
施設名：

人数 職名 人数 備考

１名 栄養士 １名

１名 調理員 ９名

２名 事務員 １名

２名 介助員 ５名

7名 清掃員 １名

４３名

１名

１名

３　主な事業内容 ・一般浴槽改修工事　　１，４８０，０００円

計　　　７５名

職名

施設長

施設長補佐

介護支援専門員

生活相談員

介護員

看護師

事　業　実　績

パ ー ト 職 員 数

２　運　営　方　針

１　基　本　方　針

（１）ご利用者様への支援　　自立を支援し尊厳を守り、利用者本位の適切な福祉サービスを提供する。等

（２）業務管理体制　　施設運営の適正化を図るため業務管理体制の強化を行う。

　　 ①財産管理　　②契約事務の適正化　　③介護保険収入の適正な管理　　④会計の適正な管理

（３）高齢者にやさしい環境づくり　　プライバシーを尊重し、日常生活行為として振る舞える空間の確保に努める。等

（４）各会議及び各委員会の推進

　　・６つの会議及び１２の委員会を計画的に開催し、サービスの質の向上に向け組織的に取り組む。

・重度化が進む当施設において、一般浴を大浴槽から個浴槽へ改修した事によ

り、可能なご利用者様には機械浴から個浴へ移行したことで、より快適な入浴

サービスを提供することができた。

・いきいき菜園活動を計画的に開催し、ご利用者様とご家族様が共に喜びを共有

することができた。　ご家族様の参加増員が今後の課題である。

・スペシャルデイ活動を７名実施した。（自宅外出４名、外食２名、地蔵盆１名）

・家族会を年２回開催し、事業計画・事業報告・意見交換会等を行い、運営に対し

ての客観性の確保及びご家族様との信頼関係の構築に努めた。

・福祉の里まつり及び福祉の里文化祭では、ご家族様の参加要請を行い、交流す

ることができた。地域の方にも、交流と共に情報発信することができた。

実績利用者数　　55.9人/日

（２）事業活動

正 規 職 員 数

管理栄養士

（１）施設整備実績

事　業　実　績　報　告　書事　業　実　績　報　告　書事　業　実　績　報　告　書事　業　実　績　報　告　書平成２７年度平成２７年度平成２７年度平成２７年度

介護老人福祉施設　５９人

　倉吉スターロイヤル

　小谷昭則

１５

臨 時 職 員 数

定 員

施 設 長・ 管理 者名

達成率　　　　　94.8％

（１）施設整備計画　　一般浴の改修１，４００千円

（２）事業活動

　　・いきいき菜園活動（季節野菜等）

　　・スペシャルデイ活動（ご利用者様のご希望に沿った内容で個別に行事計画）

　　・家族会活動（運営報告、意見・要望の確認）

　　・福祉の里まつり及び福祉の里文化祭（地域交流）

　　わたしたちは地域に愛され、ご家族様との信頼関係を築き、ご利用者様の人権を尊重し、まごころに満ちた『安心 安全 快適』な生活が送れる施設づくりを目指

す。

　　社会福祉の基本理念に立脚した良質かつ適切な福祉サービスの提供を実現し、地域社会に『信頼』される施設づくりを目指す。

実 施 事 業

機能訓練指導員

項　目

併設型短期入所生活介護４０人

倉吉スターロイヤル

　介護老人福祉施設、併設型短期入所生活介護事業、併設型介護予防短期入所生活介護

事 業 所 名

　平成１０年８月１日

　鳥取県倉吉市福守町４３３

達成率　　　　　94.7％

事　業　計　画

実績利用者数　　37.9人/日

所 在 地

開 設 年 月 日

１８

４２



４　安全管理・衛生

　　　　　　管理

・社会福祉法人減免制度の活用（２名）

・福祉の里まつり及び福祉の里文化祭の開催

・倉吉みつぼし踊り大会への参加

・施設見学の受入れ（隠岐の島民生委員等）

・鳥取県老人福祉施設協議会への職員派遣（研修委員）

・傾聴ボランティアの受け入れ（毎月１回）

・地域サロン講習会へ専門職（作業療法士・管理栄養士）を年４回派遣した。

・近隣地域のゴミ拾い毎月１回実施した。

・小中学生の体験学習、高校生のボランティア体験事業、インターンシップ（職場

体験）を受け入れ

・地域ボランティア団体及び近隣保育園児との交流行事の開催、地域行事や買い

物等の外出行事を積極的に行い、地域との交流に努めた。

・防災計画及び防災対応マニュアルを職員会で確認し、災害時に対応できる体制

を整備した。

・消防設備点検を定期的に実施した。（年６回の自主点検、年２回の法定点検）

・消防訓練を年２回実施した。（６月に日中想定、１０月に消防署指導のもと夜間想

定を実施）

・非常用食品（普通食50人分・ミキサー食30人分）を3日分を保管し、期間等の管

理を行った。

５　防災・火災、救助

体制

７　各種団体との連

携と地域交流

６　職員の資質の向

上と研修

（１）地域社会との共生を図り、地域福祉への貢献を目指す。

（２）施設機能の効果的な提供に努める。

（３）地域に対し福祉専門職の派遣を積極的に行う。

（４）施設と地域住民の交流会を推進する。

（５）介護予防事業を推進する。

（６）法人各施設で行っている地域での文化活動を推進する。

（７）ボランティア活動や実習生等の受入を積極的に行い、ご利用者様と地域社会

との連携強化に努める。

（８）法人内に各事業所の園児の皆様・利用者の皆様との交流を積極的に図る。

（１）リスクマネジメントとしてリスクのデータ収集とデータ解析を通し、事故防止策

を徹底

（２）設備・備品・福祉用具等の安全管理とメンテナンス、物品等の整理整頓

（３）感染症予防対策として衛生管理と衛生教育の徹底

・毎月の事故対策委員会でアクシデントレベル別に検証し、事故防止策の徹底を

図った。毎月、事故ゼロ運動を実施し、ヒヤリハットの啓発、各フロアの危険箇所

等の確認を行った。前年比（ヒヤリハット３２％増　アクシデント件数５％減）　・法人

本部策定の行方不明事故対応マニュアルを全職員で確認した。

・定期的に設備・備品・福祉用具等の安全を確認し、不備が認められた案件は早

急に対応し、安全な施設環境に努めた。

・施設内で年４回の感染症対策の研修会を開催、また、感染予防ポスターを作成

し、館内掲示し、感染予防の徹底に努めた。

・職員衛生管理委員会を毎月開催し、職員の衛生管理に努めた。

・外部研修の参加実績（受講した職員は職員会にて伝達講習会を行った。）

　鳥取県認知症介護実践者研修１名　　介護職員等の喀痰吸引研修３名

　その他知識・技能取得等の研修３５名

・各委員会及び各専門職による施設内研修を年間計画に基づき毎月１回実施し

た。

・中国地区老人福祉施設研修大会（広島市）にて、２題の研究を発表した。

・鳥取県福祉研究学会（県社協）にて、１題の研究を発表した。

・資格取得実績（介護福祉士２名、介護支援専門員１名）

（１）防災計画及び防災対応マニュアルに則り、災害の予防及び人命の安全、被害

の軽減を図る。

（２）消防用設備の定期的な点検実施し、万一の災害時に被害を最小限にとどめ

る。

（３）安全快適な環境を提供するため、災害時の対応について職場内研修を定期

的に行う。

（４）非常用食品（普通食５０人分・ミキサー食３０人分）を３日分保管し災害時に備

える。

（１）知識・技能取得の研修をはじめ、感性や価値観のレベルアップを目標とした外

部研修及び発表会への参加を積極的に行う。

（２）関係職員を法人内研修に積極的に参加させる。

（３）全職員の資質向上を目指し、　OJTを行う体制の整備を強化する他、各委員

会及び各専門職による年間計画に基づいた施設内研修会を開催する。

（４）専門性（スキル）の向上に努め、各資格取得を推進する。

（５）福祉専門分野の研鑽と資質の向上を目的とし、各委員会で事例研究に取組

む。



季節・年間行事季節・年間行事季節・年間行事季節・年間行事
施設名：

実施月 行事計画

平成27年

4月

筍掘り　　　　　　　　　　　　花見外出

フロア別外出　              クッキングクラブ

生け花クラブ                交流クラブ

誕生日のお祝い

5月

春の青空ランチ　　　　　　 お茶会

三園運動会参加　　　　　　フロア別外出

いきいき菜園　　　　　　　　カルチャークラブ

クッキングクラブ

誕生日のお祝い

6月

お茶会　　　　　　　　　　　　花回廊外出

フロア別外出　　　　　　　　いきいき菜園

クッキングクラブ            生け花クラブ

交流クラブ

誕生日のお祝い

7月

ロイヤル夏祭り　　　　　　 そうめん流し

ハーブガーデン外出　　　フロア別外出

いきいき菜園　　　　　　　　カルチャークラブ

クッキングクラブ

誕生日のお祝い

8月

福祉の里まつり　　　　　   創立記念行事

フロア別外出　　　　　　　  映画クラブ

クッキングクラブ            音楽療法

交流クラブ                   生け花クラブ

誕生日のお祝い

9月

敬老祝賀会　　　　　　　　　家族会

足湯外出　　　　　　　　　　 フロア別外出

いきいき菜園　　　　　　　　 映画クラブ

クッキングクラブ　　　　　　 カルチャークラブ

誕生日のお祝い

10月

ロイヤル運動会　　　　　　 秋の青空ランチ

保育園運動会参加　　　　 フロア別外出

いきいき菜園　　　　　　　　 交流クラブ

クッキングクラブ             誕生日のお祝い

生け花クラブ

11月

福祉の里文化祭　　　　　　紅葉狩り

向山合同作品展参加　　　フロア別外出

いきいき菜園　　　　　　　 　映画クラブ

クッキングクラブ　　　　　  カルチャークラブ

誕生日のお祝い

12月

餅つき大会　　　　　　　　  忘年会「紅白歌合戦」

正月飾り買出し　　　　　   フロア別外出

映画クラブ　　　　　　　　   クッキングクラブ

音楽療法　　　　　　　　  　交流クラブ

いきいき菜園                誕生日のお祝い

平成28年

1月

とんどまつり　　　　　　　 　初釜茶会

初詣外出                     フロア別外出

映画クラブ　　　　　　　　　 カルチャークラブ

クッキングクラブ

誕生日のお祝い

2月

節分祭　　　　　　　　　　 三園合同音楽会参加

フロア別外出　　　　　　  映画クラブ

クッキングクラブ　　 　　  音楽療法

交流クラブ

誕生日のお祝い

3月

ひな祭り　　　　　　　　　 梅見外出

フロア別外出               いきいき菜園

映画クラブ　　　　　　　　 クッキングクラブ

カルチャークラブ

 誕生日のお祝い

花見外出（打吹公園4/9・10）　　 竹の子掘り（4/24）

椎茸植菌（小鴨公民館4/23）　　 交流クラブ（4/22）

クッキングクラブ（4/19・22）

音楽療法（4/3）

誕生日のお祝い（月間）

花見外出（住雲寺5/8・12）　     三園合同運動会（5/28）

春の青空ランチ（5/19・28）　     クッキングクラブ（5/11・12）

お茶会（5/29）

誕生日のお祝い（月間）

いきいき菜園（5/15）

お茶会（6/30）　　　　                いきいき菜園（6/1）

花回廊外出（6/22）                  買い物外出（6/19）

スペシャルデイ（赤碕6/4）         向山そうめん流し（6/27）

生け花クラブ（6/11）　　　 　　  　 クッキングクラブ（6/8・9）

音楽療法（6/26）　　　　　　　　     くらよし元気体操（6/15）

誕生日のお祝い（月間）

スペシャルデイ（自宅7/14）　     誕生日のお祝い（月間）

ハーブガーデン外出（7/15）

いきいき菜園(7/17)

カルチャークラブ（月間）

交流クラブ（7/22）

倉吉スターロイヤル

初詣外出（1/1・2・3）　　　   　   初釜茶会（1/12）

とんど祭り（1/15）　　　　　　     クッキングクラブ（1/17・21）

カルチャークラブ（1/5・11）

映画クラブ（1/18）

誕生日のお祝い（月間）

節分祭（2/3）　　　　　　　　       三園合同音楽会（2/27）

クッキングクラブ（2/3）　　       音楽療法（2/5）

交流クラブ（2/24）

映画クラブ（2/19）

誕生日のお祝い（月間）

ひな祭り（3/3）

家族会（3/25）

いきいき菜園(3/18)

ひな寿司作り（3/3）

誕生日のお祝い（月間）

行事実績

ロイヤル夏祭り（8/7）　　　　　　　　創立記念行事（8/7）

福祉の里まつり（8/29）　　　　　　　カルチャークラブ（月間）

音楽療法（8/21）

スペシャルデイ（自宅8/9地蔵盆8/23)

誕生日のお祝い（月間）

パチンコ外出（9/17）　　　　　　　 敬老祝賀会（9/26）

家族会（9/26）　　　　　　　 　　　　生け花クラブ（9/25）

クッキングクラブ（9/17・20）　　　 映画クラブ（9/23）

交流クラブ（9/24）　　　　　　　　　カルチャークラブ（月間）

誕生日のお祝い（月間）     　　  いきいき菜園（9/19）

ロイヤル運動会（10/13）　　  　小鴨地区文化祭（10/31）

秋の青空ランチ（10/15）　　　  福祉の里文化祭（10/24）

三園合同お茶会（10/15）　 　  干し柿作り（10/17）

焼き芋作り（10/26・29）　　　　  生け花クラブ（10/23）

クッキングクラブ（10/5・27）　　音楽療法（10/2）

誕生日のお祝い（月間）     　   いきいき菜園（10/16）

向山合同文化祭（11/21)　　   焼き芋作り（11/11）

紅葉狩り（11/１２）　　　　　     スペシャルデイ（自宅11/6）

生け花クラブ（11/24）　　　　   クッキングクラブ（11/10・20）

交流クラブ（11/26）              映画クラブ（11/19・24）

誕生日のお祝い（月間）

忘年会（12/25）　　　　　　　　  　餅つき（12/28）

正月飾り（12/30）　　　　　　　  　生け花クラブ（12/30）

クッキングクラブ（12/16・21）　　音楽療法（12/4）

交流クラブ12/16）　　　　　　　　 映画クラブ（12/9）

誕生日のお祝い（月間）　        いきいき菜園(12/18)


