
施設名：

関金みのりグループホーム 人数 備　　　考

（施設長）　西坂　孝　　　（管理者）　島田　千夏 １名 兼務

指定地域密着型（介護予防）　認知症対応型共同生活介護 １名

名

鳥取県倉吉市関金町関金宿1429－2 1名

２名 名

９名 12名

４名 名

１名

15名 （兼務除）

３　主な事業内容

・毎月職員の細菌検査の実施。

管理者

業務主任

事　業　実　績

　達成率　９９．６　％

事　業　計　画

看護師

・地域の保育園交流、、小学校行事見学、地域のお祭り、行事の参加や地域の方を

招いてのふれあい喫茶を行い、地域交流を行った。

職名

・事故防止に向けて、ヒヤリハットの活用

・設備や備品、福祉用具等の安全管理と点検を実施

・感染症予防に向け衛生管理と衛生教育の徹底

１８人 実績利用者数　１７．９人/日

施設長

生活相談員

介護員

②１、２階廊下クロス張替え整備　　　１７８千円

調理員

夜間専門員

計

③安定した生活支援へ向けて、健康管理を適切に行う。

④音楽や体操を通じて心も体も健康で過ごせるよう支援して行く。

⑤地域との繋がりを大切にして、防災体制を強化して行く。

②お一人おひとりの気持ちを大切にして、持てる力を引き出す支援に努める。

施 設 長・ 管理 者名

所 在 地

開 設 年 月 日

正 規 職 員 数

項　目

臨 時 職 員 数

定 員

パ ー ト 職 員 数

　「認知症になっても、地域の中で当たり前の暮らしができるように、ご利用者様の個性を尊重し、家庭的な生活環境のもとで一人ひとりの力を引き出せるよう

支援する。ご利用者様の心身の状態を把握し、医療機関と連携を図り適切な対応に努めます。「地域の一員として、地域活動を通じ馴染みの関係を大切する」

の基本方針を基に運営理念を掲げ、毎朝、職員全員で理念を唱和し共有行く。

①「ここちよい」と感じていただける生活環境を整える。

平成17年1月1日

・口腔ケア、嚥下体操を通じ嚥下機能の向上を図る。

・体操を通じて、心身の健康を図る。

（１）施設整備事業

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

２　運　営　方　針

１　基　本　方　針

事 業 所 名

実 施 事 業

①サロン照明をＬＥＤ蛍光灯交換　　　　９１千円

（２）施設整備実績

①サロン照明をＬＥＤ蛍光灯交換　　　１００千円

・地域の一員として元気に行事に参加して、地域との交流を図る。

・笑顔が引き出せる。

・関金ケアハウスとの合同行事や、関金三施設合同の祭りを開催する。 ・毎食後の口腔ケア、昼食前に嚥下体操を行い、誤嚥予防に努めた。

（１）施設整備計画

４　安全管理・衛生

　　　　　　管理

・感染症についての研修に参加し、勉強会、実演習を行った。

・施設内での環境整備、福祉用具の点検を行った。

関金みのりグループホーム

②１、２階廊下クロス張替え整備　　　１７０千円

③２階系統空調機等修繕　　　　　　　 ６２６千円

④案内看板再塗装　　　　　　　　　　　 １９４千円

（２）事業活動 （２）事業活動 （２）事業活動

・１日２回、介護予防体操、くらよし元気体操、リハビリ体操を行い、心身ともに健康で

過ごして頂けるよう努めた。

・気づきを養い、重大な事故につながる事例はその場で話し合いを行い、事故防止に

努めた。

・台所用品（まな板、包丁、スポンジなど）毎日の消毒、コップ、歯ブラシなど定期消毒

を行った。



・関金町近隣自治公民との連携による緊急時避難体制を確立する。

・自然災害及び火災に備え、必需品を備蓄する。

・毎月避難用スロープを使用しての夜間想定の避難訓練を行った。

・専門的資格の取得に向けて、研修に参加しやすいよう、勤務の調整を行った。

技術の向上を目指します。

・外部研修・発表会への参加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　研鑚を促す。

・法人内の研修に参加して知識を習得した。

・創立記念祝賀会、敬老会に地域の方々を招いて交流を図った。

・専門資格取得に向けての取り組みや支援の実施。

　外部で研修したことは、伝達研修で共通理解を図る。

・毎週ボランティアの受け入れや地域の方を招いてのふれあい喫茶（年に２回）を行

い、地域に開かれた施設作りに努めた。

・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、社会交

流が図られるよう目指していく。 ・３施設合同のラ・イン・グル祭りを行い、地域の方々、中学生、ご家族様を招いて、

交流を図った。

７　各種団体との典

型と地域交流

６　職員の資質の向

上と研修

・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、専門知識や

５　防災・火災、救助

体制

・施設内での環境整備、防災設備の点検を行った。

・救急に対応できるように、ＡＥＤ及び心肺蘇生研修を実施。

・法人内統一の防災自主点検を２ヶ月に１回行った。

・年に２回防火管理者が中心となり、防災・避難訓練の実施（１回消防署立合い）

・有事に迅速な対応ができる環境整備の実施と、防災設備の点検を行う。

・災害対応マニュアルにより、人命の安全、被害の軽減を図る。

・北谷小学校との交流会を行った。

・地域に開かれた施設作りを目指す。

・学生やボランティア等の体験学習の場となるよう受け入れを行う。

・年２回家族交流会を実施して、交流を図った。

・外出、外泊される時、送迎の支援を行った。

・ボランティアとして民生委員さんをお招きしてひな祭りお茶会を行い、交流を図った。

・地域の保育園を招いての七夕交流を行った。

・関金の文化祭に作品を出品したり、地域の商店、理髪店への外出など、地域の一

員として参加できるように努めた。

・食料品としてお米・水・調味料を備蓄した。

・新規採用職員等は、経験の高い職員により実務を通した研修を行い、施設

全体のレベルアップを図る。

　認知症実践者研修、キャリアアップ研修を通じモチベーションアップや自己

　計画的に毎月勉強会を行う。

・外部研修者による伝達研修の実施。

・年間研修計画による施設内勉強会の実施。

・防火管理者が中心に年2回防災訓練の実施、防災活動への参加し情報収

集に努める。

　介護専門職研修参加を通じ、介護の知識や技術を修得する。

・外部講師を招いての介護技術の研修を行った。

　法人内の研修は、研修内容に応じた職員が参加し、業務に生かします。

・施設内ＯＪＴ・職場研修の実施

・関金町近隣自治公民館と災害時における緊急時避難誘導の協力協定の締結を

行った。

・法人内グループホーム管理者、ケアマネ、リーダー会議や法人内各部会に参加し、

意見・情報交換を行い、日々の業務に活かした。

・外部研修に参加（キャリアアップ研修、介護専門職研修、グループホーム総合研修

等）し、介護の知識、技術を習得し支援に繋げた。

・法人内部研修への参加



施設名：

実施月 行事計画

平成29年

4月

創立記念祝賀会　　　誕生会

個別支援外出   　　　花見外出

5月

誕生会

保育園交流

個別支援外出

6月

誕生会

ちまき作り

個別支援外出

ふれあい喫茶（地域交流）

7月

関金保育園七夕交流会

誕生会

個別支援外出

8月

誕生会

福祉の里夏祭り

関金夏祭り（花火）

個別外出支援

9月

誕生会

秋祭り神輿見学

個別外出支援

関金３施設合同祭り

10月

誕生会

関金町文化祭作品展

収穫祭（芋ほり）

個別支援外出

グランドゴルフ大会（ケアハウス合同）

11月

誕生会

個別支援外出

紅葉外出（外食）

ふれあい喫茶（地域交流）

12月

誕生会

クリスマス会

餅つき兼家族交流会

個別支援外出　　　　　忘年会

平成３０年

1月

誕生会

新年茶会　　初詣　　　新年会

とんどさん　　　　個別外出支援

2月

誕生会

節分（豆まき）

個別外出支援

3月

ひな祭りお茶会（地域交流）

個別外出支援

誕生会

11/3、4関金文化祭　　　11/7紅葉狩り外出

11/9音楽会　　　11/11福祉の里文化祭

11/19地域交流ふれあい喫茶　　11/22誕生会

11/23音楽会　　　11/24本の読み聞せ

11/25サングリーン文化祭

12/8音楽会　　　12/本の読み聞せ

12/12音楽会　　　12/19、20利用日、音楽会

12/22本の読み聞せ　　　12/23家族交流餅つき大会

12/25クリスマス音楽会　　　12/28ご利用者様忘年会

4/4 音楽会　　　4/6花見ドライブ

4/7本の読み聞かせ　　　 4/9創立記念祝賀会

4/13青空ランチ（花見）　　4/14本の読み聞かせ

4/20音楽会　　　　4/22関金温泉つつじ祭り（前夜祭）

4/23関金温泉つつじ祭り　　　4/25音楽会

4/26、27理容日　　　4/28本の読み聞かせ

5/2保育園運動会　　　5/4音楽会

5/5紙芝居　　　5/8地域交流（ケアハウス合同コスモスの種まき）

5/9音楽会　　　5/10ドライブ外出（藤の花見学）

5/17ボランティア慰問（ケアハウス）

5/19本の読み聞かせ

6/5地域交流ふれあい喫茶（ちまき作り）

6/6音楽会　　6/16音楽会　6/17音楽会

6/21ご利用者様健康診断　6/22音楽会

6/23本の読み聞かせ　　6/26音楽会

6/27、28理容日　　6/30本の読み聞かせ

7/6音楽会　　　7/8家族交流会（そうめん流し）

7/11音楽会　　　7/15関金保育園交流七夕交流会

7/20音楽会　　　7/21本の読み聞かせ　　　7/27音楽会

1/2初詣　　　1/12とんどさん（ケアハウス合同）

1/17誕生会　　　1/25誕生会

2/3豆まき　　　2/9本の読み聞かせ

2/13音楽会　　　2/19誕生会

2/20、21理容日　　　2/22音楽会

2/23本の読み聞かせ　　　2/24三園音楽会　　2/26音楽会

3/8音楽会　　　3/9本の読み聞かせ

3/9ひな祭りお茶会（地域交流）　　　3/15音楽会

3/16、17誕生会　　　3/18おはぎ作り

3/22音楽会　　　3/29音楽会

行事実績

関金みのりグループホーム

季節・年間行事季節・年間行事季節・年間行事季節・年間行事

8/3音楽会　8/8音楽会　　　8/10、11理容日

8/11本の読み聞かせ　　　8/13誕生会　　　8/17音楽会

8/17誕生会　　　8/18本の読み聞かせ　　　8/24音楽会

8/26福祉の里祭り

9/1紙芝本の読み聞かせ、音楽会　　　9/4個別支援外出

9/7音楽会　　　9/8本の読み聞かせ

9/9敬老祝賀会（ケアハウス合同）　　9/14音楽会

9/15本の読み聞かせ　　　9/18御幸行列

9/20音楽会　　9/22本の読み聞せ

9/23関金3施設ライングル祭り　　　9/26音楽会

10/3北谷小学校交流会

10/4芋ほり（ケアハウス合同）、音楽会

10/5お楽しみ交流会　　　10/10音楽会

10/24理容日　　　　10/26音楽会

10/27本の読み聞せ　　　10/27理容日


