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令和 4 年度デイサービスやまももの家・ハウスやまもも事業運営計画書 

 

 

【１】運営の理念 

（１） 私達は常に利用者の人権と主体性を尊重し、思いやりとやさしい心を持ち安心して介護を受けて頂け

るように努めます。 

（２） 私達は職員としての責任を自覚し、質の高い介護を提供するよう研鑽に努めます。 

 

【２】運営方針 

（１） デイサービスの効率的な運営及び特色のあるサービス提供のため創意工夫する。 

（２） 介護保険法令の趣旨に従い利用者が有する能力に応じ可能な限り自立した日常生活を営むことができ

るよう努める。 

（３） 利用者の意思を尊重し日常生活動作能力の回復や心身の機能向上など残存機能の低下の防止に努める。 

（４） 利用者の社会的孤立感の解消並びに家族の身体的疲労と介護にまつわる精神的・心理的負担を軽減し、

利用者と家族双方の生活の質が向上するように努める。 

 

【３】事業内容  

（１）通所介護事業（通常規模型…前年度の平均利用延べ人員数確認表により決定） 

前年度同様に充実した通所介護サービスを提供できるよう努力するとともに、緊急時には宿泊サービスを提供

して在宅介護の支援を実施する。 

介護支援専門員が作成するケアプランに基づき利用者の心理状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて

具体的なサービス内容等を記載した通所介護計画に沿って次の事業を行う。 

１ 生活相談 

① 事業所内での関わりは勿論のこと連絡帳やケアマネジャーを通じて家族（介護者）との連携を図る。  

② 家族（介護者）から介護に関する相談があれば助言等を行う。 

２ 健康チェック 

① 身体状況の観察、検温、血圧、脈拍測定等を行う。 

② 健康相談があれば助言等を行う。 

３ 送迎 

  利用者の送迎は軽乗用車、普通乗用車で行う。また、その身体状況により車椅子対応型福祉車輌による送迎

を行う。寝たきりの利用者はベッドからベッドまでのサービスを行う。令和 2年度に引き続き令和 3年度も

送迎の一部を業務委託する。 

４ 入浴サービス 

① リハビリを兼ねた歩行浴のできる厚生労働省承認のヘルストン活性石温泉の一般浴槽、気泡の出るエア

ブローバス、車椅子に座った状態で入浴できるチェアインバス、個浴槽等、利用者の心身の状態に応じ

た入浴介助サービスを安全に十分配慮して行う。 

② 浴槽、排水溝等は十分に清掃し、薬剤を使用して消毒を行い衛生管理に努める。 
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  ③ヘルストン温泉は循環浴槽であるので、残留塩素測定、業者によるメンテナンス、水質検査等を実施し水

質管理に努める。 

５ 給食サービス 

① 献立表により栄養、利用者の体調、残存機能及び嗜好等を考慮した食事を提供し、安全に美味しい食事

が楽しめるよう配慮する。 

② 食事前に嚥下体操を行う。 

③ 食後に口腔ケアを実施する。 

６ 機能訓練 

  利用者の残存機能を最大に引き出すことにより ADLの自立支援を行う。 

① 月に 2回作業療法士の指導を受け職員と共同で運動器機能向上訓練計画を作成し、実施する。 

② 日常生活の中での機能訓練 

   立ち上ることができる方はトイレで排泄を行う、歩ける方は極力車椅子を使用しないなど全身の筋肉の維

持・向上のため、できる範囲でできることはご自分でやっていただく。浴槽内での歩行訓練を安全に配慮

しながら行う。 

③ 個別機能訓練 （個人に合わせた目標とプログラムを設定し、実施する。加算の要件として 5 人程度の

小集団または個別に実施する） 

７ アクティビティサービス 

① レクリエーション、各種行事、趣味等利用者の心身の活性化と安定をもたらすアクティビティサービス

を提供する。 

② 心身をリラックスさせ他の利用者と交流し、楽しみながらできる簡単な手作業等を提供する。 

8 中重度の要介護者を受け入れる体制を構築し、中重度者ケア体制加算を算定する。 

 ① 中重度者ケア体制の構築。 

   ・指定基準に規定されている員数に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で 2以上確保する 

   ・令和 3年 4月～令和 4年 2月の要介護 3、4、5の利用者の割合が 30％以上である 

   ・サービス提供時間を通じて、専従の看護職員を 1名以上配置する 

 ② 算定開始時期は 4月 

 

（２）介護予防通所介護（従来型）  

（ア）要支援 1、要支援２と認定された利用者（事業対象者）に対し、地域包括支援センターで実施したア

セスメントに基づいて作成されたケアプランに従って当事業所で事前のアセスメント・サービスの提

供・事後のアセスメントを行う。また、その流れに沿って次の事業を実施する。 

① 送迎、健康状態の確認、入浴、食事、日常生活上の世話等の共通的サービス。 

② 生活等に関する相談及び助言。 

 

（３）通所型サービス A２（緩和型） 

通所型サービス A２は通常のデイサービスと一部同様のサービスを提供する。 

午後からは浜田市が普及啓発している「いきいき百歳体操」を取り入れ、重度化の防止への取り組みを続け

ます。    

A２の全日型（10：00～15：45）を提供し、入浴（介助あり 500 円、介助なし 250 円）と食事（おやつ代込

み 750円）は実費負担とする。 

令和 4年度は月曜日から木曜日まで 4日間の提供とする。 

通所型サービスの利用料は令和 2年度まで 1回ごとの単価でしたが、令和 3 年度からは月単位となります。 
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（４）ハウスやまもも時間延長サービス・宿泊サービス提供事業 

平成２５年 10月から時間延長サービスと「ハウスやまもも宿泊サービス」の提供を開始しているが、令和 4

年度も同様に充実したサービスを提供することにより在宅介護を支援する。 

ただし新型コロナウィルス感染拡大防止のため前年度急遽居室をケアマネジャー各自に 1部屋提供したため

令和 4年度は常時使用できる居室は 3部屋とする。コロナウィルス感染が終息すればもとの 4部屋で宿泊サ

ービスを提供する。 

 

【４】年間事業実施計画 

年末年始休業（１２月３０日～１月３日）、夏季休業（８月１４日～１６日）を除いて年中無休で営業する。 

 

【５】１日のスケジュール 

（１）通所介護・介護予防通所介護（従来型） 

８：００～ ９：１５   送迎車による迎え 

９：１５～１２：１０   健康チェック、入浴、趣味活動、機能訓練等 

１２：１０～１４：１０   昼食、口腔ケア、休息等 

１４：１５～１４：４５   個別機能訓練 

１４：５０～１５：１０   おやつ 

１５：１５～１５：４５   体操・レクリエーション 

１５：４５～１６：００   生活相談、排泄誘導等 

１６：００～１６：２０   連絡帳配布、帰りの準備 

１６：２０～        送迎車による送り 

（１６：２０～ 翌朝９：１５ 宿泊サービス ） 

 ＊延長サービスについては前年どおり（16：20～21：00）とします。 

（２）通所型サービスＡ２（緩和型）の提供時間・・・・ １０：００～１５：４５ 

 

【６】会 議 

（１） 職員会議    

  全職員で構成する。月１回開催し担当職員が報告書を作成する。 

① 施設における運営、サービス方針を確立するにあたり広く職員から意見を求める。 

② 施設における重要事項を職員に周知徹底させる。 

③ 職員相互間の協調を図る。 

（２） 運営会議 

  理事長、施設長、生活相談員、主任及び事務員で構成し、関連する職員の参加を求める。  

  必要に応じて開催し、担当者が次回の職員会議で報告する。 

① 運営に関する打合せ 

② 法人本部決定事項の連絡 

③ その他 

（３） 献立検討会議 

  施設長、栄養士、調理員、献立作成者（出席可能な場合）で構成する。 

① 給食の充実向上、調理員の連携、資質の向上を図る。 
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② 給食内容の検討、研究を行う。 

③ 利用者の給食に対する意見を参考にし、献立に反映させるよう努力する。 

 

【７】 令和 4年度 研修計画 

新型コロナウィルスの感染拡大の影響により令和元年度末からたくさんの研修等が中止・延期されて    

おり令和 4年度もその影響が懸念されます。今年度も様子を見ながら実施してまいります。  

  

（１）施設外研修 

     適宜、管理者が情報収集し、受講希望者の勤務態度等を勘案して決定し、受講する。研修報告書を提出し

職員の介護の質を維持し向上させるために職員会議等で伝達講習を実施する。 

   研修によっては web会議ツール（例えば Zoom）を使っての研修を受ける。 

 

（２）施設内研修 

年２回の消防訓練や火事以外の災害訓練を感染防止対策に留意しながら実施する。 

業務に関する研修や健康に関する研修等を感染防止対策に留意しながら適宜開催する。 

 

 

【8】年間実施計画 

  ＊毎日 食前体操、午後の体操 

  ＊毎月 誕生会と茶話会 普段よりメニューを増やしそれぞれの好みのものを注文する 

      （抹茶、こぶ茶、レギュラーコーヒー、ココア等） 

  実習生・ボランティアの受け入れについては新型コロナウイルス感染状況を見ながら実施する 

  ＊実習生（浜田東中学校、浜田市立第 2中学校その他）の受け入れ 

  ＊ボランティアによる交流会・地域交流随時受け付け 

  ＊体重測定 

  ＊体力測定 

  ＊誕生会担当・・・杏子 金子 梅岡 
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令和 4 年度年間行事計画  

月 季 節 行 事 趣 味 活 動 そ の 他  

    かるた 大会 カイロプラクティック  

4月 春の茶会 カレンダー作り リハビリ指導  

      口腔ケア指導  

      カイロプラクティック  

5月 端午の節句 カレンダー作り リハビリ指導  

      口腔ケア指導  

    カレンダー作り カイロプラクティック  

6月 てるてる会 ビンゴ大会 リハビリ指導  

      口腔ケア指導  

    七夕飾り制作 カイロプラクティック  

7月 七夕会   リハビリ指導  

    カレンダー作り 口腔ケア指導  

    カレンダー作り カイロプラクティック  

8月 夏祭り   リハビリ指導  

      口腔ケア指導  

      カイロプラクティック  

9月 敬老会 カレンダー作り リハビリ指導  

      口腔ケア指導  

      カイロプラクティック  

10月 体力測定 カレンダー作り リハビリ指導  

      口腔ケア指導  

      カイロプラクティック  

11月 収穫祭 カレンダー作り リハビリ指導  

      口腔ケア指導  

    クリスマス会 カイロプラクティック  

12月 クリスマス会 カレンダー作り リハビリ指導  

      口腔ケア指導  

      カイロプラクティック  

1月 新年会 カレンダー作り リハビリ指導  

      口腔ケア指導  

      カイロプラクティック  

2月 節分 カレンダー作り リハビリ指導  

      口腔ケア指導  

    小物作り カイロプラクティック  

3月 ひな祭り カレンダー作り リハビリ指導  

      口腔ケア指導  

 


