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１ 基 本 方 針 認知症になっても、地域の中であたりまえの暮らしが出来るように、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持てる力を引き出せるように支援します。
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ます。地域の一員として、地域活動を通じた馴染の関係を大切にしていきます。

２ 運 営 方 針

グループホームみのりかじか
施設長 太田康文
管理者
山桝いづみ
地域密着型（介護予防）認知症対応型共同生活介護
平成16年 4月1日
鳥取県東伯郡三朝町山田653-1
2名
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①ご利用者様の個性と尊厳を大切にします。
②明るく家庭的なサービスを提供します。
③ご利用者、ご家族様の心身のケアに努めます。

３ 主な事業内容
（１）施設整備実績

（１）施設設備計画
2階和室を洋室に修繕

（２）事業活動

（２）事業活動
①月1回音読教室を開催し、地域交流と認知症予防を行う。
②地域交流会を実施し地域に開けた施設作りを行う。
③季節の野菜を育て、収穫までの過程・収穫した野菜等を食す喜びを感じてもらう。

（２）事業活動
①毎月音読教室を行った。
②地域交流敬老祝賀会を開催し地域の方をお招きし出し物や昼食会を楽しんだ。
③天候不順の影響もあり野菜が充分に育たず喜びが充分でなかった。

４ 安全管理・衛生
管理

①ご利用者様の施設での生活が「安心・安全」に生活していただけるよう、ヒヤリ
の実践など、リスクマネージメントを把握し事故防止を行う。
②設備、備品等の整理整頓・福祉用具のメンテナンスなど、環境整備を行う。

①高齢者福祉専門部会 リスクマネージメント会議をした。
・職場内に於いてヒヤリはっとの取り組みを行い、事故防止を図る為
運営推進会議に報告し、意見をもらい、職員会で報告又話し合った。
②福祉用具の安全点検（月２回）・設備、備品等の整理、整頓を行った。
③インフルエンザの流行期、施設内、及び居室の湿度を50％～60％に維持出来る
ように努めた。
・熱中症にならないように、経口補水液を作り飲んでもらった。
・台所用品毎日消毒を実施(まな板・包丁など）
・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。

他

１，２９８千円

③衛生管理と感染予防対策に取り組み 危険管理を行う。

（１）施設整備
2階和室フロ－リング化(3部屋） 他

２，１０１千円

①防災・避難訓練を行った。（今年度は新型コロナウイルスのため1回来年度3回行
５ 防災・火災、救助 ①防災管理者がご利用者様の実態に即した防火、防災、避難訓練(年２回）を行う。
う）
体制
②スプリンクラーなど消防設備の点検、避難経路の確保（積雪の時期）を行う。
②消防設備の点検を行った。
③防災情報の把握、災害対応マニュアルの周知等、防災意識の徹底と防災
③避難訓練実施、感想、反省をし、職員会で次につなげる様、話し合った。
④法人内統一の防災自主点検実施（２ヶ月に１回）
教育に取り組み、ご利用者様の安全確保を行う。
④災害時に於いては、三朝町と連携し災害時における要援護者の避難場所として
当施設を利用できるよう協力する。

６ 職員の資質の向 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
上と研修
技術の向上を目指した。
①外部研修・発表会への参加
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モチベー
ションアップを行う。
②法人内研修への参加
法人内研修は、研修内容に応じた職員が参加し必要な知識や各種の資格を習得し
ます。
③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、伝達講習
を行いスキルアップを目指します。
④職員健康診断、細菌検査、インフルエンザ予防接種の実施

①外部研修・・・県社協、グループホーム協会、三朝町地域包括主催の研修に参加
をした。
②法人内部研修・・・職員研修に参加した。
③施設ＯＪＴ、職場研修・・・外部・内部研修内容を職員会で伝達講習しレベルアップ
に努めた。

７ 各種団体との典 ①三朝町、保険、医療、福祉サービスを提供する事業者との密接な連携のもと、
型と地域交流
ご利用者様の充実した日常生活を提供する最良のサービスを行う。
②地域の環境整備や美化活動を行うと共に地域と連携し、地域住民や各種
団体、保育園との交流を積極的に進め、地域に開かれた施設作りを行う。
③三朝町内事業所で構成された会「三朝なんとかしょう会」での意見交換会、
研修会に出席し各事業所間での連携、ボランティア活動を踏まえ、
三朝町地域とのつながりをより強くもてるように努める。
④広報誌の発行・配布を行う。

①老人スポーツ大会、また他の福祉施設の行事に参加した
・医療機関への受診又は往診をお願いした。
②山田区の一斉清掃・総事など参加した。（年3回）
③三朝町の福祉関係団体で作った「なんとかしょう会」に出席。研修会、
行事に参加した。
④広報誌5回発行した。
・認知症カフェ「わらわあ会」月1回担当

・職員１人ひとりが勉強し、勉強会を行い、スキルアップを図った。

・接遇マニュアルに基づき、毎月振り返りをした。
④職員の健康診断年２回。
・毎月細菌検査（６月 ７月 ８月 ９月は月２回）実施。
・インフルエンザ予防接種をした。
・身体拘束廃止・虐待防止委員会を立ち上げ 毎日振りかえながら職員会で話し合
ったり、３ヶ月に1度委員会を開催している。

季節・年間行事
実施月

行事計画

施設名：

グループホームみのりかじか

行事実績

開設記念祝賀会 誕生会 花見 傾聴ボランティ 花見外出（4・5・6日） 音楽会（8日） 開設記念祝賀会（12日） 理

平成31年
ア 音読教室 個別支援デー 認知症カフェわ 美容外出（14日） 音読教室（20日） 山田区内一斉清掃（21日）
4月
買い物外出（28日） 認知症カフェわらわぁ会（2日）
らわぁ会

認知症カフェわらわぁ会（7日） 音楽会（13日） 傾聴ボランティア

令和元年 誕生会 花湯祭り・傾聴ボランティア 音読教室 （14日） 音読教室（18日） ドライブ（10日） 理美容外出（12日）
個別支援デー 誕生会 認知症カフェわらわぁ会
5月
買い物外出（17日 誕生会（26日） 理美容外出

6月

家族会（ちまき作り） 誕生会 あやめ池外出・喫 認知症カフェわらわぁ会（4日） 音楽会（10日） 傾聴ボランティア
茶店外出・個別支援デー 傾聴ボランティア 音 （11日） あやめ池・喫茶店外出（14日） 音読教室（15日） 買い
物外出（22日） 家族会（16日）
読教室
認知症カフェわらわぁ会

7月

七夕祭り 誕生会 外食外出 傾聴ボランティア 認知症カフェわらわぁ会（2日） 七夕まつり（7日） 音楽会（8日）
音読教室 個別支援デー 認知症カフェわらわぁ 傾聴ボランティア（9日） 誕生会（14日） 音読教室（20日） 山田
区内一斉清掃（21日） キュリ－祭（28日） 買い物外出（11日）
会

8月

誕生会 キュリー祭 喫茶外出 傾聴ボラン
知症カフェわらわぁ会（6日） 音楽会（12日） 傾聴ボランティア
ティア 音読教室 個別支援デー 認知症カフェ
（13日） 音読教室（17日） 三朝町長施設訪問（26日）
わらわぁ会

9月

地域交流敬老祝賀会 おはぎ作り 誕生会 老
人クラブスポーツ大会 外食外出 傾聴ボラン
ティア 音読教室 個別支援デー 認知症カ
フェわらわぁ会

10月

誕生会 喫茶外出 福祉祭り 傾聴ボランティア 秋の一斉清掃（6日） 傾聴ボランティア・認知症カフェわらわぁ会
音読教室 焼き芋大会 個別支援デー 認知症 （7日） 理美容・買い物外出（20日） 音楽会（14日） 音読教室
（19日） 福祉祭り(20日）
カフェわらわぁ会

11月

認知症カフェわらわぁ会（5日） 理美容外出（4日） 紅葉狩り（13
誕生会 紅葉狩り 女性レクレーション大会
日） 福祉の里文化祭（9日） 傾聴ボランティア（12日） 音楽会・
外食外出 傾聴ボランティア 音読教室 個別支
合同作品展（16日） 誕生会（17日） 音読教室（23日） 焼き芋大
援デー
認知症カフェわらわぁ会
会（24日）

12月

クリスマス会 家族会（餅つき）鍋パーティ 傾聴 認知症カフェわらわぁ会（3日） 音楽会（9日） 傾聴ボランティア
ボランティア 音読教室 個別支援デー 認知症 （10日） 家族会（15日） 音読教室（21日） 鍋パ－ティ－（22日）
クリスマス会（25日）
カフェわらわぁ会 誕生会

令和2年
1月

初詣 とんど祭り 誕生会 喫茶外出 傾聴 初詣（2・3日） 認知症カフェわらわぁ会（7日） とんどさん（12日）
音楽会（13日） 傾聴ボランティア（14日） 買い物外出（10日） 音
ボランティア
音読教室 認知症カフェわら
読教室（18日） 誕生会（19日） 外食支援（15日）
わぁ会

認知症カフェわらわぁ会（3日） 傾聴ボランティア（10日） 老人ス
ポーツ大会（13日） 音楽会（15日） 三朝町長敬老の日訪問（17
日） 傾聴ボランティア（11日） 老人スポ－ツ大会（14日） 地域
交流敬老祝賀会（21日） おはぎ作り（23日） 誕生会（29日）

節分（2日） 認知症カフェわらわぁ会（4日） 音楽会（10日） 傾聴
ボランティア（11日） 音読教室（15日） 誕生会（16日） 買い物外
出（19日）

2月

節分 誕生会 傾聴ボランティア 音読教室
個別支援デー 認知症カフェわらわぁ会

3月

ひな祭り ぼた餅作り 誕生会 外食外出、音読
３日 認知症カフェわらわぁ会・ひな祭り（3日） ぼた餅作り（20
教室 傾聴ボランティア 認知症カフェわらわぁ
日） 誕生会（23日）
会

