
平成２７年度 清瀬療護園 事業計画書 

 

１. 前年度の総括 

サービス提供基準の策定、運営基準の順守等、コンプライアンスの周知徹底については、自己点検

に基づく検証会議を開催し、リスクマネジャーを中心に職員に注意喚起の実施を図ったが、職員全

員への徹底ということはではまだ十分でなく、今後も取り組みを継続する必要があります。 

個別支援計画による昼間の利用者が生き生き活動できるようなサービスメニューの拡充を利用者

と伴に模索しました。季節の催しとして、「花見の会」「まめまき」、「ミニ夏まつり」「納涼会」、「年

末パーティー」誕生会で「カラオケ店」に外出、大型バスによる「買い物外出」等を企画しました。 

相談支援事業を通して自立した生活を支えるための相談活動に取り組み、利用者のニーズの把握に

努めましたが、個別支援計画作成への反映が不十分であり、今後に課題を残しました。 

地域に根ざした施設づくりとして、他法人との協力関係に重点を置き、外部講師による研修会への

呼びかけや、理学療法士や管理栄養士の派遣の実施し好評を受けました。今後も継続事業と考えて

います。 

スパーバイザーによるカンファレンスを定期的に開催し、職員の視点も広がり個別支援計画の内容

の具体化が進みました。 

接遇研修を今年度初めて外部講師により開催したが、職員や他事業所職員からも「新鮮だった」と

の意見が出されました。今後も開催を考えています。また、人材育成として資格取得のため法人本

部より講師が派遣され定期的に学習会が開催されました。 

福祉人材の育成事業として、介護福祉士、社会福祉士、教員免許等の実習生の受入を積極的に行い、

当園も「気づき」の場として活用できました。 

最後に清瀬市と協定を締結した障害者虐待防止法に基づく緊急一時避難は幸いにも要請はありませ

んでしたが、いつ何時発生しても対応できる体制は定着しました。 

 

２.中期目標（平成 27年度～31年度） 

１）建て替えを見据えた体制整備 

平成 29 年 4 月に開所する清瀬療護園を見据えた、人材育成・支援体制（選択できるサービス体

制）・地域に暮らす障害者の受け入れ体制を整備していきます。具体的にはリーダー層の育成、

新調理システムの研究、支援員の医療行為に対する研修ならびに看護師との連携や利用者ニーズ

に合わせた支援体制の構築を平成２８年度までに整備します。 

２）人材の確保 

   今後の年齢別人口割合を考慮すると、ますます福祉の担い手の人材確保は難しくなり、如何にし

て人材を確保し、定着していくかが、今後の事業運営にも大きな影響を与えます。平成２９年度

までに施設単位の雇用から新卒者を基本とした法人採用面接に切り替え、平成３１年度までに適

材適所の配置が可能となる施設間異動に法人と協議しながら取り組みます。 

 

３.重点課題（平成２７年度） 

１）夜勤３名体制実施後のフィードバック（利用者アンケート含む）を１０月までに生活支援課が実

施し、利用者ニーズを踏まえた上で、サービス体制の見直しを図る。サービス計画担当が短期入

所の登録者数を現行の２５名から３５名まで増員し、通所生活介護利用者数を現行の２,５名から



８名まで増員します。 

２）法人研修計画（基礎研修講座・中堅研修講座・施設間交流会・連絡会・専門研修）を参加させる

とともに施設の研修計画に基づき、職員のスキルに応じた研修計画を実施します。また、新任職

員の育成期間は１年とし、３カ月に１回、評価・面談を副主任または主任が実施し、年に１回、

全職員を対象に管理者による面談を実施します。 

  また、施設建替えのため、他施設への見学を定期的（２ヶ月に１回以上）に実施し学習します。 

さらに、介護キャリア段位制度の導入のため、アセッサー（評価者）育成のため５名以上、資格

取得の講習会に参加させます。 

３）研究発表会への参加を実施します。７月に開催される全国身体障害者施設協議会研究大会及び１

０月に開催される関東甲信越地区身体障害者施設職員研修への研修参加ならびに発表を実施す

る。また、６月実施の関東甲信越地区身体障害者施設長会議は東京都開催のため、運営スタッフ

として大会へ参加します。 

 ４）地域に根差した施設づくりのため、清瀬市自立支援協議会へ参加し情報共有に基づく取り組みや

地域の福祉事業所との協力体制を維持していきます。また、社会資源の活用として、ボランティ

アの受け入れを強化するため、６月までに受け入れ体制の見直し及びインターネット有効活用や

受け入れ施設としての意識向上に努めます。さらに、施設内で実施する実習生による演奏会への

招待や一年に一度は、地域住民参加型の防災訓練を行います。 

 ５）グループホームの開設に向けて法人と連携して情報収集や書類の整備を実施します。 

 

４.研修計画 

  以下のとおり実施する。 

月 法人内 施設内 施設外 施設間交流 

４月 基礎研修講座 

 

計画相談 食品衛生講習会 

（管理栄養士） 

 

５月 中堅研修講座 

 

介護基礎研修１ 

（排泄支援） 

スキルアップ研修 

（生活支援員） 

他施設見学会 

６月  食中毒予防 

 

関東甲信越地区身

体障害者施設施設

長会議 

栄養技術講習会 

２回（調理師） 

他施設出向研修 

支援員１名 

７月   全国身体障害者施

設協議会研究大会 

他施設見学会 

８月 基礎研修フォロー

アップ研修 

 

支援計画 

 

スキルアップ研修 

（生活支援員） 

 

９月  接遇（外部講師） 

 

栄養管理講習会 

（管理栄養士） 

他施設出向研修 

支援員１名 

他施設見学会 

１０月 基礎研修講座 介護基礎研修２ 関東甲信越地区身  



（食事支援） 体障害者施設職員

研修 

食品衛生講習会 

（調理師） 

１１月  感染症予防 スキルアップ研修 

（生活支援員） 

他施設見学会 

１２月 中堅研修講座 障害者虐待防止

法、権利擁護 

栄養管理講習会 

（管理栄養士） 

 

１月 基礎研修フォロー

アップ研修 

防災防火管理  他施設出向研修 

支援員１名 

他施設見学会 

２月  障害者虐待防止法 

介護基礎研修３ 

（入浴介助） 

栄養管理講習会 

（管理栄養士） 

栄養管理講習会 

（調理師） 

 

３月  労働安全  他施設見学会 

 

５.職場環境の整備 

 １）利用者への安全配慮 

   毎月１回定例および重大事故については緊急でトータルリスクマネジメント委員会を開催し、事

故の検証や対応策の打ち出し、危険予知の取り組みや対応策の実施状況の確認を行い、利用者へ

の安全配慮を実施します。 

 ２）衛生保持 

   日々の整容（爪切りや耳垢とり）を実施すると共に半年に１回の衣替えや居室整理を実施します。

また、日々の外部業者による定期清掃や一年一回、居室のエアコンを清掃するとともに、生活支

援員が居室等の整理整頓の支援や利用者の利用する空間を定期的に点検して、快適な空間を維持

します。 

 ３）労働環境 

  ①特殊健康診断の実施 

   7月・1月に各２回ずつ、外部医療機関による特殊健康診断を施設内で実施します。 

  ②作業環境の巡視・労働安全衛生委員会の開催 

   毎月第３水曜日に産業医、安全衛生管理者がチエック項目に基づき作業環境の点検を実施しま

す。 

  ③腰痛防止マニュアルの作成 

   作業方法について理学療法士と安全衛生管理者が連携して腰痛予防に着目した支援方法につい

てマニュアル作成を実施します。 

     

６.各種計画一覧 

 行事 健康管理 懇談会・調査等 防災訓練 

４月 お花見会 利用者定期健診 施設懇談会  



５月 カラオケ外出 職員定期健診 施設懇談会 総合訓練 

６月 小金井公園へ行こう。  茶話会  

７月 七夕会（ミニ行事） 

野球を見に行こう 

 施設懇談会 

食事懇談会 

夜間想定訓練 

８月 夏祭り（ミニ行事）  施設懇談会  

９月 秋のひととき  茶話会 

利用者アンケート 

総合訓練（合同） 

１０月 映画鑑賞外出 利用者定期健診 施設懇談会  

１１月 コンサートへいこう 

紅葉祭り 

インフルエンザ予

防接種 

職員定期健診 

施設懇談会 

食事懇談会 

残食調査 

総合訓練（地域住

民参加型） 

１２月 年末パーティー  茶話会  

１月 お正月（ミニ行事） 

ホッケーを見に行こう 

 施設懇談会 夜間想定訓練 

２月 豆まき（ミニ行事） 

バレンタインデー 

（ミニ行事） 

 施設懇談会  

３月 ホワイトデー 

（ミニ行事） 

 茶話会 総合訓練（合同） 

 

７.職員配置 

職種 常勤数 非常勤 

（常勤換算数） 

職員数計 有資格数 

 

施設長 

（管理職） 

１ 

（３） 

０ １ 

（３） 

１ 

（３） 

医師 １ ０ １ １ 

相談支援専門員 １ ０ １ １ 

サービス管理責任者 ２（兼務） ０ 

 

２ ２ 

機能訓練士 １ ０,１ １,１ ２ 

看護師 ９ ０,７ ９,７ １０ 

管理栄養士 １ ０ １ １ 

生活支援員 ５７ １０,３ ６７,３ ２８ 

事務員 ２ ０ ２ ２ 

調理員 ３ ２ ５ ４ 

洗濯員 ０ ２,４ ２,４  

運転員 ０ １,５ １,５  

合計 ８１ １７ ９８ ５５ 
 



 


