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1. 法人理念
「地域」を知り、｢ニーズ｣を知り、「ひと」を知る
経営方針
私たちは、そのひとらしく、そのひとに合った、
生活、人生をおくることができるように、「全力」で「サポート」します。
私たちは、常に向上するために、「努力」を怠らず、
前向きな「発言」「提案」をします。
私たちは、地域の「ニーズ」を知り、
必要な「サービス」を提供していきます。
私たちは、すべてのひとの、どんなことでも
話を聞き、受け入れます。

2.法人
29 年度 重点取組項目
①適切な法人運営
・社会福祉法の改正に則った適切な変更や、財務諸表の公表を行う。
・地域における公益的な取り組みを行う為の計画及び実施に向ける。
・各ｻｰﾋﾞｽ事業所における加算の算定要件を確認し、資格やご利用者の状況により申請を行
い、適切な収入を得る。
・平成 31 年度実施予定の空調設備についての騒音防止対策補助金の申請を行う。
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②広報活動と職員の充実を図る取り組み
・ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ及びﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞを活用し、施設内での行事の様子を周知する。
・実務者研修を施設内ﾃﾞｲﾌﾛｱにて開講し、今年度の介護福祉士の資格取得に向ける。又、同
時に医療的ｹｱ研修も行い、喀痰吸引が確りと行える職員を確保する。
・実務者研修の開講の際には、一般の受講者も積極的に受け入れ、今後の人材の確保ができ
るよう施設のｱﾋﾟｰﾙも行う。
・介護職員処遇改善加算の算定基準を満たし、賃金の改善に向ける仕組み作りを行う。

③地域交流の推進
・年間ｽｹｼﾞｭｰﾙを随時確認し、近隣の市や町で開催されるｲﾍﾞﾝﾄに積極的に参加する。
・防災訓練時に地域消防団の参加依頼を行い、地域との交流を図る。又、災害発生時におけ
る福祉避難所の設置運営に際する協定を横芝光町と締結し、安心できる地域社会の仕組み
作りに貢献する。
・秋祭りでは学生ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱを受け入れ、介護に興味をもってもらう仕組み作りを行う。
・小、中、高等学校への講師や、学校からの実習を積極的に受け入れ、実習の際にはﾚｸﾘｴｰｼ
ｮﾝを工夫し、介護へのやりがいを見出せるような取り組みを図る。
④年間計画に沿った行事・会議を行う為のｽｹｼﾞｭｰﾙ管理
・会議等において、次回の日程を決定し、無理なく、又、積極的に職員が出席できるようｽｹｼﾞｭ
ｰﾘﾝｸﾞを行う。
・行事の日程を決定する際には、主体となる部署や担当職員の役割を明確にし、整った体制で
行事に臨む。
・企画書には、その行事を行うことにより、ご利用者にとってどのような効果があるのか、又各
部署がどう関わって行事を進めていくのか綿密な計画を立て、具体的に記載する。
⑤研修の充実化
・新入職員への研修内容を随時見直し、より良い体制で業務に取り組めるよう指導を行う。
又、指導職員 1 名を配置し、ﾏﾝﾂｰﾏﾝ指導を行い丁寧な指導を行う。
・新入職員及び指導職員との面談を定期的に行い、進捗状況を確認しながら新人育成に努め
る。
・年 1 回の看取りの研修、毎月の吸引実地研修の他、酸素ﾎﾞﾝﾍﾞの適切な取扱方法や点滴の
管理、ﾙｰﾄ確認、外傷時の応急処置等医療的ｹｱ研修を積極的に取り入れる。
⑥感染症予防策及び感染症対策への取り組み
・日常生活では、居室の室温及び湿度調整や換気を充分に行う。又、食事前の手洗いやｱﾙｺｰ
ﾙ消毒の徹底、うがいや口腔ｹｱの方法を見直す。
・感染症の疑いのあるご利用者については、速やかに静養室や個室へ隔離し集団発生を防ぐ。
又、その際には居室外から、疑いも含めた感染者であることを周知する。
・職員による菌の持ち込みや持ち出しを防ぐ為、手指のｱﾙｺｰﾙ消毒を徹底し、制服の更衣を必
ず行う。
・納品された食材の温度管理の徹底や、食品の汚染区域及び非汚染区域を分け適切な処理
4

を行う。
3. 特別養護老人ホーム吉祥苑
重点取組項目〔稼働率 98％〕
①適切な入所に対する継続の取り組み
・月 1 度のｶﾝﾌｧﾚﾝｽにおいては、次回入所候補者の現況を各部に報告し周知する。
・入所候補者が医療機関に入院中の場合には、看護職員が候補者の状態を確認し適切な入
所が見込めるかどうかの判断を行う。
・介護保険証の更新が迅速に行えるよう、ご家族へ更新申請手続きを促し、有効期間が失効
する事なく事務職員、生活相談員の連携を図る。
・入所中のご利用者が要介護 2 以下と判定された場合においては、入所継続検討委員会を開
催し、関係職種にて入所継続に対し決定する。
・ご利用者の健康状態の変化に迅速に対応し、入院の回避や入院が短期間で済むよう努め入
所継続を図る。
②日中におけるｹｱの充実化
・夜勤体制を通常の 3 人夜勤にし、日中の職員を増員する。口腔ｹｱ体操やﾚｸﾘｴｰｼｮﾝを積極
的に提供しご利用者に楽しんで頂く時間作りや日勤業務を効率よく行う。
・ご利用者の状態変化があった場合には、すぐにﾐﾆｶﾝﾌｧﾚﾝｽを実施し状態把握に努める。
・ｹｱｶﾝﾌｧﾚﾝｽには居室担当者が出席し、ｹｱﾌﾟﾗﾝに反映させる。
・ご利用者との思い出ﾉｰﾄには、気づきや出来事、行事の写真やｶｰﾄﾞを貼り、施設での思い出
を記録に残す。
③最期まで楽しめる食事の提供
・ﾊﾞﾗﾝｽのとれたﾒﾆｭｰや目でも楽しんで頂けるような献立作成の他、盛り付けにも配慮しながら
の調理にも努める。
・農園で採れた野菜を食事に取り入れ、旬の食材を味わう楽しみを感じてもらう。
・食事前の手指の消毒や正しい姿勢、ﾄﾛﾐ対応者の確認を行い、安全な食事を提供する。
・食事介助前に試食を行い、硬さや味付けを職員が意識し、食事の味を知る事により、ご利用
者とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを図るﾂｰﾙとし、又個々の食事形態に配慮しながら食事介助を行う。
調理工程では、食材の柔らかさや大きさを統一、徹底し事故防止に努める。
・ﾐｰﾙﾗｳﾝﾄﾞ(食事形態、食事量、日常観察)を積極的に行い、ご利用者の食事状況の変更を把
握する。その際には、他部署との連携を図り、変更の際には迅速に対応する。
日常観察では、食事中の姿勢や介助の方法、嚥下状態を確認しながら経口摂取の維持に努
める。
④事故等によるﾘｽｸの軽減を図る取り組み
・ﾘｽｸｶﾝﾌｧﾚﾝｽの際の決定事項について、継続し取り組まれているかどうかの状況を確認し、
継続できていない場合には、再度状況を確認する。
・ﾘｽｸｶﾝﾌｧﾚﾝｽにおいて、職員全体での個別で行うべき解決方法を見出す。
・介護度の高いご利用者だけでなく、自立度が高いご利用者の所在確認や、施設内での生活
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に配慮し、転倒や離苑事故が起きないよう取り組む。
・1 日の中での僅かな時間を活用し、10 分程度の観察を行い、環境、ご利用者、職員の行動に
どんな危険が生じるかを予測する訓練を行い、観察力を養う。
・ご家族からの苦情や要望が常に届けられるよう、目安箱を設置し、大きな苦情へつながる前
に迅速な対応が行えるよう改善に向ける。
・苦情、要望、事故報告とその改善策について家族会にて報告し、取り組み状況についての周
知を行う。
4. ショートステイサービスセンター吉祥苑
重点取組項目〔稼働率 92％〕
①気持ちよくご利用頂くｼｮｰﾄｽﾃｲ
・衣類をお預かりしているご利用者の衣替えの時期には、衣類交換について余裕を持って対応
し、衣類の整理整頓と定期的な確認を行う。
・送迎時にはｽﾑｰｽﾞに対応できるよう、ご利用者のご自宅の場所や車両待機場所、玄関より車
両間での対応方法を確認しておく。
・ｼｮｰﾄ担当職員だけに任せることなく、全職員がｼｮｰﾄご利用者の対応ができるよう、ﾏﾆｭｱﾙの
整備や業務内容を周知する。
・朝の申し送りの前に、居室の環境について、介助ﾊﾞｰの設置やﾃﾚﾋﾞの有無、ｾﾝｻｰ等整備さ
れているかを確認し、不備があった場合にはすぐに改善を行う。
5. デイサービスセンター吉祥苑
重点取組項目〔稼働率 68％〕
①稼働率の向上
・各居宅介護事業所のｹｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ・包括支援ｾﾝﾀｰへご利用者の状況を報告し、ご利用者の
情報が共有できるよう連携する。又、その他の居宅介護事業所へも出向き、空き情報をお知
らせする。
・ご利用者、ご家族のﾆｰｽﾞを聞き取り、ｹｱﾏﾈｰｼﾞｬｰへ発信しながらｹｱﾏｰｼﾞｬｰとの連携を図
る。
・機能訓練指導員とご利用者の身体状況等の情報を共有し、無理の無いﾘﾊﾋﾞﾘやご家族のﾆ
ｰｽﾞに沿ったﾘﾊﾋﾞﾘを行う。
②ｻｰﾋﾞｽの向上及び見直し、気づきのできるﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
・匝瑳市介護保険事業者連絡会の通所部会に積極的に出席し、ｻｰﾋﾞｽ内容の改善点や各事
業所において抱えている問題点やその改善方法等を話し合い、より良いｹｱを目指す。
・外部研修へ全職員が出席し、学んだ内容を職員間で共有し全職員がｽｷﾙｱｯﾌﾟを図れるよう
取り組む。
・ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ会議、個別機能訓練会議において、各職員が意見を出し合い、ご利用者 1 人 1 人に
対してのｹｱの向上に努める。
・各ご利用者の担当を決め、各居宅介護支援事業所への利用報告及び担当者会議への情報
を提供する。
・ご利用者の心境やﾆｰｽﾞにいち早く対応できるよう、ﾌﾛｱ内での職員の立ち位置やご利用者の
座席にも配慮する。
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・職員間で、その日のご利用者の身体状況を共有していきながら、怪我の無いよう安全な入浴
を行う。
③月毎に飽きないﾚｸﾘｴｰｼｮﾝの提供
・ご利用者個々の楽しみや身体状況に合わせたﾚｸﾘｴｰｼｮﾝを行い、その人がその人らしく楽し
めるﾚｸﾘｴｰｼｮﾝを提供する。
・外部のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの来苑時には、ご利用者全員、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの皆さん、職員でも楽しめるよう事前
準備や誘導等積極的に協力する。
・年間行事ｽｹｼﾞｭｰﾙに沿って行う行事には、天候や体調にも配慮し、ご利用者が無理なく楽し
めるよう提供する。

6. 居宅介護支援センター吉祥苑
重点取組項目〔稼働率 90％、実績稼働率 80％〕
①適正な介護ｻｰﾋﾞｽの推進
・住み慣れたご自宅で安心して暮らしていける環境を作り、地域性を考慮した提案等、又地域
包括支援ｾﾝﾀｰや保険者とも連携を図り、ご利用者のﾆｰｽﾞに対応していく。
・地域の方々から信頼を得る事業所運営及び関係性を構築する為、ご利用者の周囲の状況や
環境を把握し、ご利用者が安心して受けられる介護ｻｰﾋﾞｽに向ける。
・ご利用者の意思を尊重し、常にご利用者の立場に立ったｻｰﾋﾞｽ提供を行う。又、提供されたｻ
ｰﾋﾞｽが偏ることのないように、公平、中立の立場を保つ。
・ご利用者に対して、虐待や財産の不当な処分を発見した時は、その行為を行っている人の意
図や悪意の有無に拘わらず、地域包括支援ｾﾝﾀｰへ連絡すると共に、関係者と共に必要な措
置を講ずる。
②自己研鑽と積極性
・認定調査員研修を受け、介護支援専門員全員の体制で認定調査の依頼を受ける。
・研修会や勉強会に積極的に参加し、自身のｽｷﾙｱｯﾌﾟを図ると共に自己研鑽に努める。
③居宅介護ｻｰﾋﾞｽと障害福祉ｻｰﾋﾞｽの相互理解と連携
・地域連携を密にし、各市町福祉課や病院等からの相談があった際には、ご利用者のﾆｰｽﾞを
把握し、障害福祉ｻｰﾋﾞｽから居宅介護ｻｰﾋﾞｽへｽﾑｰｽﾞに繋げていけるよう対応する。
7. 障害者支援センター吉祥苑
重点取組項目〔計画者数 50 名〕
①適切な相談支援の取り組み
・ご利用者の主体性の尊重や権利、尊厳を尊重する為、疑いも含め虐待等を発見した場合に
おいては、保険者に報告し適切な措置を講ずる。
・ご利用者の置かれている環境や家族構成等にも配慮し、ご利用者を取り巻く背景もふまえた
上での相談支援に取り組む。
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②地域社会との連携及び相談支援の資質の向上
・山武圏域、香取圏域相談支援部会に積極的に出席し、困難事例や支援方法の手段を学び適
切な支援につなげられるよう取り組む。
・集団指導へ出席し、障害者支援に対する今後の在り方や情報を集約しながら支援につなげ
る。
・町の福祉課と連携し、信頼関係を築きご利用者の積極的な受け入れ体制を構築する。

8．年間スケジュール
○法人
・職員昇給、昇格、辞令、雇用契約
・横芝光町騒音防止対策施設維持管理費等補助金に係る実績報告
・4/1 現在入所者平均年齢状況報告書・4/1 現在入所者状況報告書
4 月 ・4/1 現在職員状況調査報告（以降の変更は都度変更届にて報告）
・新規高卒者採用状況報告・3 月会計月次報告
・水質検査 9 項目・給水設備点検・水道技術管理者点検
・浄化槽点検 2 回・電気工作物定期点検・窓ｶﾞﾗｽ清掃・網戸清掃
・ゴミ置き場洗浄消毒 2 回・Ｄ号車車検・E 号車点検
・内部経理監査（平成 28 年 12 月～平成 29 年 3 月分）・監事監査
・監事監査報告（県へ）・平成 27 年事業報告及び決算報告
・理事会及び評議員会・事業報告及び決算報告（県及び福祉医療機構へ）
5 月 ・特殊建築物及び設備定期報告・ごみ拾い清掃ｲﾍﾞﾝﾄ・家族会開催
・4 月会計月次報告
・水質検査 25 項目・水道技術管理者点検・浄化槽点検 2 回・電気工作物定期点検
・ｺﾞﾐ置き場洗浄消毒 2 回・特殊建物及び設備検査・C 号車点検
・水道立入検査(山武保健所)・県指導監査（予定）・個人面接・給食施設巡回指導
・給食運営状況報告・賞与支給・芝山町民生委員及び児童委員訪問
・5 月会計月次報告
6 月 ・空調設備保守点検・ﾎﾞｲﾗｰ保守点検・自動ﾄﾞｱ保守点検・貯湯層清掃
・衛生害虫及びねずみ防除（全館）・水質検査 9 項目・水道技術管理者点検
・貯水槽清掃・浄化槽点検 2 回・電気工作物定期点検・ｺﾞﾐ置き場洗浄消毒 2 回
・3 号車点検・6 号車点検
・県施設長会議・7/1 現在入所者状況報告書・6 月会計月次報告
7月

8月

9月

・水質検査 9 項目・給水設備点検・水道技術管理者点検・浄化槽点検 2 回・電気工作
物定期点検・ｺﾞﾐ置き場洗浄消毒 2 回・2 号車点検・5 号車点検・Ａ号車点検
・7 月会計月次報告
・水質検査 26 項目・原水 2 箇所水質検査・ﾚｼﾞｵﾈﾗ検査・水道技術管理者点検・浄化槽
点検 2 回・電気工作物定期点検・窓ｶﾞﾗｽ清掃・網戸清掃
・ｺﾞﾐ置き場洗浄消毒 2 回
・内部経理監査（4 月～7 月分）・ﾛｻﾞﾘｵ祭出店
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10 月

11 月

12 月

1月

2月

3月

・消防設備総合点検・衛生害虫及びねずみ防除（厨房）・水質検査 9 項目
・水道技術管理者点検・浄化槽点検 2 回・電気工作物定期点検
・ｺﾞﾐ置き場洗浄消毒 2 回・地下ﾀﾝｸ立入検査・1 号車点検
・ごみ拾い清掃ｲﾍﾞﾝﾄ・事業所調査表提出（厚労省）・10/1 現在入所者状況報告書
・9 月会計月次報告
・電気工作物定期点検試験・給水設備点検・水質検査 9 項目・水道技術管理者点検
・浄化槽点検 2 回・ｺﾞﾐ置き場洗浄消毒 2 回・Ｂ号車点検・Ｄ号車点検・Ｅ号車点検
・軽ﾄﾗｯｸ点検
・監事監査・監事監査報告（県へ）・理事会及び評議員会・個人面接
・10 月会計月次報告（11 月末日）
・空調設備保守点検・ﾎﾞｲﾗｰ点検・水質検査 25 項目・水道技術管理者点検
・浄化槽点検 2 回・電気工作物定期点検・ｺﾞﾐ置き場洗浄消毒 2 回・C 号車点検
・賞与支給・給食施設栄養管理状況報告書提出
・11 月会計月次報告
・衛生害虫及びねずみ防除（全館）・水質検査 9 項目・水道技術管理者点検
・浄化槽点検 2 回・自動ﾄﾞｱ保守点検・電気工作物定期点検・窓ｶﾞﾗｽ清掃・網戸清掃
・ｺﾞﾐ置き場洗浄消毒・2 号車車検・3 号車点検・6 号車点検
・内部経理監査（8 月～11 月分）・1/1 現在入所者状況報告書
・12 月会計月次報告
・給水設備点検・水質検査 9 項目・水道技術管理者点検・浄化槽点検 2 回
・電気工作物定期点検・ｺﾞﾐ置き場洗浄消毒 2 回・5 号車点検・A 号車車検
・感染症結核定期健康診断報告・1 月会計月次報告
・水質検査 25 項目・水道技術管理者点検・浄化槽点検 2 回・電気工作物定期点検
・ｺﾞﾐ置き場洗浄消毒 2 回
・平成 29 年度事業計画及び予算作成・理事会及び評議員会
・平成 29 年度昇給、昇格等査定
・2 月会計月次報告
・消防設備点検（機器）・衛生害虫及びねずみ防除（厨房）・水質検査 9 項目
・水道技術管理者点検・浄化槽点検 2 回・電気工作物定期点検
・ｺﾞﾐ置き場洗浄消毒 2 回・1 号車点検・Ｂ号車点検
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○利用者及び職員
・ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ見学(匝瑳市)・お花見(桜)・外食・音楽療法
行事等
・花見弁当・筍御膳・いちごﾃﾞｻﾞｰﾄ
・全体会議・衛生委員会・ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ(施設ｻｰﾋﾞｽ計画書会議含む)
4月
・給食会議(栄養ｻｰﾋﾞｽ計画書会議含む) ・業務改善会議
会議等
・高齢者権利擁護、身体拘束廃止検討委員会・個別機能訓練会議
・各部署会議・内部研修（喀痰吸引実地研修・接遇・排泄）
・つつじ見学(横芝光町)・外食・音楽療法
行事等
・端午の節句御膳・柏餅作り・母の日ﾃﾞｻﾞｰﾄ
・介護職員腰痛健診・ごみ拾い清掃イベント・衛生委員会・感染症対策委員
会・ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ(施設ｻｰﾋﾞｽ計画書会議含む) ・給食会議(栄養ｻｰﾋﾞｽ計画書会
5月
議含む) ・業務改善会議・個別機能訓練会議・防災訓練・防災委員会・ﾘｽｸﾏ
会議等
ﾈｼﾞﾒﾝﾄ委員会・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ会議・各部署会議
・内部研修（高齢者権利擁護、身体拘束廃止・喀痰吸引実地研修・ﾚｸﾘｴｰｼｮ
ﾝ）
・あじさい見学(多古町)・あやめ見学(匝瑳市)・外食・音楽療法
行事等
・あじさい御膳・父の日ﾃﾞｻﾞｰﾄ・ｽｲｶ割り
・衛生委員会・ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ(施設ｻｰﾋﾞｽ計画書会議含む)
6月
・給食会議(栄養ｻｰﾋﾞｽ計画書会議含む) ・業務改善会議
会議等
・個別機能訓練会議・各部署会議
・内部研修(喀痰吸引実地研修・感染症(食中毒予防)）
・七夕飾り・暑中見舞いのはがき作成・外食・音楽療法
行事等
・土用の丑の日・七夕御膳・かき氷
・衛生委員会・感染症対策委員会・ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ(施設ｻｰﾋﾞｽ計画書会議含む)
7月
・給食会議(栄養ｻｰﾋﾞｽ計画書会議含む) ・業務改善会議・高齢者権利擁護、
会議等
身体拘束廃止検討委員会・個別機能訓練会議・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ会議・各部署会議
・内部研修（看取り）（喀痰吸引実地研修）・職員ｽﾄﾚｽﾁｪｯｸ
・外食・音楽療法
行事等
・流しそうめん・ｶﾚｰﾗｲｽお好みﾄｯﾋﾟﾝｸﾞ・ところてん
・衛生委員会・ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ(施設ｻｰﾋﾞｽ計画書会議含む)
8月
・給食会議(栄養ｻｰﾋﾞｽ計画書会議含む) ・業務改善会議
会議等 ・個別機能訓練会議・ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ委員会・各部署会議
・職員健康診断
・内部研修（喀痰吸引実地研修・ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ）
・敬老会・外食・海苔の佃煮作り・横芝光町敬老会・運動会・音楽療法
行事等
・敬老の日(松花堂弁当)・おはぎ
9月
・衛生委員会・ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ(施設ｻｰﾋﾞｽ計画書会議含む) ・感染症対策委員会
・給食会議(栄養ｻｰﾋﾞｽ計画書会議含む) ・業務改善会議
会議等
・個別機能訓練会議・防災訓練・防災委員会・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ会議・各部署会議
・内部研修（喀痰吸引実地研修・接遇・食事介助）
・秋祭り・さつまいも掘り・紅葉狩り・外食・大総小学校運動会参加
10 月 行事等
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会議等

行事等

11 月
会議等

行事等
12 月
会議等

行事等
1月
会議等

行事等
2月
会議等

行事等
3月
会議等

・いわし博物館見学(九十九里町)・音楽療法
・体育の日応援弁当・芋煮会・ﾊﾛｳｨﾝ
・ごみ拾い清掃ｲﾍﾞﾝﾄ・衛生委員会・ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ(施設ｻｰﾋﾞｽ計画書会議含
む) ・給食会議(栄養ｻｰﾋﾞｽ計画書会議含む) ・業務改善会議
・高齢者権利擁護、身体拘束廃止検討委員会・個別機能訓練会議
・各部署会議
・内部研修（喀痰吸引実地研修・排泄）
・菊見学(山武市)・町内文化祭出品・ｼﾞｬﾑ作り・外食・音楽療法
・入所者ｲﾝﾌﾙエンザ予防接種
・おでんﾊﾞｲｷﾝｸﾞ・紅葉狩り御膳・ﾘﾝｺﾞﾃﾞｻﾞｰﾄ
・衛生委員会・ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ(施設ｻｰﾋﾞｽ計画書会議含む) ・感染症対策委員会
・給食会議(栄養ｻｰﾋﾞｽ計画書会議含む) ・業務改善会議
・個別機能訓練会議・防災訓練・防災委員会・ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ委員会
・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ会議・各部署会議
・内部研修（喀痰吸引実地研修・高齢者権利擁護、身体拘束廃止）・職員腰
痛健診
・焼き芋会・ｸﾘｽﾏｽ会・餅つき大会・ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝﾂｱｰ・音楽療法
・冬至膳・ｸﾘｽﾏｽﾃﾞｻﾞｰﾄﾊﾞｲｷﾝｸﾞ・年越しそば
・衛生委員会・ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ(施設ｻｰﾋﾞｽ計画書会議含む) ・給食会議(栄養ｻｰﾋﾞ
ｽ計画書会議含む) ・業務改善会議・個別機能訓練会議・各部署会議
・内部研修（感染症(ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ予防)・喀痰吸引実地研修）
・初詣(芝山町)・書初め・うどん作り・ﾋﾟｻﾞ作り・鮭稚魚受け入れ及び飼育
・音楽療法
・おせち料理・七草粥・鏡開き
・衛生委員会・ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ(施設ｻｰﾋﾞｽ計画書会議含む) ・感染症対策委員会
・給食会議(栄養ｻｰﾋﾞｽ計画書会議含む) ・業務改善会議
・個別機能訓練会議・高齢者権利擁護、身体拘束廃止検討委員会・ﾚｸﾘｴｰｼ
ｮﾝ会議・各部署会議
・内部研修（喀痰吸引実地研修・ﾘﾊﾋﾞﾘ・ﾎﾟｼﾞｼｮﾆﾝｸﾞ）
・節分（豆まき）・梅見学・太巻き寿司作り・音楽療法
・節分膳・豚汁会・ﾊﾞﾚﾝﾀｲﾝ
・衛生委員会・ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ(施設ｻｰﾋﾞｽ計画書会議含む)
・給食会議(栄養ｻｰﾋﾞｽ計画書会議含む) ・業務改善会議
・個別機能訓練会議・各部署会議
・内部研修（喀痰吸引実地研修・ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ）
・外食・大総小学校、大総保育所へ卒業及び卒園祝い・鮭稚魚放流式参加
・音楽療法・入所者健診
・ひなまつり御膳・天ぷら祭り・桜餅
・衛生委員会・感染症対策委員会・ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ(施設ｻｰﾋﾞｽ計画書会議含む)
・給食会議(栄養ｻｰﾋﾞｽ計画書会議含む) ・業務改善会議・個別機能訓練会
議・ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ委員会・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ会議・各部署会議
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・夜勤介護職員健康診断
・内部研修（喀痰吸引実地研修）

＜その他随時行う会議＞
○ｹｱｶﾝﾌｧﾚﾝｽ（体調不良者、褥瘡対象者、食事摂取量、事故ヒヤリ対応等）
○看取りｹｱｶﾝﾌｧﾚﾝｽ
○入所判定会議(入退所の切り替えを 1 週間以内に行う)
○新規入所ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ、ｼｮｰﾄ・ﾃﾞｲの新規利用ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ
＜その他随時行う研修＞
○事故、ﾋﾔﾘﾊｯﾄの対応策を踏まえた内部研修
○外部研修受講内容を取り入れた内部研修
○新入職員に対する内部研修(法人理念や経営方針の理解、介護の基本、身体拘束、ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒ
ﾝﾄ、感染症予防・各事業所の役割等)
＜その他随時行う行事＞
○ご利用者誕生会（誕生日当日、お一人ずつのお祝い）
○大総小学校交流会・大総保育園交流会
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