     作成し活用します。 

 

３ 太陽の家座間（特別養護老人ホーム・短期入所生活介護事業・居宅介護支援事業） 

（１） 施設サービス 

①利用者 1 人 1 人にあわせたケアを行います 

・現任職員へも理念研修・ユニットケア研修を行い、目指すべきケアを統一する 

（３か月に１回開催し、年間で１回は参加） 

・ご利用者の思いに応えられるように、家族・多職種協働でケアマネジメントの実践 

  を行います。満足度調査を行い、ケアマネジメントの満足度９０％を目指します。 

・職員の対応力向上のため、施設内交換研修・他部署研修を行います。 

  （ユニットで１名ずつ交換研修参加／年） 

・1 人 1 人のリズムで生活ができる環境づくりを行います。 

②働きやすい職場をつくります 

・研修･勉強会を通じて知識･技術の向上を行い、お互いで協力できる環境をつくり 

  ます。 

・有給休暇等の計画的取得と残業時間の管理を行います。 

 （３か月に一度リーダー会議にて確認） 

・「サンクスカード」月間をもうけ、お互いの良いところへの気づき、言いやすい環境 

  を構築します。（年１回開催） 

・ノーリフト運動推進のため、スライディングボードを活用します。 

・表彰制度を設けます。年末に「皆勤賞」「ひやりはっと」等での功績顕著の職員へ 

  の表彰を行います。 

③地域とのつながりをつくります（地域貢献活動の取り組み） 

 ・地域交流スペースの開放を行います。自治会行事への参加をします。 

 ・介護者教室の開催を行い、家族会や地域の方とのつながりを深めます。（年 1 回） 

 ・ボランティア感謝祭を開催します（年１回） 

④事業継続のために、稼働率を安定させます 

・稼働率目標入所 9８％ （待機者の状況確認）ショートステイ８５％ 

・平成 28 年度入院疾患で多かった肺炎への対応力をつけます。口腔ケアの実践と研 

  修の実施。体調の変化の早期発見・早期対応に努める・環境を整えます。 

 （毎日、換気と室温調整） 

・病院との連携を図り、入院日数の調整（半年に一度病院回り実施） 

⑤事例検討を通して、個々の知識・技術向上につなげます 
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・太陽の家施設内発表へ事例提出します（１０月） 

・神奈川県福祉施設研究大会 施設内研究発表への参加し、他施設等の取り組みを 

  知り、施設に活かします。 

⑥栄養サービスの充実 

・多職種協働にて、栄養ケアマネジメントの実践に取り組みます。 

・非常食の管理、提供方法の把握を行います。 

・おいしい食事提供のため、機器のメンテナンス・食器の補充を行います。 

⑦重度者への対応力向上 

・福祉用具活用にて、ご利用者個々にあわせた適切なケアの実施をします。 

・喀痰吸引等登録事業所としての対応力をつけます。 

（研修参加 2 名、施設内研修 実施） 

・医療・介護研修を適時実施し技術向上・対応力向上を図ります。 

⑧入所者のレクリエーション・楽しみの機会の充実 

・ユニットレクの充実。季節行事の提供をします。（年間行事表参照） 

・一人ひとりに合わせたレクリエーションの実施をし、ユニットレクを充実します。 

 

（２） 居宅介護支援事業 

①利用者・家族が「安心・温もり・満足」を感じながら住み慣れた自宅・地域で生涯 

過ごせるように、信頼できる地域に根付いた事業所を目指します 

・地域包括主催の研修参加やケアマネ連絡会への参加を通じて、地域課題の 

 把握・整理を行います。 

・多職種や事業所間での連絡を密に取り連携を深めます。（地域の関係機関と顔の 

  見える関係作りを行う） 

 

4  在宅サービス 

（ 通所事業、居宅介護支援事業、地域包括支援事業、シルバーハウジング事業） 

(１）通所事業（デイサービス） 

①利用者が安心して通え、又利用者を支えることが出来るデイサービスを 

目指します。 

・月１度ケース会議を開き常勤職員も参加しモニタリングを行います。 

・デイ内の勉強会を、主に常勤職員を対象に実施します。 

・外部研修に参加し新たな知識を得て他職員とも共有する。 

②地域貢献を行います 

・介護者教室を開催します。 

・包括主催の体操教室へ参加します。 

・施設で行っている地域貢献活動へ参加します。 

③ADL が低下した方も受け入れられる体制作り 

 ・月１回のケース会議に医務、栄養、短期入所、等参加を促し他部署で行い 

  受け入れの幅を広げます。 
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 ・ＡＤＬの低い方も受け入れられる体制強化します。 

（除圧マット、リクライニング車椅子の購入） 

  ・常勤職員を主に勉強会を実施し個人スキル向上します。 

 

(２）居宅介護支援事業 

①全ての人を対象とした「安心、温もり、満足」を目指した質の高いケアマネジ 

 メントの実践 

  ・障害者相談支援事業所の開設を行います。 

・本人、家族に対するサービス評価を行い、自らのサービスを客観的に振り 

返ります (年１回） 

②質の高いケアマネジメントを実践できるケアマネジャーの育成を行います 

・職員個別の目標達成できるよう計画的な研修参加を行います。 

・事例検討会を行い、ケアマネジメントの実践に対する理解を深めます。（月１回） 

・対人援助研修をミーティング内で行い、コミュニケーション力の向上に努めます。

（月１回） 

・アセスメント過程の報告をミーティング内で実施し、説明力の向上に努めます。 

（月１回） 

③浦賀鴨居地区の地域包括ケアシステムの構築の一翼を担う 

・地域における多職種、多事業所間の研修会を開催します。 

・市民、地域に向けた福祉、介護、医療に関する講演会を実施します。 

（介護者の知恵袋） 

④安定した事業経営を行います 

・「原則断らない」の基本姿勢をもって安定した収入の確保に努めます。 

・職員の連続有給消化率を向上させます。(５割） 

 

（３）地域包括支援事業  

①住み慣れた地域で、「安心・温もり・満足」を感じながら暮らせるように、浦賀地域 

の特性や実状に応じた地域包括ケアシステムの構築を推進し、実現に向けて展開して 

いきます 

＜地域における介護予防の充実を図ります＞      

・担当地域全体に周知し、運動をテーマに主催型介護予防教室を一般向けと 

 男性限定向けで開催します。（年 2 回） 

・支援しているグループ：自立支援を意識し計画的に関わり、課題であるマンネリ化 

 や支援者の支援とし、上半期：第二弾ＤＶＤ（認知予防）を作成し 

 地域に広げます。下半期：栄養面から見た体力作りを企画し、教室を開催します。 

 （派遣型２０回以上/年） 

・新たなグループの立ち上げ：介護予防サポーターフォローアップ講座を年２回 

 開催し、新たなグループへの介入、または立ち上げ支援を行います。 

・認知症サポーター養成講座を開催します。（年２回） 
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＜権利擁護＞  

・地域の教室や回覧板にて広報誌を発行し、虐待・消費者被害・成年後見制度の周知 

 を行います。（年３回） 

・ケアマネに向けた権利擁護の勉強会を開催します。（年１回） 

 ＜総合相談＞ 

・包括の役割を広報誌（年１回）や民生委員、地域団体に対し周知し、より良い連携 

 が図れるようにします。 

<介護予防支援事業> 

・地域の介護支援専門員を対象に、ケアマネジメントプロセスの勉強会を開催します。 

（年１回） 

・新民生委員に対し、地域の役割と総合事業について情報提供を行う為、顔の見える 

 関係づくりを構築します。(年１回） 

②浦賀地域の地域ケア会議の構築を図ります 

＜包括的・継続的ケアマネジメント＞ 

・個別型地域ケア会議を開催します（適宜３回、他随時）。日常的な総合相談の分析 

（年２回）地域に向けたアンケートを実施します。（年１回）。地域資源の把握（随時）。 

 以上により、包括支援センターとして、浦賀地域の課題を抽出します。 

・浦賀地域の関係団体（医療・介護・地域・行政など）と会議や教室を通し、 

 ネットワーク構築の継続、及び、拡大を図ります。 

・昨年より専門職側と共に取り組んでいる入院時の情報共有を実践・評価し、浦賀 

 地域のルールとして定着させることを目的に包括的ケア会議を開催します。 

 （年２回） 

 地域側として、見守り支援の取り組みとして花の種による活動を開始します。 

 （時期；春頃） 

・抽出した地域課題を、浦賀地域・専門職等の関係団体と確認・共有し、 

 それぞれの関係団体が地域づくりや資源開発のヒントとして持ち帰り、 

 協議してもらう事を目的とした包括的ケア会議を開催します。（年１回） 

③法人、包括の職員としての自覚と、自信を持って仕事に取り組むことができる 

・研修などに参加し、専門職としての知識を高めていきます。また教室や会議 

（包括的ケア会議、個別型、ケアマネ勉強会）など、チームとして企画、運営し 

 自信をつけます。 

・包括内で総合相談、プラン作成についての勉強会を開催し、平準化を図ります。 

・自主勉強会（ソーシャルわくわく、事例検討会）を継続し行います。 

④平成３０年介護、医療同時改正に向けたスムーズな移行ができます 

・行政機関や関係機関、地域団体との連携を図り情報収集に努め、早い段階での 

  準備を進めていきます。 

（４）シルバーハウジング事業 

①行政機関や関係機関、地域団体との連携を図り情報収集に努め、早い段階 

 で準備を進めていきます。 
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・緊急時の連絡先の確認を年１回実施します。 

・安否確認の際、異常を早期発見し、必要時には関係機関につなげていきます。 

（ケアマネ、包括、行政） 

・機能低下により支援が必要になった場合は、自立支援を念頭に置き支援して 

いきます。 

②居住者の孤立を防ぎます 

・月１回居住者の交流する場所を提供します。 

・新しい人が入ってきたときは積極的に声掛けし、交流を持てるよう支援して 

 いきます。 

③地域との交流を図ります。 

・生活相談室の場所の提供を行い、ケアマネ、民生委員、包括、地域住民に必 

要時利用してもらいます。 

④相談員としての資質の向上に努めます。 

・年２回研修に参加し、必要に応じ居住者の相談にのるなどスキルアップして 

いきます。 
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4. 職員研修 年間計画 

    階層別研修 コンプライアンス研修 法人研修 

平成

29年 

4 月 新人研修（9 日間） 個人情報研修 
 

5 月 
一般職員研修（4 回） 感染症研修 ケアマネ試験対策講座 

管理職研修   
 

6 月 
一般職員研修（4 回） 

  

管理職研修   ケアマネ試験対策講座 

7 月 
一般職員研修（4 回） 

 
ケアマネ試験対策講座 

管理職研修   
 

8 月 
一般職員研修（4 回）   介護福祉士試験対策講座 

管理職研修   ケアマネ試験対策講座 

9 月 
一般職員研修（4 回） 感染症研修 介護福祉士試験対策講座 

管理職研修   ケアマネ試験対策講座 

10

月 

一般職員研修（4 回）   施設内研究発表大会 

管理職研修   介護福祉士試験対策講座 

    ケアマネ試験対策講座 

11

月 
一般職員研修（4 回） 腰痛予防研修 介護福祉士試験対策講座 

12

月 
  看取り研修  介護福祉士試験対策講座 

平成

30年 

1 月   褥瘡研修 介護福祉士試験対策講座 

2 月   身体拘束・虐待・事故対策研修 
 

3 月 
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5．施設行事 年間計画 

  太陽の家 二番館 座間 

平成 29 年 

4 月 
   家族総会 

   お花見 

   家族総会 

お花見  
   

5 月 

14日 母の日 

施設内喫茶 

 川間町祭礼 

14日 母の日 

川間町祭礼 
14日 母の日  

6 月 
18日 父の日 

   マジックショー 
18日 父の日    

7 月  お楽しみ会 
 

7日 七夕  

8 月 
 浦賀花火大会 

 長瀬町内会祭礼 

久里浜花火大会 

 長瀬町内会祭礼 

5日 花火鑑賞会 

12日 納涼会 
 

9 月 18日 敬老会 18日 敬老会 18日 敬老会  

10 月  秋祭り  秋祭り  ボランティア感謝祭  

11 月  ボランティア感謝祭 

 ボランティア感謝祭 

 文化展 

 施設内喫茶 

  

12 月 

 ゆず湯 

 クリスマス会 

28日 餅つき 

 ゆず湯 

 クリスマス会 

28日 餅つき 

 

21日 クリスマス会 

 

 

平成 30 年 

1 月       

2 月 3日 節分 3日 節分   

3 月 
3日 雛祭り喫茶 

   三和保育園 

3日 雛祭りバザー 

 三和保育園 
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６．各種委員会一覧表 

太陽の家･二番館 

委員会名 目的 構成委員 開催頻度 

入所判定 

委員会 

入所規定に基づき、入所の

判定を行う 

施設長、医療サービスＧＭ、在宅サービス

ＧＭ、施設Ｍ、施設ケアマネ、管理栄養士、

その他施設長の指名する職員 

1回/月 

苦情処理 

委員会 

苦情について情報を共有。

また検討・解決を図る 

施設長、各サービスＧＭ、各サービスＭ 

その他施設長の指名する職員 
1回/月 

事故対策 

委員会 

利用者の事故防止、設備、

備品の点検及び検討を行う 

施設長、施設サービスＭ、 

施設ケアマネ、看護師、介護職員 
1回/月 

身体拘束 

委員会 

身体拘束防止について意識

向上。また、点検や身体拘

束防止について検討を行う 

施設長、ケアマネ・相談マネージャー 

看護師、生活相談員、施設ケアマネ 

介護職員 

1回/2ヶ月 

感染症対策 

委員会 

感染症の予防と対策、発生

時の対策を検討する 

施設長、医療サービスＧＭ、看護師、施設

ケアマネ、介護職員、管理栄養士 
1回/2ヶ月 

 褥瘡対策 

委員会 

褥瘡予防の対策と発生時の

対策を検討する 

施設長、医療サービスＧＭ 

看護師、生活相談員、施設ケアマネ 

介護職員、管理栄養士 

1回/2ヶ月 

 医療安全 

 委員会 

喀痰吸引等、医療安全対策

について検討する。また看

護・介護の連携に関する体

制を整える 

施設長、医療サービスＧＭ 

看護師、生活相談員、施設ケアマネ 

介護職員、管理栄養士 

1回/3ヶ月 

給食委員会 

栄養ケアマネジメントの実

践を通して、食事の大切さ

を検討する 

管理栄養士、介護職員 1回/月 

衛生委員会 

労働者の健康障害の防止、

健康の保持増進、労働災害

の防止など衛生管理体制を

整備する 

施設長、産業医、衛生管理者、その他労働

安全に関わる職員 
1回/月 

 看取り委員会 

看取り指針の作成、看取り

事例を通して看取り方法の

検討する 

ケアマネ・相談マネージャー、施設ケアマ

ネ、管理栄養士、看護師、介護職員 
随時 

教育委員会 
専門職としての知識・技術

の向上を図る 
医療サービスＭ、施設サービス職員 1回/月 
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 太陽の家座間 

委員会名 目的 構成委員 
開催時期 

（原則） 

苦情処理委員会 
施設に対する苦情について

検討し解決を図る 

施設長、法人本部、マネージャー 

アシスタントマネージャー、生活相談員、

その他施設長の指名する職員 

随時 

入所判定委員会 
入所規定に基づき、入所の

判定を行う 

施設長、マネージャー、アシスタントマネ

ージャー、生活相談員、施設ケアマネ看護

師、その他施設長の指名する職員 

1回/月 

リスクマネジメ

ント委員会 

施設設備・備品等の危険性

の点検、入所者の事故の検

討と対策の検討 

施設長、マネージャー、アシスタントマネ

ージャー、生活相談員、看護師、その他施

設長の指名する職員 

1回/月 

感染症予防委員

会 

感染症の予防と対策、感染

症発生時の対応を検討する 

施設長、アシスタントマネージャー 

看護師、生活相談員、施設ケアマネ 

介護職員 

1回/2ヶ月 

褥瘡対策委員会 
褥瘡の予防と対策、発生時

の対応を検討する 

施設長、アシスタントマネージャー 

看護師、生活相談員、施設ケアマネ 

介護職員 

1回/2ヶ月 

身体拘束・虐待

予防委員会 

身体拘束、虐待予防の啓発

と入所者対応の検討 

マネージャー、アシスタントマネージャー 

生活相談員、施設ケアマネ、介護職員 
1回/2ヶ月 

ターミナル委員

会 

看取り対応の体制作りと看

取り対応者への対応検討 

マネージャー、アシスタントマネージャー 

施設ケアマネ、介護職員 
1回/月 

行事委員会 施設内行事の企画 生活相談員、介護職員、看護職員 1回/月 

広報（PC)委員会 広報誌の発行と PC管理 
アシスタントマネージャー、生活相談員 

介護職員 
1回/2ヶ月 

マナーインテリ

ア委員会 

職員の接遇向上の取り組み

検討と、施設内の設え実施 
マネージャー、介護職員 1回/2ヶ月 

教育推進委員会 

食事・入浴・排泄介助等の

技術向上のための研修や教

育方法の検討 

マネージャー、アシスタントマネージャ

ー、ユニットリーダー 
1回/月 

メンタルヘルス 
職員のメンタルヘルスの管

理 

アシスタントマネージャー、生活相談員 

介護職員 
随時 

給食委員会 
入所者の食事・栄養管理に

関しての課題への対応検討 

施設長、マネージャー、アシスタントマネ

ージャー、管理栄養士、看護職員、ユニッ

トリーダー、生活相談員、施設ケアマネ 

1回/月 
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７．平成２９年度各部最重点取組項目 

各部毎に最重点取組項目を設定、昨年度に設定した項目の振り返りを踏まえ、確実に実行して 

いきます。四半期ごとに進捗状況を確認し、目標達成率を評価していきます。 

 

１．法人本部 

（１）法人管理部  

 ● 平成 30 年 4 月開所を円滑に行えるよう準備を行います(太陽の家羽沢) 

 ● 平成 30 年 1 月開所を円滑に行えるよう準備を行います（太陽の家逸見） 

 ● 平成 30 年 4 月開所を円滑に行えるよう準備を行います（太陽の家浦賀） 

 ● 事業所間連携の推進と法人運営の基盤強化に努めます（本部） 

 ● 入力業務の効率的遂行と新しい入力の提案（データセンター） 

 

（２）小規模多機能型居宅介護事業（安浦倶楽部・馬堀倶楽部） 

 太陽の家安浦倶楽部 

 ● 地域や他事業所に小規模多機能のことや空き情報を知ってもらえるよう働き 

   かけを行う。町内会や会議等に参加させてもらい、見学会開催の検討をします。 

 ● 合同のミーティングや研修会を定期的（年３～４回）に開催し、職員間の交流 

   を図るとともに情報共有や意見交換をしていきます。 

 ● 室温・湿度等の管理をし、過ごしやすい環境を整えます。またゆっくり休める 

   スペースを確保し体調や気分に合わせて気兼ねなく過ごせるよう配慮していき 

   ます。 

 太陽の家馬堀倶楽部 

 ● 地域貢献活動を積極的に行う為、一年を通して地域のイベントや活動に参加 

    していきます。 

 ● 2 ヵ月に一度（年 6 回）小規模多機能についてのフロア内研修を行い、理解 

    を深めて行きます。 

 

（３）歯科診療所事業（口腔介護センター） 

 ● 歯科に関するお役立ち情報を集会所や郵便局や自宅 DM など診療所外にも 

    掲示配布します。 

 ● 毎月の目標（運営計画）を掲げて、職員全員で共有して目標達成を目指します。 

 ● 口腔ケアセミナー講演者(指導員)の育成 （セミナープログラムの作成） 

 

（４）住宅型有料老人ホーム事業 

  太陽の家公郷 

 ● 現入居者担当のケアマネや元入居者担当のケアマネに知り合いのケアマネの

紹介を依頼します。また紹介されたケアマネに対して施設の案内、入居者募集

のお知らせを行います。 
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 ● 定期的に入居希望者に状況の確認を行い、他の有料ホームに入居した等の確認。 

 を行い、担当ケアマネにも定期的な連絡を取り、入居希望者や公郷の空き情報 

を発信していきます。 

 ● 有料ホーム、訪問介護の知識の向上の為、職員による施設研修・ミーティン 

   グ等にて勉強会を実施します。 

       太陽の家安浦 

● 入居対象者を、医療、看護サービスが充実したホームを希望される方とし、 

  選んでいただけるような医療、看護体制を整えます。 

● 医療、看護体制を整え、医療機関に対する入居者募集活動を、定期的に継続 

  して行います。 

● 外部の研修等に参加し、個々の資質向上を図るとともに、得た知識、技術 

   等を職員全員に展開し、現場に活かしていきます。 

   

２. 太陽の家・太陽の家二番館 

（特別養護老人ホーム・短期入所生活介護事業） 

（１）施設サービス 

  ● 勉強会の開催や、資格を取得しやすい職場環境を構築し、知識や技術の維持 

    向上を図ります。 

  ● 服薬介助は 4 回確認法を実践し、事故防止を徹底します（①薬ＢＯＸから薬袋 

   を取り朝・昼・夕の確認と、名前を声に出し読み上げて確認します。 ②側に 

   いる職員に声掛けをして、取り出した薬が配薬しようとしている利用者の薬で 

   間違いがないか二人の目で確認をします。 ③配薬者の前に行き、本人と薬 

   袋の名前が同一か確認します。④内服前に配薬者であるか本人の前で名前を 

   呼び、確認します。（3 か月毎の定期的な評価を実施し、 

   誤薬ゼロの振り返りを行います） 

● 地域の行事等へ出向き、お手伝いをしながら地域の方々との輪を広めます。 

 

（２）栄養サービス 

  ● 栄養委員会で口から食べることについての理解を深め、他職種のスキルを上 

    げます。 

  ● 年 4 回バイキングを開催します。（パン・ケーキ・フルーツ・寿司など） 

  ● 地域包括支援センターの活動に参加し、栄養相談の窓口をアピールします。 

 

 （３）医療サービス 

● 健康状態の変化を早期発見と早期対応に努め、誤嚥性肺炎や尿路感染症な 

  どによる入院者を昨年の 50%以下にします。 

● 看護職員のミスをゼロにするため作業システムを改善します。（作業場所・ 

  ダブルチェック方法・薬箱の改善・一包化の徹底） 
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● 個別機能訓練指導員と介護職との連携強化と共有で計画書・実施・記録の 

  徹底と充実を図ります。  

 

3．太陽の家座間 

（特別養護老人ホーム・短期入所生活介護事業・居宅介護支援事業） 

 （１）施設サービス  

● 現任職員へも理念研修・ユニットケア研修を行い、目指すべきケアを統一 

する（３か月に１回開催し、年間で１回は参加） 

● 研修･勉強会を通じて、知識･技術の向上を行い、お互いで協力できる環境 

   をつくります。 

● 地域交流スペースの開放を行います。自治会行事への参加。 

 

（２）居宅介護支援事業 

●  地域包括主催の研修参加やケアマネ連絡会への参加を通じて、地域課題の 

   把握・整理を行います。 

 

４．在宅サービス 

 （１）通所事業（デイサービス） 

   ● 月１度ケース会議を開き常勤職員も参加しモニタリングを行います。 

      ● 介護者教室の開催。 

      ● 月１回のケース会議に医務、栄養、短期入所、等参加を促し他部署で行い 

  受け入れの幅を広げます。 

 

 （２）居宅介護支援事業（太陽の家居宅介護支援センター） 

● 障害者相談支援事業所の開設を行います。 

● 職員個別の目標達成できるよう計画的な研修参加を行います。 

● 地域における多職種、多事業所間の研修会を開催します。 

 

 （３）地域包括支援事業（浦賀・久里浜第一地域包括支援センター） 

● 担当地域全体に周知し、運動をテーマに主催型介護予防教室を一般向けと 

  男性限定向けで開催します。（年 2 回） 

● 個別型地域ケア会議の開催 適宜３回、他随時）。日常的な総合相談の分析 

 （年２回）。地域に向けたアンケートの実施（年１回）。地域資源の把握（随時）。 

  以上により、包括支援センターとして、浦賀地域の課題を抽出します。 

 

● 研修などに参加し、専門職としての知識を高めていく。 

   また教室や会議（包括的ケア会議、個別型、ケアマネ勉強会）など、チーム 

   として企画、運営し自信をつけます。 
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（４）シルバーハウジング事業 

    ● 緊急時の連絡先の確認を年１回実施します。 

    ● 月１回住民間の交流する場所を提供します。 

    ● 生活相談室の場所の提供を行い、ケアマネ、民生委員、包括、地域住民に 

  必要時利用してもらいます。 

 

 

 


