
施設名：

人数 備　　　考

１名

１名

１名

１９名

１名

１名

３名

２名

２名

１名

３２名

３　主な事業内容

　中部地域照合施設にてご利用者様希望の買い物、余暇利用等は新型コロナウイ

ルス感染防止対策のため実施を中止した。

　七夕、運動会、クリスマス会の園児との交流は新型コロナウイルス感染防止対策

のため中止した。

　８月福祉の里夏まつり、１１月福祉の里文化祭は新型コロナウイルス感染防止対

策のため中止した。

②保育園との交流会

③家族交流会（福祉の里夏まつり、文化祭）

（２）事業活動

①個別外出支援

　な　し

（２）事業活動

①個別外出支援

　プロジェクター取付工事　他　　　　　２，５２９千円

（５）地域に目を向けた、開かれた施設づくりに努める。

（１）ご利用者様に対して適切かつ効果的な個別支援計画に基づく自立支援の確立に努める。

（２）日常生活の中で全職員がご利用者様の身体機能の維持・改善を図り、基本的行動・日常生活動作の向上、介助量の軽減を目指す。

看護師

栄養士

調理員

（４）メンタルヘルスケアを実施しながら、心身の健康状態を把握し職員が情熱をもって仕事に取り組める環境づくりを進める。

宿直員

計

事　業　実　績

契 約 職 員 数

実 施 事 業

サンジュエリー

鳥取県倉吉市福守町４５２番地

サービス管理責任者

　　３名

　２１名

職名

事務員

平成13年4月1日

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２年度令和２年度令和２年度令和２年度

理学療法士

事 業 所 名

準 職 員 数

施設長

施設長補佐（事務員）

生活支援員

木天隆治

生活介護・施設入所支援・短期入所・日中一時支援

施 設 長 ・ 管 理 者 名

所 在 地

開 設 年 月 日

正 規 職 員 数 　　９名

定員

２　運　営　方　針

（１）施設整備計画

　園児さんの踊り、歌等　（１回／４ヶ月）

　月に１回鳥取県内中部地区の商業施設や近隣散歩等ご利用者様の社会参加を促

進した支援を実施する。

（１）施設整備事業

（５）虐待防止委員会、処遇改善委員会を中心とし、ご利用者様が安定して快適に過ごすことが出来るよう権利擁護・虐待防止を基本に置いた施設づくりを目指す。

達成率　　96％

（１）ご利用者様一人ひとりの個性を尊重し、自己の生活環境を生み出していけるよう支援を行う。

（２）ご利用者様の意思及び人権を尊重し、権利擁護、虐待防止の意識を強く持ち、自立及び社会参加へのより専門的な支援ができるようスキルアップに努める。

（３）ご利用者様とのコミュニケ―ションを増やし、傾聴してご利用者様個々のニーズを引き出し、安心・安全に生活実現が図れるような施設を目指す。

（４）ご利用者様が安心・安全に生活して頂けるよう表情、動作を注視することにより健康状態、体調変化を早期に把握して素早い対応に努め、健康管理体制を強化

（１）施設整備実績

サンジュエリー

事　業　計　画

30人 実績利用者数　28.8/日

③家族交流会（福祉の里夏祭、文化祭）

　８月、１１月にご利用者様、ご家族様、法人内施設ご利用者様、地域住民の方々等

と交流を図る。

　　する。

１　基　本　方　針

項　目

（６）経営委員会を中心に、施設安定経営と適切なサービス提供確保のために経費削減及び施設稼働率の確保に努める。

（３）給食委員会を中心に、栄養管理の充実を基に、衛生面・感染症に留意し安全性を確保しながら、食への楽しみ幸せを図る。

（２）事業活動

②保育園との交流会

　法人内保育園児とのふれあい交流を実施する。



　た。

・看護師による経管栄養・喀痰吸引の講習を実施した。

　福祉の里夏まつり：新型コロナウイルス感染防止対策のため中止した。

　福祉の里文化祭：ご利用者様カラオケ大会、職員出し物で楽しまれた。

　　　　　　　　　　 　　ご利用者様、職員協同のカレー作り

・鳥取県身体障害者福祉施設協議会　書面審査

　訓練、通報訓練）を年２回以上実施する。

・消防用設備（自動火災報知機、自動火災通報装置、スプリンクラー設備等）の点

　年）及び安全委員会による防災自主点検を実施し災害時の被害を最小限にとど

・有事の際の備蓄品を賞味期限等の確認、取替を行った。

・外部研修・発表会への参加

・法人内部研修に参加する。

・施設内のＯＪＴ・職場研修を実施する。

・有事の際の備蓄品は、常時３日分備蓄する。

　（水ペットボトル５００ｍ１５０本・レトルトうどん１５０食・レトルト米飯１５０食）

・職員の資格取得のために対応する。

・安全衛生委員会による防災設備等の自主点検を行った。（６回／年）

・職員の健康管理として、健康診断（夜勤者は２回）、腰痛予防対策の実施を行っ

　める。

・消防避難訓練（日中想定避難訓練１回、夜間想定避難訓練１回、消火訓練２回

　通報訓練１回）の実施を行った。

・地震訓練１回実施した。

・水災害を想定して指定避難場所への搬送訓練を実施した。

・消防用設備の点検（２回／年）、電気設備の管理点検（１回／２ヶ月）を実施した。

・地下タンク点検を行った。（１回／年）

・ご利用者様、職員の訓練、周知として避難訓練（昼・夜間訓練、地震想定、消火

　理を行った。

　り、ヒヤリハット・アクシデントの収集と分析を行い事故防止に努める。

　理を行う。

・感染症予防（インフルエンザ、ノロウイルス等）のための衛生管理、衛生教育の徹

　検（２回／年）、電気設備管理（１回／２ヶ月）、空調設備・ボイラー点検（２回／

　物品等の整理整頓及び福祉用具等のメンテナンス等環境整備や建物の安全管

　口腔ケア、機能維持に努めた。

　

　メンタルヘルス、腰痛予防対策の実施等を行う。

・感染症予防の話し合い、対応訓練を行い、衛生管理、衛生教育の徹底を図った。

・ご利用者様の健康管理として、体重測定（毎月）、健康診断（２回／年）職員による

・ご利用者様が安全で安心して日常生活をおくれるようリスクマネジメントの強化を図

　主な内容： （夏祭り）職員出しもの・屋台・地域住民出しもの

　　　　　　　　（文化祭）作品展示・職員出しものご利用者様・ご家族様とのふれあい

　底を図る。

・ご利用者様、職員のインフルエンザ予防接種を実施した。

６　職員の資質の向

上と研修

５　防災・火災、救助

体制

７　各種団体との連

携と地域交流

４　安全管理・衛生

　　　　　　管理

・職員の健康管理として、健康診断（夜勤者は２回）及び年２回の細菌検査を行い、

　努める。

・中・四国身体障害者施設協議会　書面審査、Zoom

・法人内職員研修に参加した。

・各委員会の職場研修を実施した。

・介護福祉士資格取得への配慮を行った。

・法人行事（保育園園児との交流、福祉の里まつり、文化祭）

　　　新型コロナウイルス感染症防止対策のため中止した。

・ご家族様、関係機関（県市町村・相談支援事業所との連携を強化する。

・広報誌の発行をする。

・保育園との交流、ご家族様・地域住民との交流を図る。

・喀痰吸引資格取得への配慮を行った。

・施設便りを発行し、施設活動を紹介した。（春、夏、秋、冬版）

・ご利用者様の健康管理として、健康診断（２回／年）、細菌検査（２回／年）及び

　歯科医による（１回／月）の口腔ケア指導により誤嚥性予防、口腔機能維持に

・ご利用者様が安心して生活できるよう、設備・器具及び備品等の安全管理を行い、・ご利用者様が安心して生活できるよう、設備・器具及び備品等の安全管理を行い

・ご利用者様が安心して日常生活を送れるようリスクマネジメントの強化を図り、

　ヒヤリハット・アクシデントの収集と分析を行い事故防止に努めた。

　物品等の整理整頓及び福祉用具等のメンテナンス等環境整備や建物の安全管

・関係機関（市町村）包括支援センター、病院等との情報交換を密に行った。



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

令和2年

4月

・創立記念日　・花見外出　・誕生会

・個別外出　　・職員会議、各委員会議

・環境整備　・電気保安管理

・消防設備自主点検

5月

・春の遠足、外食　・誕生会

・バイキング・向山保育園運動会参加

・個別外出　・職員会議、各委員会議

・環境整備　　・地下タンク点検

・中四国身体障害者施設協議会施設長研修会

6月

・誕生会、スイーツ作り　・お楽しみランチ

・職員会議　　・各委員会議

・環境整備　　・個別外出

・電気保安管理　・ボイラー点検（切り替え）

7月

・七夕夕食会、交流会　・誕生会

・個別外出 ・職員会議　・各委員会議

・環境整備　・消防用設備自主点検

・鳥取県身体障害者施設協議会（施設長部会）

8月

・花火大会、誕生会　・みつぼし踊り参加

・福祉の里夏まつり　・ご当地メニュー

・職員会議、各委員会議

・環境整備、洗車　・消防用設備点検（業者）

・鳥取県身体障害者施設協議会（支援員部会）

9月

・運動会交流会　・誕生会

・個別外出

・職員会議、各委員会議

・職員健康診断　・環境整備、洗車

・鳥取県身体障害者施設協議会（給食部会）

10月

・秋の遠足　・誕生会、野外昼食会

・個別外出　・電気保安点検

・職員会議、各委員会議

・ボイラー点検　・環境整備、洗車

・鳥取県身体障害者施設協議会（保健衛生部

会）

11月

・福祉の里文化祭　・誕生会　・個別外出

・向山合同作品展　・職員会議、各委員会議

・消防用自主点検

・中・四国身体障害者協議会（職員研修大会）

・インフルエンザ予防接種　・地下タンク点検

12月

・クリスマス交流会　・忘年会昼食会・誕生会

・大掃除　・職員会議、各委員会議

・電気保安管理　・消防用設備自主点検

令和3年

1月

・新年会　・おせち料理

・とんど祭り　・誕生会

・職員会議、各委員会会議

・

2月

・誕生会、節分交流会　・バイキング

・職員会議、各委員会議

・電気保安管理

・消防用設備点検

・中・四国身体障害者施設協議会（施設長研

修）

3月

・誕生会　・ひなまつり交流会

・お楽しみランチ

・職員会議、各委員会議

・花火大会8/21 ・誕生会8/21 ・職員会議8/27

・利用者体重測定8/1

・電気保安管理（中国電気保安協会）8/4

・誕生会9/9 ・お楽しみランチ9/16  ・職員会議9/25

・利用者体重測定9/2 ・利用者健康診断9/11

・職員健康診断9/25 ・環境整備、洗車 ・運動会

9/30

・昼食会10/14　・誕生会10/21 ・職員会議、各委員

会議10/27  ・電気保安管理（中国電気保安協会）

10/28　・利用者体重測定10/4

・文化祭11/7、昼食会11/7 ・誕生会11/18  ・職員

会議11/27 ・インフルエンザ予防接種 ・地下タンク

点検11/9 ・ボイラー点検（切り替え）　・利用者体重

測定11/1

・誕生会12/16 、クリスマス会12/16・利用者忘年

12/23　・消防設備自主点検 ・職員会議、各委員会

12/28　        ・大掃除 ・電気保安管理（中国電気保

安協会）12/4  ・利用者体重測定12/2

・創立記念日4/3　・誕生会4/15 ・職員会議4/28

・各委員会議4/28 ・環境整備（草刈り）、洗車

・消防設備自主点検 ・電気保安管理（中国電気保

安協会）4/１4 ・利用者体重測定 4/1

 ・昼食バイキング（洋食）5/13　・誕生会5/20

・職員会議5/29 ・環境整備（草刈り）、洗車

・各委員会議5/29  ・利用者体重測定5/2

・ボイラー点検5/8

・誕生会、スイーツ作り6/10 ・お楽しみランチ6/17

・職員会議6/26　・各委員会議6/26 ・環境整備（草

刈り)　、洗車　・電気保安管理（中国電気保安協

会）6/1  ・ご利用者様体重測定6/3

・誕生会5/15 ・七夕昼食会7/22  ・職員会議7/28

・各委員会議7/28 ・環境整備（草刈り）、洗車

・利用者体重測定7/1

サンジュエリー

・おせち料理1/1,2　・利用者新年会1/20 ・誕生会

1/20　 ・とんど祭り1/15 ・職員会議、各委員会議

1/28　・利用者体重測定1/3 ・避難訓練1/13

・節分、誕生会2/10　 ・職員会議、各委員会議2/26

・利用者体重測定2/3  ・電気保安管理（中国電気

保安協会）2/12　・消防用設備点検（吉備総合電

設）2/9　         ・中・四国身体障害者施設協議会

（施設長Zoom）

・利用者体重測定　3/3 　・誕生会3/10　・お楽しみ

ランチ3/17　・職員会議、3/26　・ご利用者様、職員

健康診断3/11　・ケアプラン報告3/26

行事実績


