
施設名：

　倉吉スターガーデン　デイサービスセンター 人数 備　　　考

　児玉和也 １名 　兼務

　通所介護、介護予防通所介護事業 １名

２名

　鳥取県倉吉市福守町４９１ ２名

　１名 ４名

　７名 １名

　２名

１０名 兼務除く

３　主な事業内容

月１回

（２）毎月、感染症予防委員会を開催。マニュアルを整備し手洗い、マスク、消毒の

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

２　運　営　方　針

１　基　本　方　針 　要介護状態等の心身の特性を踏まえて、ご利用者様が可能な限り住み慣れた場所で、その有する能力に応じ自立した生活を営む事ができるよう、さらにご利用者様の

社会的孤独感の解消及び心身機能の維持、並びにご家族様の身体的、精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の支援及びその他の必要な援助を行う。ま

たご利用者様の人権と安全を確保した介護の提供と、個人の尊重と尊厳をもったサービスの提供する。

（１）ご利用者様のなじんできたライフスタイルに近づけるよう、それまでの生活習慣や個性また時代性などを知るよう努め、個々に適した介護を行う。

（２）社会的に孤立しがちなご利用者様に対しアクティビティーサービスを通して心身機能の低下予防、運動機能の向上を図る。

（３）食事を栄養補給だけでなく、楽しみの一つとして捉え、交流を深める機会として雰囲気づくりに努める。

（４）在宅での介護負担の軽減のため、体調の変化に留意しつつ、安全に入浴していただけるよう、その介助を行う。

（５）ご利用者様の身体の清潔と機能維持に努め、健康チェック、心身状態の観察を行い、急変時等には適切に対応する。

（６）ご家族様や他専門職と連携をとり、統一された方針で支援に取組む。

（７）ご利用様が自らの意思と能力で選択・決定できるよう支援する。

（８）思いやり、いたわり、優しさ、共感をもってご利用者様本位の介護を提供する。

（９）職員はプロの自覚を持ち、観察はもちろん、自己研鑽に努め、お互い協力し合って質の高い、愛のある介護を目指す。
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事　業　実　績

パ ー ト 職 員 数

(１)ご利用者様が安全且つ安心して生活をしていただけるよう、事故防止をはじめ

２５人

（１）施設整備実績

項　目 事　業　計　画

（２）事業活動

職名

施設長

管理者兼生活相談員

生活相談員兼介護員

実績利用者数　１７．３/日 達成率　　６９．２％

看護師

調理員

介護員

　　　①介護予防として

　　　　・ゴム体操　　月２回

　　　　・料理（おやつ）をして食べよう活動

　設備・備品等の安全管理を行い、物品等の整理整頓及び福祉用具等のメンテナ

（１）施設整備事業

　　　実施なし

　　　桃の節句茶会等を実施した。

　　　計画なし

（３）ヒヤリハットを検証し、サービスの改善に努める。

倉吉スターガーデン　デイサービスセンター

　平成６年４月１日

（１）施設整備事業

（２）事業活動

　　① 介護予防として「ゴム体操」及び「料理をして食べよう活動」を実施した。

　　　その他、年間計画に基づき、節句茶会・七夕昼食会・合同バイキング・買物

　　　外出・昼食外出・保育園交流会・敬老会・忘年会・餅つき・新年茶会・節分祭

（１）施設設備、備品等の安全管理及び福祉用具等のメンテナンスを行った。

　　徹底、啓発を行った。また紅茶うがい等を取り入れ感染症防止に努めた。

（３）毎月、事故防止委員会を開催し、ヒヤリハットの検証、件数の見える化を実施。

　　毎月のヒヤリハットを集計しグラフ化することで事故防止に努めた。 

　ンスを徹底し環境整備に努める。

（２）感染症予防に向け衛生管理と衛生教育の徹底を図る。



（１）年２回総合防災訓練を実施、職員対象の防災マニュアル研修会及び心肺

　　蘇生法研修会を実施した。

（２）安心・安全な環境を提供するため、防災マニュアルの整備、施設内点検を

　　行った。

　　　消防用設備定期点検制度を遵守し、６ヶ月ごとに行う機器点検と、１２ヶ月

　　ごとに行う総合点検を消防設備士により実施した。

　　　２ヶ月に１回、防災自主点検の実施した。

　資質の向上を図るため資格取得を推奨し、平成２７年度は介護福祉士１名が

 　促する。

　社会福祉法人みのり福祉会 高齢者福祉専門部会 事例・研究発表会において

　　・施設内行事に近隣自治公民館長を招待

　　・福祉の里まつり及び福祉の里文化祭の開催

　　・地域ボランティア団体との交流行事

　　・高齢者福祉専門部会での地域清掃活動

　　・鳥取県老人福祉施設協議会への職員派遣

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

５　防災・火災、

　　救助体制

　 行い、レベルアップを行う。

（２）法人内部研修への参加

　 法人内の研修は、研修内容に応じた職員が研修をし、施設の業務に生かす。

（３）施設内のOJT・職場研修の実施

　　計画・実施を行う。

（２）防火活動への参加、地域防災状況の把握、マニュアル等有事に迅速な対応

　①定期的に施設内勉強会を行う。

　施設内外の各種研修を通して職員の資質の向上を図ると共に、専門知識及び

技術の向上を目指す。

（１）外部研修への参加

　①高齢者介護研修・初任研修等を通じ、キャリアアップ研修等を通じ自己研鑽を

　災害対応マニュアルにより、防火及び災害時の人命の安全、被害の軽減を図る。

（１）防火管理者が中心となり、ご利用者様の実態に即した防火訓練（年２回）の

　②研修の結果を職員間で伝達する。

（４）職員の資格取得のための取組み

　 介護福祉士等の資格取得を奨励し、知識及び実技の習得について、既得職員等

（１）ご利用者様とご家族様、保育園、地域・団体等との交流の場を設ける等しなが

　 による支援に努める。

　　　　　　　　　　平成２７年度介護専門職研修会

　　　　　　　　　　老人福祉施設職員研究会

　　 社会の一員として積極的に社会交流が図られることを目指す。

（２）学生、ボランティア等の体験学習の場となるよう積極的に受け入れを行う。

　　テーマ：介護予防体操で楽しく身体を動かす

　関係職員を法人内研修会、施設内研修会、施設外研修会に計画的に参加さ

せ、専門知識及び技能習得に努めた。

　主な研修会　平成２７年度鳥取県介護実践者研修

　　　　　　　　　　社会福祉施設ボランティア研修会　③新規採用職員等実務経験の少ない職員についての介護技術・知識の研修を

　②介護専門職研修を通じ、介護技術の習得を目指す。

　　　　　　　　　　苦情解決研修会

資格を取得した。

　　

　　ができる環境整備を行い、ご利用者様の安全の確保を行う。

１題の発表を行った。

　地域交流及び地域貢献を目的に下記の事業を積極的に実施した。

　　・学生さんへのボランティア体験及び職場実習の受け入れ

　　・地域で開催される行事への参加

　　・定期的な保育園交流会を通じて保育園の園児さんと交流

　　発表者：介護福祉士



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

・創立記念日　・工作　・昼食会　・おやつ作り

・花見外出　・昼食外出　・買物外出　・いちご

狩り体験

5月

・合同節句茶会　・春の大運動会　・工作　・

おやつバイキング　・昼食外出　・買物外出

・アスパラ収穫体験

6月

・陶芸　・慰問　・昼食会　・おやつ作り　・あや

め池外出　・藤の花見外出　・買物外出

7月

・七夕焼肉昼食会　・そうめん流し　・食育講

座　・職員音楽会　・買物外出　・昼食外出

8月

・健康講座　・おやつバイキング　・ボウリング

大会　・地域交流夏祭り　・昼食外出　・買物

外出　・ぶどう狩り

9月

・敬老祝賀会　・骨盤体操　・秋の大運動会

・買物外出　・昼食外出　・芋ほり、浜ピー収

穫体験

10月

・たこ焼き大会　・ラドン体操　・工作週間　・

買物外出　・昼食外出

11月

・焼き芋大会　・栄養教室　・昼食バイキング

・向山作品展　参加、出品　・紅葉狩り外出

・買物外出

12月

・合同忘年会　・もちつき　・クリスマス会　・買

物外出

平成28

年

1月

・新年祝賀会　・新年茶会　・書初め　・鍋

パーティ　・とんど祭り　・初詣　・昼食外出　・

買物外出

2月

・節分祭　・バレンタインパーティ　・工作　・買

物外出　・昼食外出

3月

・ひなまつり節句茶会　・昼食バイキング　・ひ

なまつり音楽会鑑賞　・昼食外出　・買物外出

倉吉スターガーデン　デイサービス

大宮神社初詣（５）、大宮神社初詣（６）、合同新年会（10）、ラ・ムー買

物外出（11）、ゴム体操（12）、新年茶会（13）、まるごう買物外出

（14）、とんど祭り（15）、鍋パーティー（17）、王将昼食外出（18）、北条

製麺昼食外出（22）、手作りおやつ（23）、ゴム体操（25）、ラ・ムー買

物外出（26）、鍋パーティー（27）

合同節分祭（３）、マルイ買物外出（４）、ゴム体操（９）、昼食会（11）、

いない、ラ・ムー買物外出（12）、バレンタインデー（14）、ひな祭り工作

週間（15～20）、ラ・ムー買物外出（15）、ガスト昼食外出（18）、　昼食

会（20）、ゴム体操（23）、手作りおやつ（24）、北海道昼食外出（26）、

三園合同音楽会（27）、手作りおやつ（28）、ローソン、ラ・ムー買物外

出（29）

茶話会（３）、まるごう買物外出（５）、ゴム体操（８・）、まるごう買物外

出(11）、手作りおやつ（12）、ホワイトデー(14）、ラ・ムー買物外出

（15）、東宝買物外出（17）、昼食会（19）、ラ・ムー買物外出（21）、ゴ

ム体操（22）、飛鳥、エスマート昼食外出（23）、羽合道の駅昼食外出

（25）、手作りおやつ（27）、花見、羽合道の駅昼食外出（29）、まるごう

買物外出（31）

行事実績

東宝買物外出（６）、ガスト昼食外出（７）、まるごう買物外出（10）、ゴ

ム体操（11）、ラ・ムー買物外出（12）、手作りおやつ（15）、パープルタ

ウン松屋（17）、まるごう買物外出（18）、流し拉麺（19）、保育園交流

（20）、社夏祭り（22）、お楽しみ昼食会（23）、ラ・ムー買物外出（24）、

ゴム体操（25）、おやつバイキング（27）、福祉の里夏祭り（29）

工作週間（１～７）、ゴム体操（８）、ウェルネス買物外出（11）、ラ・ムー

買物外出（12）、東宝買物外出（14）、ぶどう狩り昼食外出（15）、手作

りおやつ（16）、まるごう買物外出（17）、ケアハウス合同敬老祝賀会

（18）、アプト買物外出（21）、ゴム体操（22）、白兎道の駅昼食外出

（24）、まるごう買物外出（29）

まるごう買物外出（１）、パープルタウン昼食外出（５）、ゴム体操（６）、

ラ・ムー買物外出（10）、ゴム体操（13）、保育園交流（14）、手作りお

やつ（16）、たこ焼き（17）、ラ・ムー買物外出（19）、合同バイキング

（20）、運動会（22）、福祉の里文化祭（24）、奥津昼食外出（27）、手作

りおやつ（28）、パープルタウン買物外出（29）

合同収穫祭（４）、三徳山紅葉狩り（５）、奥津昼食外出（６）、ゴム体操

（10）、まるごう買物外出（12）、鍋パーティー（15）、かっぱ寿司昼食外

出（16）、鍋パーティー（18）、向山作品展（21）、ゴム体操（24）、花回

廊昼食外出（26）

創立記念祝賀会（３）、花見外出（５）、花見、買物外出（７）、花見、ハ

ワイ道の駅昼食外出（10）、ゴム体操（14）、マルイ買物外出（16）、端

午の節句工作週間（16～22）、ラ・ムー買物外出（20）、かっぱ寿司昼

食外出、苺狩り（23）、海と船上山昼食外出（27）、ゴム体操（28）

合同節句茶会（５）、藤寺花見外出（７）、おやつバイキング（10）、いな

い、ラ・ムー買物外出（11）、ゴム体操（12）、かっぱ寿司昼食外出

（13）、マルイ買物外出(14）、保育園交流（15）、慰問（16）、道の駅お

やつ外出（18）、パープルタウン松屋、あやめ池昼食外出（19）、昼食

会バイキング（20）、ハワイ道の駅アスパラ収穫体験（21）、春の大運

動会（22）、ゴム体操（26）、ラ・ムー買物外出（27）、東宝買物外出

（28）

慰問（８）、ゴム体操（９）、パニーニ、あやめ池おやつ外出（11）、しま

むら、マルイ買物外出（13）、かっぱ寿司昼食外出（15）、東宝買物外

出（１6）、保育園交流（17）、まるごう買物外出（18）、手作りおやつ

（20）、手作りおやつ（21）、いない買物外出（22）　、ゴム体操（23）、王

将昼食外出（26）

工作週間（１～６）、合同七夕焼肉昼食会（７）、流し素麺（11）、ラ・

ムー買物外出（13）、ゴム体操（14）、かっぱ寿司昼食外出（15）、まる

ごう買物外出（16）、犬狭、蒜山昼食外出（23）、手作りおやつ（25）、

手作りおやつ（26）、ゴム体操（28）

北海道昼食外出（４）、クリスマス工作週間（６～12）、東宝買物外出

（10）、マルイ買物外出（16）、王将昼食外出（17）、鍋パーティー

（19）、ガスト昼食外出（21）、忘年会（22）、ゴム体操（23）,おやつバイ

キング（24）、クリスマス昼食会（25）、合同餅つき（28）、マルイ買物外

出（29）


