
事業所名 ：小規模多機能型居宅介護施設 芳苑 

 

 

１．理念・基本方針 

 

運営理念 

 

住み慣れた地域でゆっくりと、自分らしく生活を。 

運営方針 

① なじみのある地域の中で生活が継続できるように、状態に応

じた個々に合った支援と良質なサービスの提供をさせて頂き

ます。 

② ご利用者一人一人の生活習慣を尊重し、出来ることを活かし

ながら自立支援を含んだ生きがいが生まれる支援を行いま

す。 

③ 様々な情報発信源となりご利用者、ご家族、地域を支え、交

流の場、誰でも相談できる窓口となる施設になるよう努めて

きます。 

 

 

２．重点目標 

重点目標 個々の生活を大切にし、なじみのある地域の中で安心した生活が

送れるよう支援します。 

年  度  目  標 

①  日々変化する心身の状態や生活状況に柔軟に対応し、一人一人の

想いを大切にした適切なサービス提供を行います。 

②  これまでのご利用者の生活習慣を大切にし、出来ることを活か

し、生きがいにつながる支援を行います。 

③  ご利用者、ご家族、地域の方々との顔が見える関係を作り、地域

と途切れない環境を踏まえたサービス提供を行います。 

中  長  期  目  標 

①  ご利用者を中心とし、ご家族、地域の方々や地域資源等と連携を

行い安心して生活が送れるように、支えとなる体制を作ります。 

 

 



重点目標 小規模多機能型居宅介護としての役割を遂行し、特色を活かした

支援を行い利用されるご利用者、ご家族の生活を支えます。 

年  度  目  標 

①  常時登録者 29名を目指し、3つのサービスを柔軟に組み合わせ、

ご利用者やご家族が安心して生活が送れるよう支えます。 

②  ご利用者、ご家族の意向を把握し、小規模多機能型居宅介護の内

容、利用しながらの入所のルートを伝え、心身の状態に応じた施

設への入所へつなげ、先を見た支援を行います。 

③  小規模多機能型居宅介護を浸透させ、介護サービスを利用されて

いない方々が利用して頂けるように、地域へ出向き、情報発信し、

新たなご利用者の受け入れを行います。 

中  長  期  目  標 

①  小規模多機能型居宅介護を介護サービスの入り口とし、旧東予市

内、丹原町等で在宅サービス事業所としての拠点となり、在宅生

活を支援します。 

 

 

 

３．地域福祉活動計画・行事計画 

重点目標 地域にとってより身近な施設となり、交流や情報発信を行う団欒

の場となります。 

年  度  目  標 

①  広報活動を積極的に行い、来苑しやすい顔の見える環境を作ると

ともに、様々なボランティアの受入、地域行事への参加を行い、

地域と協力ができる関係作りに努めます。 

②  運営推進会議を活用し、苑の活動や情報を発信し、ご家族や地域

の方々相談や情報交換できる関係を作ります。 

③  積極的に地域へ出向き、交流を図り、顔なじみの関係、気軽に声

を掛け合うことができる関係作りに努めます。 

中  長  期  目  標 

①  地域資源の一つとしていつでも誰でも気軽に立ち寄ることがで

きる交流の場、相談の窓口になれるよう体制、環境を整えます。 

 

 



【行事予定】 

月 行事名 内容 予算 

4月 桜花見 

 

牡丹花見 

・桜の名所（実報寺、朝倉等）へ出かけ

ます。 

・法安寺、市民の森へ出かけます。 

500円 

5月 運営推進会議 

 

 

藤見学 

 

 

避難訓練（地震） 

・ご利用者、ご家族、地域の方々等を交

え会議を行います。 

 

・喜多台公園に出かけます。 

 

 

・ご利用者、ご家族、地域等参加して頂

き、職員と共に避難訓練を行います。 

 

 

 

500円 

 

 

6月 紫陽花ドライブ 

 

 

避難訓練（風水

害） 

・黒瀬ダム、糸山公園に出かけます。 

 

 

・ご利用者、ご家族、地域等参加して頂

き、職員と共に避難訓練を行います。 

500円 

7月 盆踊り大会 

 

運営推進会議 

 

七夕 

・亀天荘盆踊り大会をご利用者、ご家

族、地域住民と参加します。 

・ご利用者、ご家族、地域の方々等を交

え会議を行います。 

・七夕飾りを作成し苑内に飾ります。 

 

 

 

 

3,000 円 

8月 芳苑夏祭り ・ご利用者、ご家族、地域の方々を呼び、

苑内で夏祭りを行います。 

5,000 円 

9月 運営推進会議 

 

敬老会 

 

避難訓練（火災） 

・ご利用者、ご家族、地域の方々等を交

え会議を行います。 

・ご利用者、ご家族、地域等参加してい

ただき、敬老会を行います。 

・ご利用者、ご家族、地域等参加して頂

き、職員と共に避難訓練を行います。 

 

 

 

5,000 円 

 



月 行事名 内容 予算 

10月 運動会 

 

神輿、獅子舞見

学 

・地域の保育園の運動会の見学に行か

せて頂きます。 

・神輿、子供御輿、獅子舞見学を行いま

す。 

 

 

10,000 円 

 

11月 運営推進会議 

 

文化祭 

 

紅葉ドライブ 

・ご利用者、ご家族、地域の方々等を交

え会議を行います。 

・地域の交流センターの文化祭に参加

し地域交流を図ります。 

・西山興隆寺等へ出かけます。 

 

 

 

 

500円 

12月 クリスマス会 

 

 

餅つき・正月飾

り作り 

・苑内にてご利用者、職員、ボランティ

ア等による特技や演奏等を披露しま

す。 

・餅つきを行い正月の準備を行います。 

・藁草履等手作りでの正月飾りを作成

します。 

7,000 円 

 

 

5,000 円 

1月 運営推進会議 

 

初詣 

・ご利用者、ご家族、地域の方々等を交

え会議を行います。 

・近くの神社へ初詣に出かけます。 

 

 

 

2月 節分 

 

梅花見 

避難訓練（火災） 

・ご利用者と一緒に豆まきをして楽し

みます。 

・綱敷天満宮へ出かけます。 

・ご利用者、ご家族、地域等参加して頂

き、職員と共に避難訓練を行います。 

 

 

500円 

3月 運営推進会議 

 

ひな祭り 

 

・ご利用者、ご家族、地域の方々等を交

え会議を行います。 

・季節感を味わって頂く為、苑内にてひ

な祭りを行います。 

 

 

2,000 円 

随時 誕生日会 誕生日のお祝いをします。  

随時 他事業所との交

流会 

法人内事業所のご利用者との交流を行

います。 

 

 

随時 ボランティア 地域の方による慰問の受け入れを行い

ます。 

3,000 円 



４．研修計画 

重点目標 基礎となる知識、技術を身に着け、積極的に研修に参加し、様々

な状態のご利用者に対しても、適切な専門性の高いサービスの提

供を行えるよう幅を広げます。 

年  度  目  標 

①  基礎的な知識、技術の習得を行い、個々の能力の幅を広げ、適切

な対応が行える体制作りに努めます。 

②  定期的に勉強会を実施し、職員個々のスキル向上を行い、全体の

知識、技術の底上げを行います。 

③  外部研修への参加を積極的に行い、習得した知識、技術を職員全

体で共有しサービスの質の向上に努めます。 

中  長  期  目  標 

①  個々の能力に合わせ（適材適所）、助け合い、チームワークを大

切にしながら、誰でも楽しんで働くことができる環境作りに努

め、福祉に関わる資格取得を促し、専門性を高めながら指導者の

育成を目指します。 

 

 

【研修計画】 

月 項目 内容 参加者 

4月 接遇について 丁寧な言葉使いや礼儀につい

て把握し、ご利用者、ご家族、

地域の方々への基本的な対応

を学びます。 

全職員 

5月 緊急時の対応について 緊急時の適切な対応ができる

知識、技術を学ぶとともに、早

期発見の重要性を学びます。 

全職員  

6月 身体拘束・虐待について 身体拘束、虐待について知識を

得、日々を振り返り、理解を深

めます。 

全職員 

7月 食中毒予防について 食中毒についての知識を持ち、

未然に防ぐ為の適切な対応を

学び、注意点や観察点を理解し

要望を行います。 

全職員 



月 項目 内容 参加者 

8月 個人情報について 個人情報について学び、漏洩に

つながる言動や行動を知り、個

人情報について基礎から学び

ます。 

全職員 

9月 防災対策・防犯対策につ

いて 

防災、防犯についての基礎的な

知識を理解し、緊急時個々の役

割を確実に実行できるように

学びます。 

全職員 

10月 介護技術について 基本的な介護技術を学び、質の

向上を行い、基本に沿った臨機

応変な対応ができるよう、又、

個々に合った適切な介助方法

について学びます。 

全職員 

11月 感染症対策について 感染予防の知識、技術を習得

し、感染時の拡大防止対応の適

切な処理、対応方法を学びま

す。 

全職員 

12月 認知症ケアについて 様々な認知症の症状を学び、背

景を理解し。個々に合った認知

症ケアの技術、知識を習得しま

す。 

全職員 

1月 介護に必要な医学知識

について 

必要な知識を得、観察力視点を

理解し異常の早期発見つなが

るように学びます。 

全職員 

2月 事故予防、対策、リスク

マネジメントについて 

ヒヤリハットの重要性や意味

を理解し、危険予測に対しての

意識を高めるとともに、事故の

対応について適切な行動がで

きるように学びます。 

全職員 

3月 ケアプランについて 個々のケアプランの意味を理

解し適切なサービス提供に繋

げ、記録の重要性を学びます。 

全職員 

随時 アセスメント表につい

て 

ご利用者の状態を理解し充実

したアセスメント表の作成を

行いケアプランにつなげます。 

 



月 項目 内容 参加者 

随時 在宅生活における支援

について 

地域の中での小規模多機能型

居宅介護の役割を理解し、ご利

用者の支援に努めます。 

 

 

【外部研修】 

・愛媛県在宅介護研修 

・介護福祉士実務者研修 

・認知症実践者研修 

 


