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管理者 前田 説子
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事 業 実 績
・認知症になっても、地域の中であたりまえの暮らしができるように、利用者の個性を尊重し家庭的な環境のもとで、一人ひとりの力を引き出せるように支援する。
・利用者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る。
・地域の一員として、地域活動を通じ馴染みの関係を大切にして行く。

２ 運 営 方 針

個人を尊重し、自分らしく安らぎのある生活ができるように支援する。
(１)お一人おひとりの「出来ること」を引き出し、充実した生活を送れるよう支援する。
(２)住み慣れた地域の中で、家族や友人との関係を保ちながら、馴染みの関係の中で、安心して生活できるよう配慮する。
(３)選択の自由と個性を尊重する。
共同生活住居にあっても、「個性と尊厳」を最大限尊重し、可能な限りご利用者様の思いに添ったサービス提供に努める。
(４)家庭的な雰囲気の中で、安全で快適な暮らしができる環境づくりに努める。
家庭的な環境のもとで、掃除、洗濯、食事作りなどの日常生活を共に行うことにより身体機能が保てるとともに、居心地の良い生活空間となるよう努める。

３ 主な事業内容
（１）施設整備事業
（２）事業活動

（１）施設整備計画
①二階床修繕
２７０千円
②トイレ・居室の換気扇取替
２１６千円
（２）事業活動
・保育園との交流(ひまわり交流会)
ご利用者様の長年培ってこられた技術を伝える、また、子どもと関わることにより、
自然と笑顔になれることから、子どもと触れ合う機会を作る。
・七夕会(そうめん流し大会)
全長２５メートルを超えるそうめん流しの設備を整え、ご利用者様に驚きと喜びの提
供を目的とし、楽しんでいただける企画にする。
・収穫祭(北栄みのり交流まつり)
地域住民、近隣の施設との交流の場として、施設で採れた野菜を用いた会食、地
域のボランティアグループや職員の出し物等を行い、楽しい交流の場作りに努る。
・蚕の飼育(蚕さんプロジェクト)
入居しておられる多くのご利用者様が営んでおられた養蚕を生活の中に取り入れ
ることにより、仕事に打ち込んでおられた頃を思い出し、役割を提供することによ
り、認知症の進行を遅らせ、収穫した繭で作品を作ることで楽しみ、喜びを感じてい
ただく。

（１）施設整備実績
①二階床修繕
２６０千円
②トイレ・居室の換気扇取替
２１６千円
（２）事業活動
・保育園児との交流行事を通して子どもたちと触れ合うことにより心が癒され自然と
笑顔が溢れたり、培ってきた知識を伝える機会を設けることで技術や趣味、特技を
生かせるように支援した。
・季節感のある工夫を凝らした行事を設定し、家族様と一緒に楽しみながら交流を
深めることができるように努めた。(悪天候により規模を縮小し実施した行事におい
て、家族間で より充実した時間を過ごしていただくことができた。)
・施設行事に地域住民の方や近隣施設の方々をお招きし交流を図ることができた。
また招待を受けて他施設の行事に参加し馴染みの関係を深めることができた。
・蚕を飼育して、ご利用者様に昔懐かしい作業と楽しみを提供した。また、できた繭
を使って作品を作り 玄関に展示した。

４ 安全管理・衛生
管理

・ご利用者様が安心かつ安全に生活していただけるようにヒヤリはっとを徹底し早
期に対応するように努める。
・事故防止をはじめ、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ンス、環境整備に努る。
・感染症予防に向け衛生管理と衛生教育の徹底を図る。

・毎月、全職員が気付きとして提出している「アクシデント報告」をもとにリスクマネジ
メント統計をとり対策を実施することにより事故を未然に防ぐよう努めた。作成して
二年目になる「気づきチェック表」「アクシデント１」「職員のひやりはっと」を使用し
て、事故を未然に防ぐよう努めた。
・介護用品のメンテナンスはもとより、定期的に居室の徹底清掃を計画して実施し、
ご利用者様に衛生的で快適な居室で休んでいただけるように努めた。。
・施設内研修、外部の研修に積極的に出向き感染症予防を徹底した。感染症症状
がみられるご利用者様には、マニュアルに添った迅速な対応を実施し拡大を防ぐこ
とができた。

５ 防災・火災、救助 ・災害対応マニュアルにより、防災及び災害時の人命の安全、被害の軽減を図る。 ・公民館長様、民生委員様、ご家族様代表にも災害時の連絡網に登録させていた
体制
防火管理者が、入居ご利用者様の実態に即した防災訓練(最低年２回)の計画、 だき避難訓練にも協力をいただいている。
実施を行い、また、防災活動への参加、地域防災情報の把握、有事に迅速な対応 ・非常階段を使用して、利用者様とともに避難訓練を行った。
ができる環境整備を行い、ご利用者様の安全確保を行う。
・総合訓練、連絡網による連絡体制に地元の方、ご利用者様のご家族様にも協力
していただいている。
・定期的な設備、備品の点検を実施した。
・各階と事務所に災害時のフローチャートと緊急連絡網等を設置し迅速に動けるよ
うに備えている。
６ 職員の資質の向 ・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 ・施設外研修は、適任と思われる職員が参加し施設内での職員会の際に伝達研修
上と研修
術の向上を目指す。
を行い全職員が周知するようにしている。
(１) 外部研修・発表会への参加
・施設内研修は一年間の研修計画を立てて、担当職員が自施設に合わせた資料を
(２) 法人内部研修への参加
作成し施設内で研修を実施した。
(３) 施設内のOJT・職場研修の実施
・適宜資格取得を推奨し、情報提供や勤務調整を行うなどバックアップしている。
(４) 職員の資格取得のための取り組み
・北栄町主催、またグループホーム協会主催研修の運営スタッフに加わるとともに、
多くの職員が研修を受けることにより資質向上を図った。
・施設内での事例研究はもとより、他施設の事例研究を知ることにより職員のレベ
ルアップと意識の向上になった。
・新人研修マニュアルを活用することにより、段階に添って育成するよう努めた。
・接遇の向上に向けて、玄関と各デイルームに毎月のテーマを掲げ、職員全員で意
識づけて努力した。
７ 各種団体との連 ・ ご利用者様とご家族様や保育園、地域 団体等との交流の場を設け、社会の一
携と地域交流
員として積極的に社会交流が図られることを目指す。
・グループホームが立地する地域へ積極的に出向き、地域住民の理解と協力体制
の確立を目指す。
・ 地域住民、各種団体、保育園等との交流を積極的に取り入れ、地域に開かれた
グループホーム作りを推進する。

・近隣施設や地域の行事に招待していただき、参加することによりご利用者様同士
の交流や情報交換を行うことができた。
・自施設に北栄町茶道教室の生徒さん方が来所して下さり、ご利用者様と茶道を通
して交流したり、「みのり喫茶」「そうめん流し大会」「北栄みのり交流祭り」に地域の
方や保育園児、近隣施設のご利用者様や職員さんを招待し交流を行った。
・「オレンジカフェ」年間３回手伝い、「北栄町高齢者虐待防止連絡協議会」の会員
の継続と会議への出席、「北栄見守り安心ねっと」の会員継続と会議出席、「北栄
町地域ケア会議」「北栄町地域ネットワーク会議」等への積極的な参加を心がけ意
見交換を行った。
・「あいさつでみんな仲良し北栄町」と題した北栄町のあいさつ運動で、北栄町にあ
る小学校２校を、ご利用者様と職員が訪問して 下校時の子ども達と挨拶を交わし
握手をして見送った。
・授業の一環として、町内の小学校２校(４年生対象)・町内の高校１校の先生方、北
栄町役場と町内の施設職員が協力して「認知症サポーター養成講座」を開催した。
・年末には、地域の民生委員さんと東園に在住の６５歳以上の独居生活をされてい
るお宅を訪問し、地域交流で餅つきの際に作成した花餅やミカン、お菓子を配布。

季節・年間行事
施設名： 北栄みのりグループホーム

実施月

行事計画

・創立記念(お茶会)
平成３０年
・花見外出
４月
・誕生会

５月

・藤の花見外出
・誕生会
・ひまわり交流会

行事実績
・４月１日 創立記念日お祝い茶会
・４月３日 花見ドライブ(上灘方面)
・４月５日 花見家族会(外食)
・４月６日 オレンジカフェ
・４月１７日 誕生会(願いを叶える日)
・５月２７日 住雲寺、藤の花見外出
・５月２日 散歩コースのごみ拾い
・５月１６日 誕生会(願いを叶える日)
・５月１７日 ひまわり交流会

６月

・散歩コースのごみ拾い
・あやめ池外出
・東園神社掃除
・誕生会

・６月２日 ふじつ公園(菖蒲)
・６月３日 東園神社掃除
・６月１８日 誕生会(向山保育園)外出
・６月２６日 あいさつ運動(北条小学校)
・６月２７日 あいさつ運動(大栄小学校)

７月

・素麺流し大会
・七夕まつり
・誕生会

・７月７日 そうめん流し(家族会)
・７月７日 七夕まつり
・７月８・９日 誕生会(願いを叶える日)

８月

・北栄茶道教室慰問
・北条砂丘祭り
・誕生会

・８月３日 オレンジカフェ
・８月６日 北栄茶道教室慰問
・８月１８日 誕生会(願いを叶える日)

９月

・あずま園芋ほり
・東園神社掃除
・誕生会

・９月１日７日 誕生会(願いを叶える日)
・９月１７日 敬老会
・９月２４日 東園神社掃除

・散歩コースのごみ拾い
・北栄みのり交流祭り(家族交流・地域交流)

・１０月６日 あずま園芋ほり参加
・１０月２７日 GH・DS合同「北栄みのり交流まつ
り」

１０月

１１月

１２月

・誕生会
・紅葉狩り

・誕生会
・もちつき(家族交流・地域交流)
・クリスマス会

・誕生会
平成３１年 ・初詣
１月
・とんど祭り

・１１月２日 オレンジカフェ
・１１月５日 紅葉狩り(大平山)
・１１月１１日 散歩コースのゴミ拾い
・１１月２５日 誕生会(願いを叶える日)
・１２月２５日 クリスマス会
・１２月２７日 もちつき(地域・家族交流)

・１月１～４日 初詣(東園神社)
・１月１５日 GH・DS合同とんど祭り
・１月２８日 誕生会(願いを叶える日)

２月

・豆まき
・誕生会

・２月３日 節分(豆まき)
・２月１４日 大栄小学校交流
・２月１５日 オレンジカフェ
・２月２１日 誕生会(願いを叶える日)

３月

・ひな祭り
・誕生会

・３月３日 ひな祭り
・３月８日 北栄みのりGH 創立記念茶会
・３月１５日１９日 誕生会(願いを叶える日)

