
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30 年度事業計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成 30年度 社会福祉法人平成福祉会 事業計画 

 

 《 法人 》 

 

  平成２９年４月に社会福祉法人制度の見直しがおこなわれ、社会福祉法人が優れた 

公益性と非営利性を発揮すること、組織・事業の透明化を図ること、地域において 

公益的な取り組みを行うこと等が盛り込まれました。地域社会において社会福祉法人 

が特定の領域に留まることなく地域のあらゆる生活課題や福祉ニーズに総合的かつ専門的 

に対応する役割を期待されています。 

  当法人でもこれまで以上に居宅サービスや総合事業に力を入れ、在宅支援センターと協力 

し、地域の皆様からの信頼を高めていくため法人が一体となって事業に取組んでいきます。 

 また今年度は診療報酬と介護報酬の同時改定があります。この件に関しても内容を注視し 

対策を講じることで法人運営が安定するように努力していきます。 

  

 《 介護老人福祉施設 》 

 

（ユニット型・従来型特養施設共通目標） 

 ★基本理念と基本方針を正しく理解して支援することを徹底する。 

 ★支援の個別化を継続して行う 

★新たな加算取得のために、多職種連携、チーム支援を行っていく 

 

  （具体案） 

★「尊厳の保持」「プライバシー保護」 

居室の入退室時やトイレ・入浴時の配慮 

敬意のあるコミュニケーション 

 

★「生活の質の維持、向上」「自立支援」「自己選択できる環境」 

入居者様に合わせた居室環境作りと本人主体の生活の実施 

自立支援の側面からアセスメントを行い、計画作成及び実施 

自己選択ができる環境の提供 

 

★「安心して暮らすことができるための支援」 

個別的な支援 

家族が訪問しやすい施設作り 

 

★「家族交流」「社会・地域交流」 

地域との交流を行う 

 地域住民向けの祭りの実施 

 

家族と本人と職員との交流会の実施 

 介護職員の「運営」に対する意識づけの実践 



（ユニットもしくはフロアーごとに年間行事予算を決め、その予算内で行事を実施して 

いく。） 

 

★「職員の自己研鑽・知識向上・スキルアップ」 

施設内勉強会の内容の充実 

施設外研修に参加した職員からの伝達研修の充実 

 喀痰研修、ユニットリーダー研修への参加 

EPA 候補生の介護福祉士習得を 

 

 

《 ユニット型 短期入所施設  》 

《 従来型特養 短期入所施設  》 

 

ユニット型短期入所施設、従来型短期入所施設ともに利用して頂いた利用者様に満足しても

らえる事業所を目指します。 

ユニット型短期入所施設は、プライバシー保護や個別性を重視した支援内容が利用者様から

好評を得ております。 

従来型短期入所施設は、経済的負担面が少ないこと、レスパイトケア的な利用により評価を

得ています。 

今後は、さらに個々のご家庭におけるニーズや問題点が複雑化していくことも予想されるた

め、虐待ケースや緊急での対応が必要となったケース、在宅で一時的に介護負担が増加したケ

ース、若年性認知症の方の受け入れ等を、昨年度以上に積極的に受け入れていきたいと思いま

す。 

また、外出や買い物支援を取り入れることで、新たな利用者様の獲得を目指します。 

平均稼働率は両事業所共に 90％以上を目標とし、地域の中で『利用したいショートステイ

No１』となれるよう努力します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成 30 年度 ヴィラ四日市年間行事計画 （案） 

 

 項目 

４月 桜の花見・園内散策 

個別お買い物支援（入居者・短期利用者） 

５月 散策（園芸） 

地域民生委員への見学説明会 

個別お買い物支援（入居者・短期利用者） 

６月 散策（ショッピング） 

家族様と作るヴィラ四日市の開催 

個別お買い物支援（入居者・短期利用者） 

７月 七夕会・地域のお祭り散策 

個別お買い物支援（入居者・短期利用者） 

８月 流しソーメン・花火大会鑑賞会 

個別お買い物支援（入居者・短期利用者） 

９月 敬老会（諏訪太鼓を家族様と一緒に鑑賞会） 

個別お買い物支援（入居者・短期利用者） 

１０月 運動会・散策（園芸） 

個別お買い物支援（入居者・短期利用者） 

１１月 紅葉遠足・散策 

個別お買い物支援（入居者・短期利用者） 

１２月 クリスマス会・餅つき大会 

個別お買い物支援（入居者・短期利用者） 

１月 初詣 

個別お買い物支援（入居者・短期利用者） 

２月 節分祭り（豆まき） 

３月 雛祭り鑑賞 

個別お買い物支援（入居者・短期利用者） 

定例行事 誕生会・移動美容室・売店販売（週２回）フラワーアレンジメン

ト 

※入居者様誕生日に合わせた、家族様、入居者様、職員による誕生会の実施（定期開催） 

※年間予算に合わせた運営手法を身に付け、責任とやる気を出すための取り組みを実施予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

平成 30 年度 訪問介護事業計画（案） 

 

 

平成 30 年度は、ご利用者様に関わる介護報酬が改定されます。 

利用料金の変更で、ご利用者様に混乱がおきないようしっかりと説明を行い、安心してご利

用頂けるように心がけます。また、新規利用者の多数獲得を目標に日々の営業活動に力をいれ

ていきたいと思います。 

 

・利用者獲得のための営業 

平成 30 年 1 月現在予防給付が 73％、介護給付が 27％と介護給付の割合が少ない状態です。 

介護給付の割合を増やしていく為に近隣の居宅介護支援事業所に新規利用者を紹介して頂ける

様に営業活動を強化していきます。 

また、身体介護の評価が上がると想定されるため少しでも身体介護のケースを頂ける様に営

業を行います。 

 

・サービス提供  

ご利用者様のニーズにあった支援を行います。職員が各々に訪問しサービスを提供するため

支援内容にバラつきがない様、ミーティングを密に行うなど職員間のコミュニケーションをと

りながら同一レベルの支援が出来るようにします。 

ご利用者様についての支援内容、健康状態などを職員で共有し、安心・安全に生活していた

だける様 支援させて頂きます。 

 

・職員研修 

訪問介護員ためのスキルアップ勉強会を行い、利用者様に対し適切な対応が出来る様、職員

育成に力を入れていきます。 

職員間での情報共有、技術指導、ケアマネジャーとの連携を強化し、利用者様に安心して日

常生活が送れるようにサポートしていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

平成 30 年度 ヴィラ四日市通所介護センター事業計画（案） 

 

 ● ヴィラ四日市基本理念に基づき今年も【個人の人格を尊重した介護を心がけます】 

利用者様に寄り添い・話を傾聴し“個”を知ることで人格を尊重したサービスを提供して 

いきます。 

  

              ～具体案～ 

職員一人一人が時間に余裕を持ち、利用者様の声に耳を傾け、じっくりと話を聞くことで

利用者様“個人”への理解を深める。 

ランチバイキング、個別活動を継続することで知り得た情報を活用することでサービス向

上へ繋げる。 

 

 

 ● 平成 30 年度４月より基本報酬改定に伴いサービス提供時間が変更となるため、利用者様

のニーズに合わせ、見直しを行っていきます。 

また総合事業に関しては、行きなれた場所・見慣れた職員がいるデイサービスに行けるこ

とで利用者様・ご家族様が安心でき、要支援者が要介護状態に軽度が重度になった場合でも、

ひき続き利用できるように、総合事業での要支援者の受け入れも行っていきます。 

  

  

 ● 他職種で連携し利用者様・家族様との信頼関係が築けるよう職員の研鑚に努めていきます。

また正社員・パート問わず全職員に対して勉強会やミーティングなどを行い、職員の得意な

ことを把握し、その分野でリーダーシップを取ることで、職員のやりがいのある職場作りを

継続します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

平成３０年度 富洲原通所介護センター 事業計画（案） 

 

平成２９年度は、新規利用者獲得のため送迎範囲を拡大するなどして幅広く利用者様にご

利用いただけるよう営業活動にも力を入れてきました。 

今年度も一人でも多くの利用者様にご利用いただけるよう、近隣居宅介護支援事業所を中

心に営業に伺い、新規利用者様の獲得に力を入れていきます。 

又、平成２９年４月より理学療法士が常勤で配置され、専門職による機能訓練の提供がで

きるようになり、利用者様やケアマネジャーの方からも好評を得ております。 

今後も充実したサービスの提供、特に利用者様の心身機能の維持ばかりではなく、利用者

様自身が進んで利用して頂けるデイサービスを目指していきます。 

   

 

具体的な方針 

 

営業の強化：送迎範囲を拡大し、より多くの利用者様に来ていただけるよう、近隣の居宅介

護支援事業所等に定期的に足を運び、ケアマネジャーとの関係作りを行いま

す。 

また、在宅介護支援センターと連携をとり、民生委員や地域住民にアピールし、

稼働率が９０％以上になるよう新規利用者様の獲得をしていきます。 

 

サービスの内容：集団レクばかりではなく個々でのレクが楽しめるよう、多様なレクを提供

し、皆様に楽しんで頂けるよう取り組みます。 

             広い浴槽での一般浴では、日々様々な入浴剤を使用し、温泉気分を味わっ 

             て頂き、物療機器・足浴などのマッサ―ジや、利用者様と一緒に作るおや 

つ作りやスイーツバイキング、季節行事などのイベントを実施したり、理 

学療法士の指導による集団体操や個別対応の機能訓練を充実していきま 

す。 

 

地域交流：現在継続しているデイサービスでの老人会のボランティアや介護相談員の受け入 

れを今年度も継続していきます。地域の方と直接接する機会として、センターで 

のサービス提供を実際に見ていただき、来ていただいた地域の方々からも利用を 

勧めていただけるようにしていきます 

      又、近隣の中学生の職業体験や、ハンドベルなどの演奏会も継続していきご利用 

者様と触れ合う機会を作っていきます。 

 

職員研修：正職員・パート問わずに全職員に対して、様々な勉強会や研修を行い、スキルア 

ップを図ります。利用者様・ご家族様と信頼関係が築け基本理念「家族で支える 

介護をサポートします」に基づいたスタッフ育成に力を入れていきます。 

 

 



 

レク計画 

              

＊ 毎月 誕生会・ＭＶＰパーティ・散髪（有料）・スイーツバイキング実施 

 

 

 

 

 
 

４月 お花見 花を愛で、日本の春を身体で感じていただく 

５月 お楽しみパーティ 新緑をあびて庭でティータイム 

６月 創作活動 作る喜び、完成する喜び 

７月 七夕 短冊に願いを込めて 

８月 夏祭り 太鼓の音に合わせて歌って踊りましょう 

９月 敬老の日 長寿への感謝の気持ちを込めて 

１０月 紅葉・散策・御買い物 秋を肌で感じましょう 

１１月 創作活動 来年度の干支製作（陶芸） 

１２月 クリスマス会・ 

お餅つき 

職員と利用者様一緒に楽しもう 

感謝と新しい年への期待 

１月 初詣 新年への希望と健康を祈願 

２月 節分祭り 一年間の多幸を祈願して 

３月 ひな祭り 一足早く春を体感しましょう 



 

平成 30年度ヴィラ四日市在宅介護サービスセンター事業計画（案） 

居宅介護支援事業 

   

平成 30年度は、4月からの医療・介護の同時改定があり様々な事柄(自己負担額の見直し、福祉用

具貸与価格の見直し、新しい介護保険施設「介護医療院」の創設、共生型サービスの位置付け、ケア

マネ管理者の役割の明確化、特定事業所集中減算の見直しなどの運営基準の見直しなど)が、決定さ

れつつ有ります。医療と介護が融合していく流れの中、地域の高齢者にとってより有益になるような支

援をしていくために、必要な情報を早くにキャッチし、それをどう活用していくかを考えていく必要があり

ます。 

四日市市では、平成 29 年度から予防給付が「介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）」

としてスタートし、対象となる要支援高齢者に少しずつですが浸透してきています。大矢知地

区の居宅介護支援事業所として、行政・地域包括支援センター・在宅介護支援センター・地域

の関係者等と情報交換を密にしながら今後も対応をしていきます。 

支援を必要とする方々が「住み慣れた地域で自分らしく生活していく」ことができるよう居

宅支援事業所としての役割を果たしていきます 

 

 

ヴィラ四日市居宅支援事業所として 

 

１ これまで同様、在宅で医療・介護を必要とされる方への支援を全力で行います。 

２ 地域の社会資源を有効に活用し、利用者様の「在宅で生活をしたい」を支援するために関

係機関と連携をしながら支援をしていきます。 

３ Ｈ２９年から「介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）」がスタートして 

  います。支援を必要とされる利用者様に可能な限り受け入れしていきます。 

４ 地域包括ケアシステムの構築に向けた具体的な取り組みのなかで、地域ケア会 

  議や医療・介護ネットワーク会議などに積極的に参加していきます。 

 

具体的な目標 

＊ 当事業所で担当できるケース（介護給付・予防給付）は全て担当していきます。 

＊ 前年度からスタートした「介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）」について、現行

相当サービス、サービスＡ・Ｂ・Ｃをしっかりと理解した上で、必要なサービス提供が行

えるよう、各関係機関と連携を密にしながら、利用者様に支援していきます。 

＊ 医療や介護の知識向上のための研修参加や、認知症ケアの理解及び対応方法の修得・周知、

「住み慣れた地域でのライフプラン」にあった、居宅サービス計画の作成技術向上等、介護

支援専門員のスキルアップのための取り組みを実施していきます。 

 

 

 

 



平成３０年度 富洲原複合型サービスセンター 事業計画（案） 

 

  地域包括ケアシステムの構築、医療・介護の連携が強く打ち出された今回の制度改正に伴

い、看護・小規模多機能型居宅介護（以下、看多機と表記）が果たす役割は大変重要なもの

になってきます。 

  富洲原地区周辺での、地域密着型サービスとしての役割を果たすために、通い・泊まり・

訪問介護・訪問看護のサービスを柔軟に組み合わせ、住み慣れたこの地域で最後まで生活し

ていけるような支援に努めます。 

また、地域の医療関係者との連携を密にして、利用者様の、健康で安心できる生活環境を

提供していきます。 

スタッフ間の連携を密にし、一人ひとりがスキルアップを図り、それらの情報を共有する

事で組織としての活動意識を高めていきます。地域密着型サービスとして、利用者様が住み

慣れた地域で在宅生活を継続していけるような地域との繋がりを図り、地域の方に施設を理

解して頂けるよう今後も働きかけていきます。 

 

＜具体的な方針＞ 

 【地域住民等への広報活動】 

当センターが開設して４年目を迎えますが、看多機は四日市市内ではまだ浸透していない

サービスでもあるので、定期開催している運営推進会議を活用しながら看多機の広報を拡充 

していきます。 

  また、病院の地域連携室や診療所、居宅介歯炎事業所等との連携を図り、医療・介護を必 

要とする利用者様の紹介をいただけるような関係作りをしていきます。 

 

【サービスの内容】 

通い・泊まり・訪問介護・訪問看護それぞれの支援を、小規模ならではの家庭的な環境で

「必要なサービスを必要な量」提供していけるように体制を整え、サービス提供を実施して

いきます。利用される皆様に「この施設がいい」と言っていただけるような支援を行います。 

 

【地域交流】 

地域の方と関わりが持てるように、地域で行われる行事やお祭りなどへ利用者様と共に積

極的に参加させて頂き、行事などを通して地域住民の皆様との関わりが持てるよう働きかけ

ます。 

 

【職員研修】 

全職員を対象に、一般教養から専門分野まで、研修会への参加、勉強会の開催にてフィー

ドバックを行い、一人ひとりがスキルアップすることにより、利用者様・ご家族様との信頼

関係を築けるスタッフ育成を実施していきます。 

 

 

 

 



 

 平成３０年度 富洲原複合型サービスセンタ－活動計画（案） 

 

４月 お花見 日本の春を身体で感じていただきます 

５月 端午の節句 昔を思い出しながら 

６月 創作活動 作る喜び、完成する喜び 

７月 七夕祭り 短冊に願いを込めて 

８月 夏祭り 太鼓の音に合わせて歌って踊りましょう 

９月 敬老会 長寿への感謝の気持ちを込めて 

１０月 お芋パーティー 秋の味覚を楽しもう 

１１月 紅葉・散策 季節を感じよう 

１２月 クリスマス会 楽しい時間を・・・（プレゼントなど） 

１月 初詣 新年への希望と喜び 

２月 節分祭り 一年間の健康と多幸を祈願して 

３月 ひな祭り 一足早く春を体感しましょう 

 

※ 誕生会・手作りおやつ・お菓子の日については、毎月開催 

※ 散髪（有料）は利用者様の希望時実施 

 

 

 

 

 

 

 



《ヴィラ四日市在宅介護支援センター 平成 30年度事業計画》（案） 

地域包括ケア体制が推進されるなかで在宅介護支援センターと地域包括支援センターの役割

と機能の強化が必要とされています。 

平成 30年度も大矢知地区の高齢者施策に係る第一相談窓口として活動していく上で、以下の

項目を中心に活動を行っていきます。 

 

平成 30年度の活動として 

Ⅰ．総合相談・見守りの継続 

  地域住民等から寄せられる介護・福祉全般に関わる相談に関して、アドバイスをすると共

に、問題をスムーズに解決できるよう関係機関につなげていきます。 

   在宅で暮らす独居、高齢世帯を中心に、今までに把握している要見守り高齢者への定期訪

問を継続していきます。 

また、困り果ててからの相談・関わりとなるケースもあるので、早い段階で相談を受ける

ことできるように、地域の関係機関・団体に足を運び相談窓口の周知を行います。 

ドラッグストアから依頼を受け、月に一度介護相談を行い、相談窓口の周知を行います。 

また、平成 29年度より実施予定である総合事業対象者の把握の視点をもち、総合相談を継

続していきます。 

 

Ⅱ．訪問・実態把握（地域包括支援センター・居宅介護支援センターとの同行訪問を通じて協

力関係の強化を図る） 

  これまでと同様、大矢知地区の高齢者を中心に実態把握を行っていきます。 

  個別訪問による実態把握はもとより、各方面から寄せられる情報からも実態把握を行いま

す。サービス利用の希望がある際には居宅介護支援事業所や地域包括支援センターと同行

訪問し、継続的な支援ができるような体制を保持していきます。 

  一人暮らし、高齢者世帯、家族と疎遠、家族が何らかの障害を抱えている多問題ケースの

対応のためにも、正しく情報を収集し、関係機関と連携がとれるよう把握していきます。 

  地域のサロン・集会に参加できない方の把握をし、居場所の提供につなげる。 

 

Ⅲ．認知症施策の推進 

  認知症を発症しても、地域の中で安心して暮らせるよう、どのような支援が受けられるか

周知していきます。 

  地域包括支援センターに配置された「認知症初期集中支援チーム」「認知症地域支援推進員」

とともに、認知症予防の啓発や早期診断、早期対応にかかる体制の中で、地域における見

守り体制の充実・強化に努めていきます。 

  認知症サポーター養成講座を市民向けに行い、認知症に対する正しい知識の啓発普及を行

います。 

 

Ⅳ．高齢者虐待・困難ケースへの対応強化 

  年々、高齢者虐待の相談が多く寄せられ、地域包括支援センターの担当者と共に対応にあ

たってきました。様々な機関との連携のもとで対応していかなくてはならないことから、

今年度も地域包括支援センター、行政を中心に様々な機関と連携し、対応にあたります。



早期発見・対応のため、地域から、施設からの気づきが大切となります。市民対象、施設

対象に気づき、その後の対応の研修を行います。 

 

Ⅴ．民生委員・老人会・地区社協との連携 

  今後も、月に一度の民生委員児童委員協議会定例会に出席させていただき、困りごとの相

談を受ける、情報共有をするなど、地域団体との関係を強化していきます。 

地域ネットワーク会議を 5 地域にわけて行い、地域の課題解決（特に認知症や高齢者虐待

ケース、孤立化防止）に向けて協働していきます。 

また、地区社協主催のひとり暮らしの食事会などの地域行事に積極的に出席し、介護・福

祉の総合相談の啓発を行っていきます。 

 

Ⅵ．健康管理講座 

  年に数回、地区市民センター協賛にて市民対象の健康管理講座を開催していきます。地域

の医師等による日常生活で役に立つ健康の講座を実施していきます。 

 

Ⅶ．地域資源を活かした介護予防と生活支援の充実 

  介護予防知識の普及、運動体験を目的とした「はつらつ健康塾」を四日市市の健康づくり

課より引き継ぎ、四日市市健康ボランティアのヘルスリーダーと共同して開催します。自

治会・老人会・民生委員と協力し、地域の公会所ごとに開催し、地域の社会資源に継げて

いきます。 

  上記の活動により生まれた「地域でできる介護予防・いきいき百歳体操」の継続に向けた

後方支援、まだ実施されていない地域への周知を行い、社会資源を増やしていき、地域で

介護予防を取り組んでいける仕組みつくりを支援します。 

  引き続き、地域のサロンへ出向き介護予防意識を高める働きかけ、啓発・活動への勧誘を

行います。 

出張介護相談に出向くドラッグストアにて、年に 4 回、ドラッグストアより講師を派遣し

てもらい、健康に関するテーマのミニ講演を予定しています。 

 

Ⅷ．総合事業について 

  相談窓口として、聴き取りをし該当者は包括支援センターへ引継ぎをします。 

  通所サービスＡの受託先の法人として、地域交流ができるように地域ボランティアの調整

を行い、通所サービスとの連携を図ります。 

 

以上をもとに、四日市市と在宅介護支援センターの委託契約内容に基づき、在宅介護支援セン

ター業務を行っていきます。 

 

 

 

 



平成３０年度 富洲原在宅介護支援センター事業計画 （案） 

 

平成２９年度より、地域包括ケア体制が推進され、在宅介護支援センター 

と地域包括支援センターの役割と機能の強化が必要とされています。 

平成３０年は、相談窓口はもとより、認知症高齢者の対応、地域での虐待防止やボランティア

による日常生活支援の協力などを中心に以下の内容に基ずいて活動を行っていきます。 

 

 

○総合相談 

 本人・家族・地域の方から寄せられる相談を受け、ニーズを把握し、その方々が安心して在

宅で生活出来るよう、地域関係者と協力しながらそのの方々との信頼関係を築き、各関係機関

と協働しながら支援をしていきます。 

 

介護支援：福祉サービスの申請代行の実施 

     総合事業対象者の把握と包括支援センターへの引き継ぎ 

訪問：独居・高齢者宅定期的な訪問 

地域包括支援センター、居宅介護支援事業所との連携による同行 

訪問給食：食事が必要な方への食事の確保と安否確認 

 

 

○地域との連携 

 ・地元朝市での相談コーナーの継続（四九の市） 

 ・民生委員・児童委員等関係機関との連携や会議（民生意見交換会 ３ヵ月毎） 

 ・地域組織、関係機関とのネットワークづくり 

 （生活支援コーディネーター・地区市民センター等との協力連携） 

 ・地域包括ケア部会との連携（民生委員との連携） 

・介護予防啓発事業 年７回  

 ・地域ケア会議の開催（天カ須賀在介と協力して年２回実施） 

   ケア会議を活用した地域での支援体制づくり 


