
施設名：

　倉吉スターガーデン・ケアハウス 人数 備　　　考

　施 設 長  石 賀  康 丈 １名

　軽費老人ホーム（ケアハウス） １名

　平成６年４月１日 １名

　鳥取県倉吉市福守町４９１ １名

　２名 ３名

　６名 ２名

　３名 １名

１名

１１名

３　主な事業内容

倉吉スターガーデン・ケアハウス

　④コイン式乾燥機取替事業　　　 　　１９０千円　④コイン式乾燥機取替事業　　　 ２１４千円

２６名 実績利用者数　２５.８名／日 達成率　　９９．４％

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２９年度平成２９年度平成２９年度平成２９年度

１　基　本　方　針

項　目

実 施 事 業

栄養士

清掃職員

計

事　業　実　績

事 業 所 名

２　運　営　方　針

夜間専門員（宿直員）

調理員

定 員

（１）施設整備事業

　日常の自主的な活動のための諸サービスを提供する。

　関係施設、事業所との連携を図ることにより、ゆとりのある自主生活を維持いただけるように支援する。

　高齢者向きの施設、食事、入浴施設などの基本サービスや、外出支援、楽しみの場を提供する。

パ ー ト 職 員 数 事務員

生活相談員

所 在 地

開 設 年 月 日 介護員

施設 長・ 管理 者名

正 規 職 員 数

事　業　計　画

臨 時 職 員 数

　ご利用者様が、プライバシーが尊重された環境のもと、健康で心豊かに自主的な生活を送ることが出来るよう支援する。

職名

施設長

　①厨房床面塗装工事事業　　　　　　１５０千円

　②厨房空調機器取替事業　　　　　　３７８千円

　①厨房床面塗装工事事業　　　　１５０千円

　③食堂椅子取替事業　　　　　　　　　２７７千円

　⑦火災報知器連動型通報装置　　　２３３千円

　⑤玄関ポーチ段差改修事業　　　２００千円

　②厨房空調機器取替事業　　　　３７８千円

　③食堂椅子取替事業　　　　　　　４１２千円

(1) 施設整備計画 （１）施設整備実績

　法人基本理念を行動規範として全職員が以下の目標をもって事業活動を行う。

(1) 『思いやり』と『感謝（おかげさま）の心』を持って、ご利用者様やご家族様及び私たち職員が幸せを感じることのできる施設づくりに注力して取り組む。

(2) ご利用者様、ご家族様、地域の皆様から信頼される施設を目指す。

(3) ご利用者様本位の接遇、職員間の良好なコミュニケーションを施設運営の心得とし、親切丁寧なサービスを提供する。

(4) ご利用者様への支援　～重点実施事項～

　① ご利用様が安心して気持ち良く生活していただける様、住みよい住居を提供する。

　② ご利用者様の自主性の尊重を基本として、ご利用者様が明るく心豊かな生活ができるよう、ご利用様の意見を聞きながら環境整備を図る。

　③ ご利用者様のプライバシーを配慮し、相談、助言等の援助を行う。

　④ ご利用様の健康状態などを配慮しながら栄養士が献立を作成し栄養バランスの取れた食事の提供を行うと共に、ご利用様同士が楽しく食事できるよう

　　な雰囲気作りに努める。

　⑤ ご利用者様が楽しく生活を過ごせる様に、ご利用様主体の活動を職員一同と協力し行う。

　⑥『笑顔と喜び』　『笑顔と喜び』　『笑顔と喜び』　『笑顔と喜び』　私たち職員は、感謝を言葉に表し、皆様に笑顔と喜びを提供する。

　⑦『思いを支えてこそ介護』　『思いを支えてこそ介護』　『思いを支えてこそ介護』　『思いを支えてこそ介護』　お一人おひとりの「思い」に耳を傾け、ご利用者様の主体的な暮らし、そして自己実現を支援する。

(5) 業務改善を推進し、広く職員の意見を取り入れ、改善提案を基に業務の効率化と負担の軽減及びに軽費削減に努める。

(6) 社会資源である施設の有効活用及びに長期的に安定した事業基盤を確立するため、定員充足率100％を目指す。

　⑤玄関ポーチ段差改修事業　　　　　４１５千円

　⑥居室空調取替工事事業　　　　　　３０２千円



５　防災・火災、

　　救助体制

６　職員の資質の

　　向上と研修

　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。

　　を実施した。

　・中部圏域地域づくりしょいやの会　　～病院間の連携・～

　・高齢者虐待防止・身体拘束廃止　　　　　　　　・倫理及び法令遵守

　・感染症予防及びまん延防止　　　　　　　　　　・認知症ケアの取り組み

主な施設外研修会等

　・老人福祉施設職員研究会

　・老人福祉施設研修会

　・苦情解決事業研修会

　・法人基本理念・基本方針・事業計画　　　　　・リスクマネジメント

　・感染症・結核予防対策研修会

　①座談会を月１回、買物外出を月３回、昼食外出を月１回、カラオケを月１回、

　施設内外の各種研修を通じ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。

（２）消防用設備（スプリンクラー設備、自動火災報知設備、防火扉等）の定

期的な点検を実施、万一の災害時に被害を最小限にとどめる。

　②食事を楽しむ ～日本全国味めぐり～ 事業

　①入居者の施設生活がより活性化する事業

(2) 事業活動（２）事業活動 （２）事業活動

　法人の「国家資格等所得者に対する助成要領」による資格所得に対する助成制度

を活用し、職員の資格所得意欲の増進とキャリアアップを促進する。

主な施設内研修会

　　映画鑑賞会を月１回、昼食会を月１回実施した。

（３）職場内防災研修会の実施、消防署員による救急救命講習会に全職員が

　参加することができた。

（１）感染症予防に向け衛生管理と衛生教育の徹底を図る。 （１）感染予防に関するマニュアルの整備、定期的に委員会を実施した。

（４）職員の資格所得のための取組み

（３）施設内点検を行い、事故につながる所は改善を実施した。

　研修内容に応じた関係職員を積極的に参加させキャリアアップを図る。

（２）ヒヤリハット・事故防止に努める為に、定期的に委員会を開催しリスクマネ

　ジメントを行い事故防止に努めた。

　・感染症予防　～予防ケアの方法・情報整理～

　・救急処置法研修会

　②毎月１９日は「食育の日」にちなんで、日本全国の郷土料理や名物・特産品

　・防災計画及び防災マニュアル　　　　　　　　　・食に関する研修会

　防災計画及び災害対応マニュアルに則り、防災及び災害時の人命の安全、

被害の軽減を図った。

（１）年２回（昼間・夜間想定）避難訓練、通報訓練、消火訓練の実施を行った。

（２）２ヶ月毎に防災自主点検の実施、設備業者委託による防災設備・機器の

　保守点検を年２回実施した。

　②介護専門職研修を通じ、介護技術の習得に努める。

　③ 実務経験の少ない職員に対しレベルアップを目的に、介護技術・知識習

　　得等の施設外研修会への参加を積極的に行う。

（２）法人内部研修への参加

（３）施設内のＯＪＴ・職場研修の実施

４　安全管理

　　衛生管理

　防災計画及び災害対応マニュアルに則り、防災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、ご入居者さまの実態に既した防火訓練（年２

回）の計画・実施を行う。

（１）外部研修への参加

（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）地震、風水害の災害が発生した場合に、避難所での生活の継続が困難

な高齢者（要援護高齢者）を、施設内で受入れを行う。

（２）ご利用者様が安全かつ安心して生活をしていただけるよう、ヒヤリハット

　の実践などリスクマネージメントを行い事故防止に努める。

（３）施設の整備・備品等の安全管理を行い、物品等の整理整頓及び福祉用

　具等のメンテナンスを徹底し環境整備に努める。

　全職員及び新人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と共

に、各委員会等による年間計画に基づいた施設内研修会を開催する。

　①介護研修・初任研修、キャリアアップ研修等を通じ、自己研鎖を促す。

　③ ご利用者様と地域に住む高校生との異世代交流事業

　　を使った、季節に有った料理を入居者様と一緒に作り、会食を実施した。

　③中央高等学園専修学校の高校生の皆様との計画的かつ継続的に交流会



（5）毎月、傾聴ボランティアの受け入れを実施し、夏休みには、中学生、高校生

のボランティアの受け入れを実施した。

（3）併設しているデイサービスと合同で地域サロンへ職員派遣を行った。

７　各種団体との連

　　携と地域交流 （１）施設機能及び役割を広く地域の皆様へPRし、交流の懸け橋となることを目

的に、計画的に広報誌を年４回発行し、予定していた配布先へ配布することが

できた。

　　配 布 先：地域包括支援センター・居宅介護事業所・病院の地域連携室

　　　　　　　　近隣地区公民館・近隣自治公民館長及び民生児童委員

(3) 地域サロンへ福祉専門職を派遣する。

(6) 高校生ボランティア活動・中高生介護の仕事体験の受け入れを行う。

　地域社会との共生を図り、地域福祉への貢献を目指す。

　　発行回数：年4回

(2) 地域に貢献する施設として連携及び交流を図ることを目的に地域交流

　行事を開催する。

(4) 法人各施設で行なっている地域での文化活動を推進する。

(5) 地域ボランティア活動等の受け入れを積極的に行う。

(1) 広報誌「倉吉スターガーデン便り」を発行し地域に配布する。

（2）地域交流行事として「創立記念日」と「敬老祝賀会」は近隣自治公民館長、

民生児童委員及び地域ボランティア団体の方々に参加いただき実施した。



実施月 行事計画

平成29年

4月

創立記念式典/カラオケ/花見・足湯外

出/買物外出/座談会/お地蔵さんお参

り/お楽しみ会/日本全国味めぐり/昼食

会・誕生会/映画鑑賞会/ブルーイン

ター交流会/臨床美術/昼食外出

5月

合同節句茶会/カラオケ/お楽しみ会/

昼食外出/買物外出/三園合同運動会/

座談会/お地蔵さんお参り/映画鑑賞会

/日本全国味めぐり/臨床美術

6月

カラオケ/お楽しみ会/昼食外出/買物

外出/ちまき作り/座談会/お地蔵さんお

参り/昼食会/映画鑑賞会/避難訓練/

日本全国味めぐり/臨床美術

7月

七夕昼食会/カラオケ/お楽しみ会/昼

食外出/買物外出/座談会・お地蔵さん

お参り/昼食会/映画鑑賞会/日本全国

味めぐり/臨床美術

8月

カラオケ/お楽しみ会/昼食外出/買物

外出/福祉の里夏祭り/座談会/お地蔵

さんお参り/昼食会/映画鑑賞会/日本

全国味めぐり/臨床美術

9月

敬老祝賀会/カラオケ/お楽しみ会/昼

食外出/買物外出/座談会/お地蔵さん

お参り/昼食会/映画鑑賞会/日本全国

味めぐり/臨床美術

10月

カラオケ/お楽しみ会/昼食外出/買物

外出/座談会/お地蔵さんお参り/昼食

会/映画鑑賞会/日本全国味めぐり/臨

床美術/収穫祭

11月

福祉の里文化祭/カラオケ/お楽しみ会

/買物外出/座談会・お地蔵さんお参り/

昼食会/映画鑑賞会/紅葉狩り外出/避

難訓練/日本全国味めぐり/臨床美術

12月

合同忘年会/もちつき/カラオケ/お楽し

み会/昼食外出/買物外出/座談会/お

地蔵さんお参り/昼食会/映画鑑賞会/

日本全国味めぐり/臨床美術

平成30年

1月

新年祝賀会/新年茶会/昼食外出/買物

外出/とんど祭り/座談会/お地蔵さんお

参り/昼食会/映画鑑賞会/日本全国味

めぐり/臨床美術

2月

節分祭/カラオケ/お楽しみ会/昼食外

出/買物外出/座談会/お地蔵さんお参

り/昼食会/映画鑑賞会/日本全国味め

ぐり/臨床美術

3月

ひなまつり節句茶会/カラオケ/お楽し

み会/昼食外出/音楽会見学/座談会/

お地蔵さんお参り/昼食会/映画鑑賞会

/日本全国味めぐり/臨床美術

座談会・お地蔵さんお参り（11/1・21名）散髪(11/6・5名)お楽しみ会（11/7・6名）紅葉狩

り外出（11/9・4名）福祉の里文化祭慰問（11/11）買物外出(11/16・4名）高校生交流会

（11/16・4名）日本全国味めぐり（11/19・18名）カラオケ（11/24・5.名）向山作品展見学

（11/25・5名）臨床美術(11/27・3名)買物外出（11/28・2名）映画鑑賞会（11/30・6名）

座談会・お地蔵さんお参り（12/1・21名）散髪(12/4・6名)お楽しみ会（12/8・10名）臨床

美術(12/11・4名)買物外出（12/12・4名）昼食会・誕生会(12/15・18名)合同忘年会

（12/16・13名）カラオケ（12/21・5名）昼食外出（12/22・5名）臨床美術(12/25・4名)買物

外出（12/26・5名）映画鑑賞会（12/27・3名）餅つき（12/28・6名）1月座談会（12/30・20

名）

座談会・お地蔵さんお参り(4/3・21名)ブルーインター交流会(4/3・1名)花見・足湯外出

(4/6・5名)買物外出(4/10・5名)臨床美術(4/10・3名)お楽しみ会(4/11・15名)創立記念

式典(4/14・17名)昼食会・誕生会(4/17・11名)日本全国味めぐり(4/19・14名)買物外出

(4/24・6名)散髪(4/24・3名)臨床美術(4/24・4名)カラオケ(4/26・2名)昼食外出(4/27・4

名)映画鑑賞会(4/28・2名)

座談会・お地蔵さんお参り(5/1・21名)合同節句茶会(5/2・9名）買物外出(5/8・4名)臨

床美術(5/8・3名)お楽しみ会(5/9・9名)傾聴ボランティア（5/9・1名）昼食会・誕生会

(5/15・12名)昼食外出(5/17・3.名)高校生交流会(5/18・5名）三園合同運動会(5/19・2

名)日本全国味めぐり(5/19・16名）散髪(5/22・3名)臨床美術(4/24・4名)カラオケ(5/26・

4名)映画鑑賞会（5/28・3名）買物外出(5/29・3名)

座談会・お地蔵さんお参り（6/1・21名）避難訓練（6/2・14名）足湯外出（6/6・3名）ちま

き作り（6/9・5名）お楽しみ会（6/9・9名）買物外出（6/12・6名）臨床美術(6/12・3名)昼

食外出(6/13・4.名)高校生交流会(6/15・6名）みのり保育園交流会（6/16・7名）日本全

国味めぐり（6/19・13名）カラオケ(6/22・7名)散髪(6/26・4名)臨床美術(6/26・5名)買物

外出（6/27・7名）7月座談会（6/30・22名）

お地蔵さんお参り（7/3・12名）お楽しみ会・傾聴ボランティア（7/4・6名）合同七夕昼食

会(7/7・16名)臨床美術(7/10・3名)買物外出（7/11・5名）保育園交流会（7/13・2名）昼

食外出(7/14・6名)臨床美術(7/17・5名)日本全国味めぐり(7/19・17名）散髪(7/24・7名)

買物外出（7/25・4名）映画鑑賞会（7/31・5名）

施設名：倉吉スターガーデン・ケアハウス

季節・年間行事季節・年間行事季節・年間行事季節・年間行事

お地蔵さんお参り（1/4・10名）初詣（1/4・4名）書初め（1/5・7名）臨床美術(1/8・4名)買

物外出（1/9・5名）散髪(1/4・3名)お楽しみ会（1/10・8名）鏡開き・新年茶会（1/11・8名）

とんど祭り（1/12・8名）新年祝賀会（1/13・19名）日本全国味めぐり（1/19・15名）誕生

会(1/25・15名)買物外出（1/25・2名）昼食外出（1/30・4名）映画鑑賞会（1/31・2名）

座談会・お地蔵さんお参り（2/1･22名）高校生交流会（2/1・7名）節分祭（2/3・9名）散

髪(2/5・3名)お楽しみ会（2/9・8名）買物外出（2/13・8名）バレンタインコンサート

（2/14・10名）昼食会（2/16・15名）日本全国味めぐり（2/19・12名）カラオケ（2/22・5名）

昼食外出（2/23・5名）買物外出（2/27・6名）誕生会(2/28・20名)

座談会・お地蔵さんお参り(3/1・22名）ひな祭り節句茶会(3/3・10名）散髪(3/5・3名)お

楽しみ会（3/9・9名）臨床美術(3/12・3名)買物外出（3/13・8名）日本全国味めぐり

（3/19・15名）期日前投票（3/21・4名・3/22・2名）昼食外出（3/23・8名）臨床美術

(3/26・2名)買物外出（3/27・4名）竹筝会慰問（3/28・8名）映画鑑賞会（3/30・8名）

行事実績

座談会・お地蔵さんお参り（8/1・23名）お楽しみ夕食会（8/3・23名）散髪(8/7・2名)買物

外出（8/8・4名）昼食外出（8/10・5名）昼食会・誕生会(8/15・22名)日本全国味めぐり

（8/19・19名）カラオケ（8/24・7名）福祉の里まつり（8/26）映画鑑賞会（8/27・2名）買物

外出（8/30・3名）

座談会・お地蔵さんお参り（9/1・22名）散髪(9/4・5名)お楽しみ会・傾聴ボランティア

（9/5・6名）敬老祝賀会（9/11・16名）買物外出（9/12・6名）スロパチ外出（9/14・5名）

臨床美術(9/18・3名)日本全国味めぐり（9/19・17名）高校生交流会(9/21・3名）カラオ

ケ（9/22・3名）臨床美術(9/25・2名)買物外出（9/27・3名）倉吉市議選期日前投票

（9/27・2名）映画鑑賞会（9/29・4名）10月座談会（9/29・21名）

お地蔵さんお参り（10/3・13名）お楽しみ会（10/4・7名）倉吉女子駅伝応援（10/8・3名）

臨床美術(10/9・3名)買物外出(10/10・3名）花回廊外出（10/12・5名）合同収穫祭

（10/13・14名）昼食会・誕生会(10/16・14名)日本全国味めぐり（10/19・17名）高校生交

流会(10/19・6名）期日前投票（10/20・3名）臨床美術(10/23・2名)カラオケ(10/24・4

名）買物外出(10/25・3名）中央学園祭参加（10/29・2名）映画鑑賞会（10/30・6名）


