
施設名：

社会福祉法人　みのり福祉会　インターグループホーム 人数 備　　　考

（施設長）　児玉　和也　　　（管理者）　蓑山　幸恵 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

鳥取県倉吉市福守町407－12 名

２名 名

６名 13名

９名 1名

2名

17名 （兼務除く）

３　主な事業内容

　引き戸透明ガラス交換　　他 ７７８千円 　引き戸透明ガラス交換　　他 １，０３１千円

    ライトアップを行い、夜も地域の方に楽しんでもらえるよう工夫を行った。

③７月に近隣施設と合同のそうめん流し、年１回地域交流カフェを開催。

④なかよしカフェを開催。折り紙や得意技を披露するなどで子どもたちとの

◎毎月、担当者による福祉用具等の点検を実施。不具合があればすぐに

　　業者へ相談、改善を行った。

①畑で収穫した小麦やブルーベリーでパン等を作り、提供した。

②４月に花壇を広げ、バラを植樹した。

地域資源として認識していただけるよう努めます。

④近隣施設と合同で、ご利用者様と子どもたちのふれあいを目的とした

カフェを開催し、子どもたちの認知症の理解を深めていきます。また、

③近隣施設と合同で夕涼み会を実施した。

子どもたちとふれあうことで、ご利用者様の活力を引き出していきます。

◎ヒヤリハット活動を徹底し、分析・報告して行き、ご利用者様に安心・安全に

　生活していただけるよう、事故防止をはじめ設備・備品の安全管理を行い

　ながら、環境整備に努めます。

事　業　実　績

　③個人を尊重し、側面からご利用者を支え、想いを大切にすることで安心感が得られるよう支援します。

　④ご利用者の心身の状態を把握し、安心して適切な医療が受けられるよう支援します。

　①今までの生活を把握し、その人らしい生活ができるよう支援します。

　②アセスメントを行い、一人ひとりの持っている力を引き出せるよう支援します。

　⑤地域とのかかわりを大切にし、地域の一員としてさまざまに人々との交流が図れるよう努めます。

事　業　計　画

平成17年12月1日

インターグループホーム

「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

します。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にしていきま

す。」

①畑では小麦やブルーベリーを作り、パンやジャム製作を目標として、年間を通し、

ご利用者様に作って食べる喜びを提供していきます。

介護補助員

（２）事業活動

夜間専門員

計

実績利用者数　　17.7/日 達成率　　98.3％18人

（１）施設整備事業

（２）事業活動

　⑥提供するサービスの質の評価を行い、改善を図るように努めます。

②地域の皆様にも散歩コースをより楽しんでいただけるように、バラ園を作り、地域

景観の潤いや交流に努めていきます。

地域の関係機関や住民の皆様をご招待し、地域の一員として交流を深め、

（２）事業活動

項　目

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　書令和元年度令和元年度令和元年度令和元年度

看護師

事 業 所 名

準 職 員 数

定 員

介護員

施 設 長 ・ 管 理 者 名

所 在 地

開 設 年 月 日

正 規 職 員 数

２　運　営　方　針

１　基　本　方　針

契 約 職 員 数

実 施 事 業

４　安全管理・衛生

　　　　　　管理

（１）施設整備計画 （１）施設整備実績

職名

施設長

管理者兼介護支援専門員

介護支援専門員

生活相談員

　 夜店を出店、飲食やゲームなどを催した。

　 交流を図った。

◎毎月、細菌検査を実施。年2回の健康診断を実施。



1、消防署立ち合いの避難訓練の他、夜間想定、地震想定の避難訓練を実施

2、ブルーインターとの合同避難訓練では、見守りだけの協力依頼ではく、車いす

◎施設外研修に積極的に参加をして、専門職としての知識を高め、技術の習得

1、研修後には職員会内で研修報告や勉強会を行い、職員で情報を共有した。

2、高齢者虐待防止研修に管理職、一般職とそれぞれの役職の研修に参加し、

3、施設内研

3、施設内ではリスクマネジメント、感染症予防対策、虐待・身体拘束防止、ストレス

　 マネジメント等の勉強会を年間研修計画に沿って行い、職員の資質向上に

4、向上心を持って資格取得に取り組み、１名の職員が主任介護支援専門員の

　 資格を取得。

①小鴨・高城小学校に出向き、認知症についての絵本教室にて、アドバイザー

　　として認知症理解の推進に努めた。

②年２回、たかしろさわやかサロンに講師として参加し、認知症予防として地域の

　  方々とアロマワックスバーや写真たて作りを行った。

③草取り・ハンドマッサージ、囲碁、傾聴ボランティアの受け入れを行った。

④中学生の福祉体験授業の受け入れを行い、地域の方々へグループホームや

　　認知症の理解へと繋げた。

◎敬老会では、保育園児との交流の機会をもうけた。

　 １名の職員が介護支援専門員の資格試験に合格。

　 に努めた。

　　制の確立を目指していきます。

　　社会の一員として積極的に社会交流が図れるように努めます。

②グループホームが立地する地域へ積極的に出向き、地域住民の方の理解と協力

　 高齢者の権利擁護に努めた。

　　①年間計画に沿った施設内勉強会の実施や、外部研修で学んだことの伝達研修

③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していきます。

④学生、傾聴、囲碁、介護ボランティア等の受け入れを行い、グループホームや

　　ご利用者様への理解に繋がるよう努めます。

　　法人の「国家資格等取得者に対する助成要領」による資格取得に対する助成制

　　を活用し、キャリアアップ・知識及び実技の習得について既得職員等に介護福祉

　　などの資格取得を促します。

①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る等しなが

　　　　実務を通じた研修を行い、職員全体のレベルアップを図ります。

4、職員の資格取得のための取り組み

　　法人内の研修は、研修内容に応じた職員が参加し必要な知識、各種の

　　努めます。

　　など行い、個々のスキルアップを目指します。

　　介護技術の取得を図ります。

2、防災活動への参加、地域防災情報の把握等、有事に迅速な対応ができる環境整

　　を毎月行います。

◎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

　技術の向上を目指します。

1、外部研修・発表会への参加

　　②実務経験の少ない職員については、知識や能力、経験の高い職員により

　　認知症実践者研修、介護専門職研修等への参加を通じ、知識や技術の習得に

　　努めると共に、ストレスマネジメント研修などを実施し、職員のメンタルヘルスケア

2、法人内部研修への参加

◎防災対応マニュアルにより、防災及び災害時の人命の安全、被害の軽減を図りま

◎衛生管理・衛生教育を行い、感染症予防の周知、徹底を図ります。

1、ご利用者様の安全を第一に、防火管理者が現状に即した防火・防災・避難訓練

　　の計画実施を毎月行います。

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

　 努めた。

◎食中毒が流行する前の5月に食中毒予防の勉強会を実施。

　　を使用した避難誘導を依頼し実施した。

◎新型コロナウイルス感染予防に注意し、マスクの着用、手洗い、消毒を徹底した。



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31年

4月

誕生会

花見外出（さくら・外食）

花祭り   　　傾聴ボランティア

令和元年

5月

誕生会　　　花見外出（燕趙苑）

傾聴ボランティア　　家族交流会

カフェ

6月

誕生会

粽作り

３園合同運動会参加　　傾聴ボランティア

7月

誕生会

七夕流しそうめん（ブルーインター合同）

傾聴ボランティア

8月

誕生会

福祉の里夏祭り

傾聴ボランティア

カフェ

9月

誕生会

敬老会

傾聴ボランティア

保育園運動会外出

10月

誕生会

ミニ運動会

福守町文化祭作品展　　秋祭り神輿見学

傾聴ボランティア　　　　　カフェ

11月

誕生会

福祉の里文化祭

傾聴ボランティア

紅葉外出（外食）

12月

誕生会

クリスマス兼家族交流会

傾聴ボランティア

合同餅つき（ブルーインター）

令和2年

1月

誕生会

初詣

新年初釜　　カフェ

どんど　　　　傾聴ボランティア

2月

誕生会

節分（豆まき）

傾聴ボランティア

3月

誕生会

お雛祭り

傾聴ボランティア

４月１日誕生会

４月13日　花まつり

４月１0日　傾聴ボランティア

４月3日・１7日草取りボランティア

５月8.22日　草取りボランティア

５月8日　傾聴ボランティア

５月８日　誕生会

５月11日　なかよしカフェ

５月３０日　家族交流会

６月5.19日草取りボランティア

６月１０日誕生会

６月１2日　傾聴ボランティア

６月２５日誕生会

７月４日なかよしカフェ

７月１0日　傾聴ボランティア

７月3日　草取りボランティア

７月18、30日　誕生会

インターグループホーム

１月２日～４日　初詣

1月15日　家族交流会

１月２９日　新年初釜

1月29日　誕生会

２月５日　節分

２月26日、29日　誕生会

３月４日　お雛祭り

行事実績

８月7日　傾聴ボランティア

８月7日　草取りボランティア

８月２６日　誕生会

８月31日　福祉の里夏祭り

９月９日　夕涼み会

９月１1日　傾聴ボランティア

９月４日・１８日草取りボランティア

９月２7日　敬老会

９月２８日　西中福祉体験授業

　

１０月2日傾聴ボランティア

１０月2日・9日草取りボランティア

１０月１１日　西中福祉体験授業

１１月2～4日　紅葉狩り

１１月6日　傾聴ボランティア

１１月13日　草取りボランティア

１１月９日　福祉の里文化祭

１１月28日　ミニ運動会

１２月１1日　傾聴ボランティア

12月15日　餅つき

１２月11.25日　草取りボランティア

12月25日　なかよしカフェ

12月26日　クリスマス会・忘年会


