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Ⅰ 法人理念 

○ 地域老人福祉への社会的貢献を目指す

○ 合法的、合目的かつ合理的な法人運営を目指す

○ 社会的存在意義の認められる法人組織の構築と確立を目指す

○ 法人業務に対する自己研鑽を継続維持する

Ⅱ 平成３０年度事業方針 

平成３０年度は、第７期旭川市高齢者福祉計画・介護保険事業計画のスタート年

度となり、地域包括ケアシステムの構築・推進が強く掲げられている。同時に、介

護報酬改定により、改定率０．５４％の引き上げと謳われている。また平成２８年

度の社会福祉法が改正により、本年度は下記の事項を遵守した新定款に基づいた

経営が求められる事となった。改正点は、以下の通りである。 

１．介護保険法改正の基本認識 

（１）２０２５年に向けて地域包括ケアシステムの推進が求められる中での改

定

①いわゆる団塊の世代のすべてが７５歳以上となる２０２５年に向けて、介護

ニーズも増大することが想定される中で、国民一人一人が、住み慣れた地域

で、安心して暮らし続けられるよう、医療、介護、介護予防、住まい及び生

活支援が包括的に確保される「地域包括ケアシステム」を各地域の実情に応

じて構築していくことが重要となる。

②このような認識のもと、平成２３年の制度改正では、地域包括ケアシステム

の理念規定が介護保険法に明記され、また、平成２６年の制度改正では、高

度急性期医療から在宅医療・介護、さらには生活支援まで、一連のサービス

を地域において切れ目なく総合的に確保するため、「医療提供体制の見直し」

と「地域包括ケアシステムの構築に向けた見直し」が一体的に行われ、現在、

その実現に向けて取組が進められている。

③さらに、平成２９年の制度改正では、この地域包括ケアシステムを深化・推

進していく観点からの見直しが行われ、「医療・介護の連携」、「地域共生

社会の実現に向けた取組み」などが推進されることとなった。

④このような累次の制度改正の趣旨を踏まえ、今回の介護報酬改定においても、

地域包括ケアシステムを推進していくことが必要である。

⑤特に、今回の改定は、６年に一度の診療報酬改定と同じタイミングで行われ

るものであり、診療報酬との整合性を図りながら、通常の介護報酬改定以上

に、医療と介護の連携を進めていくことが必要である。

（２）自立支援・重度化防止の取組が求められる中での改定

①介護保険は、介護が必要になった者の尊厳を保持し、その有する能力に応じ

自立した日常生活を営むことができるよう、必要なサービスを提供すること

を目的とするものであり、提供されるサービスは、要介護状態等の軽減又は
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悪化の防止に資するものであることが 求められている。 

②この点に関し、平成２９年の制度改正では、「高齢者の自立支援と要介護状

態の重度化防止に向けた取組みの推進」を図るための見直しが行われた。ま

た、未来投資戦略２０１７（平成２９年６月９日閣議決定）においても、今

回の介護報酬改定において、効果のある自立支援について評価を行うことと

されたところである。  

③このような状況を踏まえ、今回の介護報酬改定でも、質が高く、自立支援・

重度化防止 に資するサービスを推進していくことが必要である。 

 

（３）介護離職ゼロに向けた取組が進められる中での改定  

①一方、今後の人口の動向では、少子高齢化の進展により、介護を必要とする

者が増大する一方で、その支え手が減少することが見込まれている。 

②現在、政府においては、誰もが活躍できる「一億総活躍社会」を実現するた

め、「介護離職ゼロ」などの目標を掲げ、様々な取組を推進しているところ

である。 

③その中で介護人材の確保については、「ニッポン一億総活躍プラン」（平成

２８年６月２日閣議決定）において、介護の受け皿整備に加え、介護の仕事

の魅力を向上し、介護人材の処遇改善、多様な人材の確保・育成、生産性の

向上を通じた労働負担の軽減を柱として人材の確保に総合的に取り組むこ

ととされている。  

④これを受けて、平成２９年４月から月額１万円相当の処遇改善などを行った

ところであるが、今なお、介護サービス事業者にとって人材確保が厳しい状

況にあることも踏まえ、今回の介護報酬改定においても、介護人材の確保や

生産性の向上に向けた取組を推進していくことが必要である。 

 

（４）制度の安定性・持続可能性が求められる中での改定  

①介護に要する費用に目を向けると、その額は制度創設時より大きく増加して

おり、（３）で述べたように、少子高齢化の進展により、介護を必要とする

者が増大する一方で、その支え手が減少することが見込まれる中、制度の安

定性・持続可能性を高める取り組みが求められる。 

②このような中、平成２６、２９年の制度改正では、利用者負担の見直しを行

うなど、制度の安定性・持続可能性を高めるための取り組みが進められてい

るところである。  

③今回の介護報酬改定においても、必要なサービスはしっかりと確保しつつ、

サービスの適正化・重点化を図り、制度の安定性・持続可能性を高めていく

ことが必要である。 

 

２．平成３０年度介護報酬改定の基本的な考え方  

（１） 地域包括ケアシステムの推進  

①国民一人一人が、住み慣れた地域で、安心して暮らし続けられるようにして

いくためには、地域包括ケアシステムを推進していくことが必要である。特

に今回の改定は、診療報酬との同時改定であり、医療・介護の役割分担と連

携をより一層推進し、中重度の要介護者も含め、本人の希望する場所での、

その状態に応じた医療・介護と看取りの実施や、関係者間の円滑な情報共有

とそれを踏まえた対応を推進していくことが必要である。 
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②また、地域包括ケアシステムの推進を着実に行っていく観点から、各介護サ

ービスに求められる機能を強化するほか、在宅におけるサービスの要となる

ケアマネジメントの質の向上と公正中立性の確保や、今後とも増加すること

が見込まれている認知症の人への対応、地域共生社会の実現に向けた取り組

みを推進していくことも必要である。  

 

（２）自立支援・重度化防止に資する質の高い介護サービスの実現  

①介護保険は、高齢者の自立支援と要介護状態等の軽減又は悪化の防止を目的

としており、これらに資する質の高い介護サービスを推進していくことが必

要である。  

②また、利用者にとって、サービスの安全・安心が確保されることは当然のこ

とであり、このような観点からの取り組みを進めていくことも必要である。  

 

（３）多様な人材の確保と生産性の向上  

①介護人材は、地域包括ケアシステムの構築に不可欠な社会資源であるにもか

かわらず、その不足が叫ばれるなど、介護人材の確保は最重要の課題である。  

②この課題に対応するため、これまでも様々な取り組みを進めてきたところで

あるが、サービスの質や働き方改革との関係に留意しつつ、専門性などに応

じた人材の有効活用や、ロボット技術・ＩＣＴの活用や人員・設備基準の緩

和を通じたサービス提供の効率化を推進することが必要である。 

 

（４）サービスの適正化・重点化を通じた制度の安定性・持続可能性の確保 

①介護保険の費用は公費と保険料、利用者負担で賄われているが、公費や保険

料の額は、制度創設時より大きく増加しており、経済成長や財政健全化に与

える影響を危惧する意見もある。地域包括ケアシステムの構築を図る一方、

保険料と公費で支えられている介護保険制度の安定性・持続可能性を高め、

費用負担者への説明責任をよりよく果たし、国民全体の制度への納得感を高

めていくことが求められる。  

②このような観点から、評価の適正化・重点化や、報酬体系の簡素化を進めて

いくことが必要であり、今般の改定でしっかりと対応していくことが必要で

ある。  

③その際、サービスを必要とする者に必要なサービスが提供されるよう、介護

事業者の経営状況を踏まえることも当然必要であり、サービス提供の実態な

どを十分に踏まえながら、きめ細やかな対応をしていくことが必要である。 

 

３．社会福祉法人制度の改革 

（１）経営組織のガバナンスの強化 

  

（２）事業運営の透明性の向上 

 

（３）財務規律の強化(適正かつ公正な支出管理・いわゆる内部留保の明確化・

社会福祉事業等への計画的な再投資） 

 

（４）地域における公益的な取組を実施する責務 
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（５）行政の関与の在り方 

 

４．福祉人材の確保の促進 

（１）介護人材確保の向けた取組の拡大 

・福祉人材の確保等に関する基本的な指針の対象者の範囲を拡大（社会福祉

事業と密接に関連する介護サービス従事者を追加） 

 

（２）福祉人材センターの機能強化 

・離職した介護福祉士の届出制度の創設、就業の促進、ハローワークとの連

携強化 

 

（３）介護福祉士の国家資格取得方法の見直しによる資質の向上等  

・平成２９年度から養成施設卒業者に受験資格を付与し、５年間をかけて国

家試験の義務付けを漸進的に導入等 

 

（４）社会福祉施設職員等退職金手当共済制度の見直し 

・退職手当金の支給乗率を長期加入者に配慮したものに見直し 

・被共済職員が退職し、再び披共済職員となった場合に共済加入期間の合算

が認められる期間を２年以内から３年以内に延長 

 

５．福祉の本質を第一に考慮し、前述した法改正にも対応できることを目標に掲

げ、次の諸点に尽力し、提供するサービスの向上を目指す。 

（１）特別養護老人ホーム宏生苑、地域密着型特養新富宏生苑（サテライト型）、

ケアハウスフォルテ、デイサービスセンターコスモスにおける職員教育の

徹底と介護業務に対するモチベーションの向上。利用者の皆様への充実し

たサービスの提供。 

 

（２）新富地区での地域密着型事業所としての介護サービスの質の向上及び体

制基盤の充実にむけての一層の取り組み強化を計る 

 

（３）医療と福祉の東旭川宏生会グループの連携を強め、きめ細やかな地域サー

ビスを展開する。 

 

（４）在宅介護支援センター及び地域包括支援センターによるきめ細やかな老

人福祉拠点としての働きを強め、地域医療・福祉の連携を図る。 
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Ⅲ 事業内容                               

 

１．実施事業 

 

  特別養護老人ホーム事業（介護老人福祉施設事業） 定員７０名 

 

             （短期入所生活介護事業） 定員１０名 

 

 

地域密着型特別養護老人ホーム（サテライト型）事業 

 

（介護老人福祉施設事業） 定員２９名 

 

（短期入所生活介護事業） 定員１０名 

 

 

 

  軽費老人ホーム事業（特定施設入居者生活介護事業）定員６０名 

 

 

    通所介護事業                  定員２０名 

 

 

    在宅介護支援センター事業 

 

  地域包括支援センター受託事業 

 

居宅介護支援事業所 

 

   

２．事業運営の基本姿勢 

 

     「ここを利用してよかった。と心から感じられる施設づくりをめざす。」 

 

 

３．本年度達成目標 

 

（１）介護支援の個別対応 

 

（２）生活面維持を目的とした機能訓練の実施 

 

（３）居住環境の整備 

 

（４）地域高齢者の生活を支える相談窓口となる 
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Ⅳ 事業計画                               

 

１．特別養護老人ホーム 

 

（１）運営方針 

平成３０年度は、介護保険制度改正により、特別養護老人ホームでは入居者

の医療や看取りに関するニーズにより的確に対応できることが求められ、配置

医師や他の医療機関との連携、夜間対応職員の認定特定行為業務従事者の整備

を進めていく。また、キャリアパス要件に基づき、職員一人ひとりに必要な知

識・技術が獲得できるよう施設内外の研修に参加する機会を提供し、高齢者介

護の専門職としての倫理観、資質の向上に努めるとともに、職員のモチベーシ

ョンを低下させないよう、部署毎にメンタル面のフォローを含め適時対応を進

めていく。 

さらに各種行事等による地域への参加の他、入居者処遇の向上についても、

アンケート等の実施により、入居者の方々の声に耳を傾け、接遇改善の徹底に

努めるものとする。 

 

 （２）介護理念 

   特別養護老人ホーム宏生苑では、下記の介護理念を掲げ入居者のケアに取

り組むものとする。 

   「入居者１人ひとりに寄り添い、皆様が快適に安心して安全に 

暮らして頂けるよう務めていきます」 

・心にゆとりを持ったケア 

・その人らしさを支える 

・信頼関係の構築 

・チームワークを大切にする 

・職員の技術向上、自己研鑽 

 

（３）重点項目 

①個別ケアについて 

全室個室でのユニットケアを実施するにあたり利用者のプライバシーに

配慮したハード面を生かしつつ、顔なじみの関係が可能となる職員配置にて

安心感のある施設生活を提供する事により従前に自宅で暮らしていたよう

な生活リズムを導き出し、継続させていく事ができるよう看護・介護の質の

担保とともに向上に努める。 

②医療との連携について 

日々の健康管理を行う施設看護職員と配置医との連携により利用者の疾

病兆候の早期発見、またはその予防を行うとともに協力病院との連携を図る

事で入院が必要な重大な疾患への対応を行い、利用者が穏やかで安定した施
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設生活を送る事ができ、ご家族にとっても安心して頂けるサービスの提供。

また、当苑では安心で安全な施設サービスを提供する上で医療体制の充実は

必要不可欠ととらえており、利用者にとって望ましい看護・介護を最優先に

社会情勢や政策を鑑みながら検討していきたいと考えている。 

③重度者への対応について 

    介護老人福祉施設については、平成２７年４月より、原則、新規入居者を

要介護３以上の高齢者とし、在宅での生活が困難な中重度の要介護者を支

える施設としての機能に重点化した。当苑においても新規入居者及び既存

の重度の要介護者、または重度認知症を患う入居者に対し適切な介護の提

供が行なわれるよう職員研修等により対応環境の整備に努める。 

  ④看取りの対応について 

    高齢者介護の基本は「尊厳の保持」であり、特別養護老人ホームは、入居

者本人が個人として尊重され、その人らしい人生を全うできるよう支援を

行なう事が求められる。看取り介護の支援も同じであって、入居者本人と家

族の望みをかなえ、安らかな最期を迎える事ができるように、入居者本人・

家族の思いを受け止め、入居者本人と家族が充実した時間を一緒に過ごす

ための環境整備をするなど、日々の生活を支える事が施設職員の大切な役

目と考える。他職種連携の下、基本的な方針を定め、施設において看取りを

日常的なケアの延長線上にあるものとして捉えた介護に繋げられるよう努

める。 

③食の安全について 

健康である事の基本の一つとして食生活が挙げられる。このような中で、

過去に汚染米や食材に異物混入等の事件が取りざたされたが、当苑で使用す

る食材に関しては関係業者の協力を得て安全である事に十分配慮されたも

のを使用できるよう努める。 

また、提供する食形態に見直しをかけ、これまでのキザミ食から新たに軟

菜食、ムース食を取り入れる事により、食事の見た目の楽しさはもとより、

咀嚼や嚥下の困難な入居者への対応を進めていく。 

 

（４）施設サービスの質的向上を目指して 

①看護・介護サービスの向上 

施設サービスの基本となる施設サービス計画書（ケアプラン）に基づいた

ケアの実施は、利用者にとって「必要な看護・介護が適切に受けられる」施

設であるとともに「この施設に来てよかった」「また利用したい」と思われ

る、そして選ばれる施設づくりを念頭に置き、介護支援専門員を中心に関係

職種の連携に基づいたケアプラン作りを目指す。またサービスの向上に向け

て、より一層看護・介護技術の研鑽に努める。 

②季節感あふれる食事提供の取り組み 
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利用者にとって朝・昼・夕の食事は大きな楽しみの一つであると考える。

この事から当苑で「給食会議」を開催し利用者からのアンケートや検食によ

るコメント等を参考に関係職種で議論を行い、また栄養ケアマネジメントに

おける栄養計画の見直し等により利用者の個々の栄養状態を把握に努めき

め細かな食事の提供を行なう。 

③身体拘束の原則廃止の取り組み 

当苑で「身体拘束廃止委員会」を発足し、対象者の身体拘束の必要性の有

無、また現状の把握を行う為関係職員による定例委員会を開催する。 

身体拘束は緊急やむを得ない場合を除き原則行わない事を基本的なスタ

ンスとし、身体拘束に関する問題意識を高めるとともに介護職員の質的向上

を図りつつ、やむを得ず身体拘束を行っている場合に於いては、その現状の

情報共有等に努めながら廃止に向けた取り組みを行なう。 

④新規入所希望者の受け入れ 

当苑の利用を希望される方について、その方の要介護度や介護されている

（受けている）環境の状況ならびに心身の状態や当苑の待機状況等多方面か

ら分析し、特別養護老人ホームの社会的役割を果たすべく入所判定委員会を

開催し、緊急を要する方を優先的に入所受け入れできるよう検討を行なう。 

⑤短期利用者の受け入れ 

短期入所生活介護は１０名分のベッドを用意しており、さらに入所者の長

期入院に伴う空きベッドを活用することで短期利用希望者のご家族の身体

的及び精神的な負担等の軽減を図ることを目的として受け入れ事業を行な

う。 

⑥施設の行事計画 

単調になりがちな施設生活に対し、有意義な生活を送る事で、心豊かで安

心して頂けるような配慮を行っていく事は必要不可欠と考える。この為日常

生活における利用者と介護職員等との関わりの他、ご家族の皆様にもご参加

して頂ける行事（誕生会や敬老会等）、あるいは法人で行う夏祭り等の諸行

事の企画とご案内を行なう。 

（平成３０年度行事予定は別紙のとおり） 

 

（５）施設生活の安全管理の推進 

①介護事故の防止と対応 

利用者が施設生活上における介護事故防止は、何よりも利用者の安全や安

心を保障する事が施設サービスの基本と考える。この為事故防止の観点から

「リスクマネジメント委員会」を発足し、この委員会は大きな事故の発生を

未然に防ぐ為、些細な事でも事故・インシデント報告書の提出を求め、これ

らの事例等を検討し、またその結果を委員以外の職員にも周知徹底を図る。 

②施設内の感染対策 
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全国的に流行するインフルエンザや感染性胃腸炎の集団発生等の感染予

防として、面会者の体調に応じ面会を制限する、あるいは生もの等の持ち込

みの自粛、さらに入館時には手指の消毒とともにマスクの着用等の協力を文

章通知による周知や受付窓口でのお願いを行なう。 

③施設の災害対策 

ⅰ）当苑の消防計画に基づく避難訓練及び消火訓練は次の通り実施する。 

ア 年２回（春・秋）実施する。なお、このうち１回は夜間を想定した訓

練とする。 

イ 消防職員等の支援を得て訓練を実施。 

ウ 都度見直しを行ない、災害時に対応できる内容を目指す。 

ⅱ）市内ハザードマップ、避難場所の確認。 

ⅲ）火災等の防止対策として自主点検を実施。 

 

（６）職員研修の充実 

①職場内研修の充実 

利用者に対する施設サービスの質的な向上と健全な施設運営を行う為、年

度当初に研修テーマを設定し、そのテーマに沿った内容や講師について各部

署持ち回りで実施する。またテーマによっては外部講師を招き専門的な技術

の習得や知識の向上が図れるよう研修が充実した内容となるよう努める。 

（平成３０年度研修計画は別紙のとおり） 

②関係機関及び団体等が主催する研修会への参加 

関係機関等が主催する研修会は知識や技術の習得ばかりでなく、同じ職

務に従事する方が参加する場合が多く、この事は共通する悩みごとの解決

やより進んだ対応方法を実践している等、情報を交換する中から得られる

有益な事項を職場へ持ち帰って職務に役立てる事ができるといった利点が

ある。このような事から、これら研修会に職員が積極的に受講できるよう

努める。 

 

（７）職員の健康管理と職場環境の改善 

   利用者の方に良好な看護・介護を提供する為には、まず利用者と日々接する

職員が健康である必要がある。 

   この為には、快適な職場環境の維持とともに職員の健康管理が極めて重要

であるので次のような取り組みを行なう。 

①健康診断の受診については全職員を対象に年間１回の健康診断を行うとと

もに、深夜勤務を行う職員については６ケ月毎と短縮して行なう。 

②腰痛検査については、介護に携わる職員を対象に６ケ月以内に１回実施する。 

③メンタルヘルスの観点からストレスチェックを行ない、本人にその結果を通

知して自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス



12 

 

不調のリスクを低減させるとともに、検査結果を集団的に分析し、職場環境

の改善につなげる。 

 

 ２．地域密着型特別養護老人ホーム 

  

（１）運営方針 

   平成３０年度は医療保険と介護保険の同時改定が行われ、インセンティブ

制度や多職種連携による生活機能向上連携加算など、自立支援を本軸に据え

た改定となった。介護報酬改定では若干の引き上げ改定になるが、国や利用

者のニーズが多様化してきていることを踏まえた長期的な事業戦略が求めら

れる。法人全体としての執行管理機能の見直しと経営品質の向上を目指し、

更には各事業所において技術と生産性向上の観点から、より良い職場環境の

形成と役割・機能の明確化によりチームケアに必要な高い専門性を保ち、時

代に合わせた質の高いサービスを提供していく。 

  

（２）介護理念 

  地域密着型特別養護老人ホーム新富宏生苑では、下記の介護理念を掲げ入

居者のケアに取り組むものとする。 

～明るく笑顔で心を込めて～ 

「美味しいものが食べたい」「トイレに行きたい」「お風呂に入りたい」  

当たり前のことを当たり前にできる。  

笑いや楽しみのある普通の生活を送ることが出来る。  

「自分の家が一番だけど、ここで過ごすのも悪くないな。」  

そう思っていただける第二の我が家を目指します。  

◯基本的心得 

・相手の気持ち、介護を受ける側の気持ちを考えます。 

・相手の目を見て心を込めて挨拶をし、声を掛け、話を聴きます。 

・馴れ合いの関係にならないようにプロ意識を持ち、節度ある接し方を心

掛けます。 

・ご本人やご家族の意志を尊重し、前向きに取り入れる努力をします。 

・職員間の連携・チームワークを大切にします。 

・心にゆとりを持ち、私情を職場に持ち込みません。 

  

（３）重点項目 

①サービスの質の向上、生活・ケア環境の向上 

介護に必要な基本的内容を習得するための法人研修の他、職員の階層別

研修、テーマ別研修等により、個々の職員の力量に合わせた研修を開催す

る。専門的な分野の研修では、医師等の外部講師を招聘し、より高度で専

門的な知識を習得できるよう内容を取り入れていく。また、入居者家族ア

ンケートやサービスの自己評価を実施し、改善に向けて取り組んでいくべ
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き課題を明確に整理し、より質の高いサービスを提供できるよう努める。 

②安全な食事の提供 

高齢者の食事栄養管理においては、誤嚥や窒息、エネルギー不足等の低

栄養状態を予防するために、食事形態の工夫が重要となる。一人ひとりの

嚥下や咀嚼の能力に応じて日本摂食・嚥下リハビリテーション学会の嚥下

調整食分類に準じた食事形態を提供し、入居者が楽しみを持ちながら安全

に食事を摂取できるように、介護職員や看護職員の技術向上と医師・歯科

医師・管理栄養士との連携強化を図っていく。 

③医療連携と医療的ケアの充実化 

生活相談員や看護職員が中心となって林医院と連携し、入居者の健康管

理・内服管理・定期検診を行い、必要に応じて他の医療機関への情報提供

や家族へのインフォームド・コンセントの役割も担っていく。 

また、心肺蘇生法・褥瘡予防・バイタルサイン等の研修を開催し、医療

的ケアの知識と技術の研鑽に努める。また、看護職員が不在となる夜間で

も喀痰吸引等の実施ができるように、特定行為業務に従事できる職員を配

置する。 

④看取りへの対応 

介護職員・看護職員等と医師や医療機関との連絡体制の整備や、夜勤職

員の不安感が少しでも解消できるように看取りに関する職員研修を実施す

る。また、入居者や家族への十分な説明と情報の共有、看取り後のフォロ

ーを含めた支援の充実を確立させ、看取り介護の質の向上と手厚い看取り

介護の実施を図る。 

 

（４）取り組み 

①介護職員教育・人材確保 

ⅰ）職員意向調査やストレスチェックを定期的に実施し、配属やキャリア

アップ等の意向確認やメンタル面への配慮を行う。また、その結果をも

とにユニットリーダーだけではなく管理者との面談等も取り入れ、相談

し易い環境を構築する。 

ⅱ）ユニットリーダー研修、認知症介護実践リーダー研修、喀痰吸引研修

等、事業所に配置が必要な研修を多くの職員に受けさせ、更なるキャリ

アアップと新たな加算に対応できる体制構築を目指す。また、法人研

修、事業所内部研修、他本体施設との職員交換研修等も積極的に実施し

ていく。 

ⅲ）例年、旭川大学コミュニティ福祉学科から社会福祉士相談援助実習の

受け入れを行っていたが、平成３０年度からは福祉専門学校や旭川短期

大学から介護福祉士実習の受け入れも積極的に行い、次世代を担う医

療・介護・福祉の人材育成と新卒採用者数の拡大に繋げていく。 
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ⅳ）介護職員の腰痛予防のため積極的にノーリフトケアやモーションエイ

ドの技術を取り入れ、「スライディングボード」や「シート」を導入す

ることで、介護職員と入居者の身体的負担軽減を推進する。  

②家族との連携と情報提供  

ⅰ）毎月の広報誌発行とホームページの定期的な更新や、夏祭り・敬老会

等の家族参加型の行事や意見交換会を開催し、新富宏生苑の活動につい

ての理解を得るとともに家族からの意見を取り入れられる仕組みを構築

する。  

③地域連携 

ⅰ）社会福祉法人として、また、地域密着型事業所としての社会・地域貢

献活動の一環として、新富・秋月地域在住の方を対象として認知症カフ

ェの開催を運営し、認知症の人やその家族が住みやすい町づくり活動を

支援していく。 

また、地域住民への事業所開放や施設見学会、認知症サポーター養成

講座の開催などを通じてエリア（地域）単位でのニーズを把握しつつ、

地域における社会資源としての機能と地域づくりの拠点としての機能を

構築し、地域に貢献できる開かれた事業所運営に取り組む。 

④本体施設との連携強化 

ⅰ）現在も入居相談の情報共有について、それぞれの事業所の担当者の裁

量によるものが大きいため、法人全体としてのバランスや効率よりも自

分の所属する事業所を最優先にしてしまう状況がある。入居相談業務の

連携を強化し、事業所間での適切な入居者の割り振りが可能な体制を構

築していく。 

ⅱ）介護保険上の本来の配置である本体施設のケアマネジャーがサテライ

ト事業所である新富宏生苑のケアマネジメント業務を行うことにより、

入居者の状況の把握や生活の目標設定等を専属のケアマネジャーが行う

ことで、入居者の自立支援や専門職によるチームアプローチによる切れ

目のないケアを提供し、サービスの質の向上とリスクの予防に努める。 

⑤各種委員会活動 

ⅰ）新富宏生苑では利用者の安心・安全な生活のために、また、職員の知

識向上やサービスの質の向上を目的として各種委員会を開催している。

事故や感染症予防への取り組みはもちろん、平成３０年度から新たに設

置した接遇委員会を中心に法人理念・事業所理念を職員に浸透させ、各

専門職種間が同じ目的意識を持ってチームケアを実践できるように連携

強化を図っていく。 

 

３．軽費老人ホーム事業（特定施設入居者生活介護） 

 

（１）運営方針 

   老人福祉法における軽費老人ホーム事業（ケアハウス）である居宅における
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生活を念頭におき、住みよい生活空間を提供し、入居者の自立性の尊重を基本

として、入居者が明るく心豊かに生活できるよう図るべく、その介護及び介護

予防のための支援の充実を継続して図っていく。 

   平成３０年度においては医療と介護の連携の強化を図り日頃の健康管理、

機能維持訓練等で入居者の残存能力の引き出しのための措置を講ずるともに

職員の介護術の向上を目指すことにより施設全体のレベルの向上を図る。 

 

（２）重点項目 

①介護関係 

入居者ひとり一人が、いつまでも自分らしく意思を尊重され、ご本人の希

望に沿った生活を送ることができるよう協力医療機関と連携し「専門性に

基づく高品質な介護」を目指した研修を実施し、口腔ケア、日常生活での機

能訓練の見直しと個別に効果的な訓練方法の充実を図る。 

②人材育成 

ⅰ）職員間の意識統一、報告、連絡、相談の意識付けを行いサービスの質向

上のための改善意識を図る。 

ⅱ）資格取得の推進 介護福祉士を中心に各職種に必要とされる資格の取

得を推進していく。 

ⅲ）自ら考え行動できる人材の育成をテーマに、各専門職の専門性を向上

させ、サービスの質の向上につなげると共に、将来、フォルテの新しいリ

ーダーとなりうる人材の育成を行っていく。 

ⅳ）施設内研修を行うと共に、法人全体での研修、外部の研修に参加し、研

修の報告を行い他職種との意見交換でサービスの向上を図る。 

（３）取り組み 

①職員全体会議 

管理者、相談員、看護師、機能訓練指導員、栄養士、介護職員等すべての

職員の合同会議と位置付け、入居者処遇、業務改善等について話し合いを

行う。 

②安全管理 

火災訓練は元より、地震、風水害、土砂災害、降雪災害の訓練計画を立て

ると共に職員が速やかに対処できるように訓練を実施する。また近隣の住

民、他施設の協力依頼や連携の強化を図る。 

４．通所介護事業 

  

（１）運営方針 

地域老人福祉への社会的貢献を目指すという理念の下、地域包括システムの

構築を実現する一つの役割として、コスモスでは、地域の総合事業対象者、要

介護者を積極的に受け入れ、利用者の能力に合わせた入浴方法や送迎時間の調
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整を行ないながら、ご利用者の時間やご家族様のレスパイト機能を継続する。

更には、体操や機能訓練のメニューを検討し、自宅での生活で、少しでも生活

機能が向上出来る様に取り組んでいます。 

 

（２）重点目標 

①正しい介護技術・知識を用いて、入浴、排泄、食事及び日常生活に必要な援

助を行なう。 

②ご利用者が安心して過ごせるように、プライバシーの保護や見守りを行なう。 

③居宅支援計画に基づく、各機能訓練、運動の提供を行なう。 

④ご利用者様の趣味や教養に応じた娯楽の提供を行なう。 

 （別表・年間行事計画） 

⑤ご利用者様及びご家族様に対する相談援助業務 

⑥職員の法令遵守、倫理観を含めた各種知識・介護技術の向上のための研修。 

 

（３）取り組み 

利用者の処遇向上や円滑なサービスに向けた実践を行なう。 

①職員会議 

    管理者を中心に介護職員、看護職、機能訓練指導員等のあらゆる職種の職

員が利用者の処遇や業務内容の改善検討などの会議を行なう 

②研修会議 

    各種職員のご利用者に対する接遇を始め、介護技術・知識向上の為の研修

会議の実施。職員への研修は、研修内容に応じて、職員全体での内部研修や

施設外で行なわれる外部研修への参加を案内し促していく。職員研修は受

ける内容から、職員多数が一堂に会して学習する内部研修、施設外で行われ

る聴講・研修などの外部研修に分け、それぞれ行う。  

ⅰ）全職員研修 

依頼講師（職員も含む）による講義、勉強会などを別紙の通り実施する 

      日時、内容の詳細については、ケアハウスフォルテと協議して決定する。 

ⅱ）新任職員研修 

      新任職員採用の際、各種マニュアルに沿った研修を実施する。 

③各種行事 

    管理者が作成した年間行事計画に基づき、月別の行事計画を担当者及び

職員全体で会議する。担当者が中心となって、計画した利用者の状況に応じ

た行事の内容などを検討する 

  

５．在宅介護支援センター事業 

 

（１）運営方針 

東旭川宏生会の法人理念でもある地域社会への貢献を目指す法人ならでは

の特性を活かし、在宅介護支援センターの機能を活用することで、周辺地域の
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住民を対象に地域での課題を聴取・抽出し、新たな資源の開拓や地域と共に活

性化できる法人運営及び、共助としての機能を高めていくことを目的とする。 

地域包括支援センターやサービス事業所、関係機関と共同し、高齢者及びそ

の家族からの相談受付、在宅生活を継続するための支援、地域に対する専門的

な支援を行い、総合相談支援事業、地域包括ケアの推進に努める。 

 

（２）重点項目 

①地域におけるネットワークの構築 

ⅰ）地域包括支援センターやサービス事業所との情報共有の場を設け、地域

における実態を把握する。 

ⅱ）サービス事業所や地域住民を対象にアンケートを実施し、課題の分析を

行っていく。 

ⅲ）各種研修に参加し、自己研鑽を行う他、他職種との連携を深めていく。 

②地域における介護予防活動への参加 

ⅰ）地域で活動している自主サークル等へ参加し、専門的な視点からの助言

を行い、介護予防の推進をしていく。 

ⅱ）アウトリーチを実践し、相談援助が円滑に行えるよう地域住民との交流

を図っていく。 

③認知症高齢者対策 

ⅰ）認知症についての正しい理解を普及・啓発することで住みやすい地域づ

くりができるよう研修等を開催する。 

ⅱ）国や行政が行っている認知症施策に従って地域で暮らす認知症高齢や家

族に対する支援を行っていく。 

 

（３）取り組み 

①総合相談支援 

高齢者やその家族が、介護や暮らしに関する多様な相談を受け止め、でき

る限り自立した尊厳のある生活が継続できるよう、地域における社会資源等

の情報提供も含め適切な支援につなぐ。 

②地域におけるネットワークの構築 

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられることを目的とし、 

地域における問題を未然に防ぎ、関係者間でのネットワークの構築を図りな

がら、支援を必要とする対象者を見出し、適切に保健・医療・福祉サービス

につながるように努める。 

③認知症高齢者対策 

地域包括支援センターと連携し、認知症についての正しい理解を周知し 

普及・啓発活動を実施する。 

④地域における介護予防活動への参加 
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地域包括支援センターが開催しているサークルや自主サークルに参加し、

介護予防、健康に関する情報や介護保険の趣旨や利用方法、介護方法を講話

や運動を通じて提供し、住みなれた地域でいきいきと生活が続けられるよう

に支援する。 

⑤実態把握 

総合相談支援を適切に行う前提とし、地域におけるネットワークを活用 

する他、様々な社会資源との連携、高齢世帯への戸別訪問、同居していない

家族や近隣住民からの情報収集、アンケート調査等により、高齢者の心身の

状況や家族の状況、地域課題についての実態把握を行い、災害時の対策にも

役立てるように努める。 

 

６．地域包括支援センター受託事業の経営 

 

（１）運営方針 

①旭川市地域包括ケアシステムの構築に向け、旭川市高齢者保健福祉計画・介

護保険事業計画では「市民が共に支え合い、高齢者が生きがいと尊厳を持ち、

可能な限り住み慣れた地域で自分らしく活き活きと暮らすことのできるま

ちづくり」を実現するため、次の各分野について取組みを行う。 

ⅰ）介護サービス基盤整備 

ⅱ）安心・安全な住まいづくり 

ⅲ）介護予防の効果的な取組強化 

ⅳ）生活支援の基盤整備 

ⅴ）在宅医療の充実 

②運営上の基本的視点 

ⅰ）公益性の視点 

・市の介護・福祉行政の一翼を担う公的な機関として公正で中立性の高い

事業運営を行う。運営費用は、市民の負担する介護保険料や、自治体の

公費によって賄われていることを十分に理解し、適切な事業運営を行う。 

ⅱ）地域性の視点 

・地域の介護・福祉サービスの提供体制を支える中核的な機関であるため、

担当地域の地域特性や実情を踏まえた適切かつ柔軟な事業運営を行う。

地域ケア会議等の場を通じて、地域の住民や関係団体等の意見を幅広く

吸い上げ、日々の活動に反映させるとともに、地域が抱える課題を把握

し解決に向けて積極的に取り組む。 

ⅲ）協働性の視点 

・センターの保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員、精神保健福祉士

等の専門職種が相互に情報を共有し、理念・方針を理解した上で連携・

協働の実施体制を構築し業務全体をチームとして支える。地域の保健・

福祉・医療の専門職種やボランティア、民生委員等の関係者と連携を図
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りながら活動する。市民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支

援するため、センターは互いに協働し、また市とも連携を図りながら活

動することでセンターの機能が発揮又は強化されるよう努める。 

 

（２）重要項目・取組み内容 

①第 1 号介護予防支援事業 

ⅰ）基本チェックリストの実施 

・要介護認定等の申請において非該当となった者のうち、第１号事業の利

用を希望する者に対し、基本チェクリストを用いた生活機能の確認を行

い、生活機能に応じたサービス等の利用に必要な支援を行う。回答結果

が厚生労働大臣の定める基準に該当した非該当者が第１号事業を利用

する場合には、自立支援に向けた地域ケア会議を開催し支援内容の検討

を行う。 

ⅱ）第１号介護予防支援事業の実施 

・居宅要支援被保険者等に対して、介護予防及び日常生活支援を目的とし

て、その心身の状況や置かれている環境その他の状況に応じて適切なサ

ービスが包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う。居宅介

護支援事業者に委託した場合においても、介護予防サービス・支援計画

原案の内容の妥当性の確認、介護予防サービス・支援計画に係る実施後

の評価を適切に実施し、必要に応じ指定居宅介護支援事業所に対し助

言・指導を行う。 

②一般介護予防事業 

ⅰ）支援対象者の把握及び支援 

・将来、介護が必要になる可能性の高い高齢者を把握し、必要なサービス

を提供することにより介護予防を効果的に実施。４職種それぞれが様々

な機会を捉えて、支援対象者（閉じこもり等）の把握に努め、個別性を

重視しつつ継続的支援を行う。 

ⅱ）地域介護予防活動支援 

・地域において継続した介護予防が行えるよう、動機付けや活動の支援を

行う。 

・介護予防に資する住民運営の通いの場（自主グループ）においては、必

要に応じてリハビリテーション専門職と連携し、地域リハビリテーショ

ン活動支援事業を活用し、通いの場に参加する高齢者の身体機能の評価

と、評価に基づく支援を行う。 

・活用可能な地域の活動団体や通いの場について、把握を努めると共に情

報は一覧等を作成し、地域住民の介護予防活動の参加促進に取組む。 

ⅲ）域介護予防運動教室事業に係る業務 

・市が実施する地域介護予防教室事業の参加者が事業終了後において も、
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継続的に介護予防へ取組む事ができるよう自主グループ等の立ち上げ支

援を行い、通いの場の充実を図る。 

③総合相談支援業務 

ⅰ）地域におけるネットワーク構築 

・センターの業務を適切に実施していくために、また業務への理解と協力

を得るために、パンフレットや広報誌等を作成し、様々な場所や機関へ

の配布等を行うなど、ネットワーク構築に向け、地域住民及び関係者へ

積極的に働きかけを行う。 

・地域においてネットワークを活用したニーズ発見機能、相談連結機能、

支援機能、予防機能が円滑に機能するため、センターとしてのネットワ

ーク構築及び整備を行う。 

・構築したネットワーク及び既存のネットワークについて 4 職種で共有し、

ネットワークが相互に広がるよう意識した活動に取り組む。かつ、地域

の課題や住民への支援については、地域の関係機関と連携を図り、ネッ

トワークを有効に活用した解決方法に取り組む。 

ⅱ）協議体及び生活支援コーディネーターとの連携 

・市又は生活支援コーディネーターが開催する協議体に参加するとともに、

生活支援コーディネーターと連携し地域特性に応じた生活支援サービ

ス等の体制構築を図る。 

・センターで蓄積した地域課題や社会資源に関する情報提供を行う。 

ⅲ）実態把握 

・地域の高齢者の心身状況や家庭環境等についての実態把握を行うことで、

地域に存在する隠れた問題やニーズを発見し、早期対応できるよう取り

組む。 

・地域住民や関係機関から、支援が必要な高齢者の情報収集を行う。把握

した問題やニーズについて、予防への展開していく取組みを行う。 

ⅳ）総合相談 

・初期対応を適切に行い、課題を明確にした上で適切な機関・制度・サー

ビス等につなげる。関係機関からの相談に対し、速やかに対応し、報告

するなど信頼関係構築に努める。 

・相談記録を速やかに作成し、緊急時には担当者が不在であっても対応で

きる体制を整える。 

ⅴ）困難事例 

・困難事例（重層的課題がある、支援拒否、既存のサービスでは適切なも

のがない等）を把握した場合は、実態把握の上、センターの各専門職が

連携して対応策を検討する。又、市とも連携を図り適切な対応を行う。 

④権利擁護業務 

ⅰ）権利擁護に関する啓発 
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・権利擁護（高齢者虐待防止、成年後見制度活用、消費者被害防止等）に

ついて、関係機関・地域団体・各種事業所や住民等が理解を深め、防止

するための啓発活動に取り組む。 

ⅱ）高齢者虐待への対応 

・地域住民や関係機関等と連携を密にすることにより、虐待防止及び早期

発見に取り組む。 

・通報や相談等を受けた場合には、「高齢者虐待防止、高齢者の養護者に

対する支援等に関する法律」及び「旭川市高齢者虐待対応マニュアル」

に基づき、速やかに当該高齢者の状況を把握し、市とも連携を図り適切

な対応を行う。 

ⅲ）成年後見制度 

・認知症などにより判断能力の低下が見られる場合には、適切な介護サー

ビスの利用や金銭管理、法律的行為などの支援のため、成年後見制度活

用が必要かどうかを判断する。 

・成年後見制度利用が必要と判断し、申立て可能な親族がいる場合には、

関係機関の紹介等を行う。 

・成年後見制度利用が必要と判断したが、申立て可能な親族いない場合は

市に報告し市町村申立てへ繋げる。 

ⅳ）消費者被害 

・消費生活センターや警察等の他機関と連携して事例に対応できる体 制

を整備する。 

・地域団体・関係機関との連携のもと、消費者被害情報の把握を行い、情

報伝達と適切な対応により被害を未然に防ぐよう支援するとともに、被

害回復のための関係機関を紹介する。 

⑤包括的・継続的ケアマネジメント業務 

ⅰ）包括的・継続的ケアマネジメント体制の構築 

・地域における包括的継続的なケアを実施するため、関係機関との連携を

構築し地域の介護支援専門員と関係機関との連携を支援する。 

・地域の介護支援専門員が介護保険サービス以外の様々な社会資源（地域

の力）を活用できるよう、地域の連携・協力体制を整備する。 

ⅱ）介護支援専門員に対する支援 

・地域の介護支援専門員が抱える困難事例について、具体的な支援方針を

検討し指導助言や同行訪問等を行う。 

・地域の介護支援専門員の支援については、事業所の人員配置等の形態に

も配慮した支援に努める。 

・地域の介護支援専門員の問題解決能力を高める支援に努める。個々の介

護支援専門員の抱える課題やニーズを把握し、地域の介護支援専門員全

体で共有できるよう取組を行う。 
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ⅲ）事例検討会・研修会等の実施による支援 

・介護支援専門員の資質向上を図る観点から、関係機関とも連携の上、情

報提供や事例検討会、研修会等を実施する。また、研修開催する際には

地域の介護支援専門員と協働で企画する等、地域の介護支援専門員が主

体的に参加できるよう取組を行う。 

・地域の介護支援専門員が日常的に円滑な業務が実施できるよう、介護支

援専門員のネットワーク構築を支援。 

ⅳ）医療と介護の連携推進 

・介護支援専門員と医療関係者の連携・協力体制構築のための取組を行う。

在宅医療・介護の連携推進を図るための取組みを行う。 

⑥認知症高齢者及び家族への支援業務 

ⅰ）関係機関との連携 

・認知症高齢者やその家族を支えるため、関係機関と連携を取り継続的な

支援を行う。 

・認知症疾患医療センターやかかりつけ医等、早期診断・早期対応に向け

た医療との連携協力体制を整備する。 

ⅱ）地域の体制づくり 

・地域住民や関係機関が、認知症高齢者やその家族を地域で支え、見守る

体制を構築するために、認知症に対する正しい知識の普及等を行なう。 

・地域のキャラバンメイトと連携・協力し「認知症サポーター養成講座」

を活用した取組を行う。 

ⅲ）当事者への支援 

・認知症高齢者やその家族が抱える多様な問題を解決するために、医療機

関など関係機関との連携・協力体制を構築する。 

・認知症高齢者やその家族が集える場所等を提供することで、介護負担を

軽減し在宅介護を継続できるよう取組を行う。必要に応じて、認知症初

期集中支援チーム員として訪問を行い、認知症初期集中支援事業を活用

した支援を行う。 

⑦地域ケア会議開催業務 

ⅰ）地域ケア個別会議 

・介護支援専門員による自立支援に資するケアマネジメントの支援を行な

う。 

・高齢者の実態把握や課題解決のためのネットワーク構築を行う。 

・個別ケースの課題分析等を行うことによる地域課題の把握を行う。 

ⅱ）地域ケア推進会議 

・地域課題を地域住民等で共有し、その上で「地域で解決し得る課題」「政

策的な課題」を明らかにし、地域で解決し得る課題については、日常生

活圏域レベルの会議で検討し、政策的な課題については市のレベルの会
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議で検討し課題解決・政策形成を目指した取組を行う。 

 

（３）その他 

①住宅改修相談業務 

②福祉用具購入相談業務 

③配食サービス事業に関する業務 

④家族介護用品購入助成事業に関する業務 

 

 ７．居宅介護支援事業 

 （１）運営方針 

介護保険法の理念に基づき、高齢者が要介護状態となった場合においても、

可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む

ことができるよう、ご家族の心身の状況、その置かれている環境に応じて、ご

利用者様の選択に基づき、適切な居宅サービスの計画（在宅サービス種類・内

容・担当者等を定める）を作成する。当該居宅サービス計画に基づく在宅サー

ビスの提供が確保されるよう、事業者等との連絡調整その他のサービス提供を

行い、および要介護者が介護保険施設に入居する場合に、介護保険施設への紹

介その他のサービスの提供を行うことを目的とする。また、行政・医療・施設・

居宅サービス事業者・地域包括支援センター・地域の資源の活用も含めた福祉

相談業務を行う。 

  

（２）重点項目 

① 新規契約者の確保（稼働率の維持） 

新規契約者の確保として近隣の医療連携室等・地域包括支援センターや地域の

社会資源を活用する事によりネットワークの構築、新規契約者の確保（稼働率の維

持）が出来るように活動を継続する。 

② 緊急時の対応  

緊急の依頼があった場合も迅速に対応できるよう常に２４時間連絡体制が確保でき

るよう努める。 

③ 地域との交流  

地域のイベント等に積極的に参加し地域との交流を図ると共に居宅介護支援事業

所の存在を随時アピールしていく。 

④ 研修の参加  

居宅介護支援の事業については、常に最新の情報を取得するため公的な研修に

ついては、積極的に参加する。尚、研修参加後については、事業所内で、会議等に

資料配布参加効果等を発表し、情報の共有化を図る。 

⑤認定調査の協力  

各自治体の認定調査の業務委託契約を継続し、依頼に応じて介護保険における
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認定調査を実施していくものとする。 

 

 

Ⅴ 法人組織、委員会                           

 

１．法人組織図（別表添付）  

 

２．各委員会の構成及び研修の取組 

 

（１）特別養護老人ホーム宏生苑、地域密着型特別養護老人ホーム新富宏生苑に

入居者処遇向上、円滑な施設運営を行う為、次の会議を設置する。 

①入居判定委員会 

当施設に入居の申し込みがあった方々の置かれている生活状況や身体状

況等から入所優先順位を決定し、また施設に空床が生じた場合（見込みが立

てば）その順位より入居していただく事を最終的に決定する。 

②行事計画委員会 

年間行事計画に基づき、月毎の行事実行に向けての企画や提案等につい

て行事を行う月の前月に打ち合わせを行う。実施後の評価、報告を行なう。 

③災害対策委員会 

防災、防火及び入居者の避難に関する計画を作成、年２回の火災（避難）

訓練を行う。また、避難訓練の見直しを行ない、災害時に実際に対応できる

よう検討していく。 

④給食委員会 

管理栄養士ほか厨房スタッフを中心に「安全でおいしい食事」の在り方に

ついて話し合う。検食簿に記載された内容、介助を行なうユニット職員から

の意見を参考に、食事のメニュー、提供方法について検討する。 

また、ムース食や刻み食、粥食といった嚥下困難な入居者への対応を考慮

したメニューの検討等も行なう。 

その他に月毎の行事に提供される行事食についても提案を受け検討。また、

「栄養ケアマネジメント」の見直しについて、管理栄養士より食事の摂取量

や褥瘡の発生状況といった身体状況、体重や血液データを参照の上、提案を

受け意見交換する。 

⑤褥瘡予防委員会 

褥瘡発生者及び褥瘡発生リスクの高い方のリストアップを行ない、日常

生活の状況や食事の摂取量のデータを集積し、褥瘡及び皮膚の状態を改善

する為の対策をについて討を行なう。 

徐圧マットや体位交換枕とう褥瘡予防補助具についての使用方法の研修、

その他の褥瘡予防の具体策について周知を行う。 

⑥編集委員会 

月刊広報誌「宏生苑だより」の誌面企画及び制作を行う。 

⑦身体拘束廃止委員会 

身体拘束ゼロを念頭に職員が一丸となり身体拘束をしない介護・看護に

ついての情報共有やリスクが高い入所者への対応策等を検討。 

また、やむを得ず身体拘束を行わなければならなくなった場合、ご家族へ
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の同意は勿論、関係職種での合議による承認、その後の継続性の検討等を行

う。いずれもいかに早く身体拘束を不必要とするか、その為にいかなる方法

で取り組むかの具体策について協議。 

⑧感染予防対策委員 

インフルエンザや感染性胃腸炎の施設内における集団感染対策の為、看

護職員を中心に感染症の発生予防、及び発生時の対応策についてのマニュ

アルを作成し全職員へ周知を図る。また、面会時の手指消毒やマスクの着用、

食べ物の持ち込みといった入居者家族に求める協力体制についての内容も

併せて検討を行なう。 

⑨リスクマネジメント委員会 

転倒・転落、その他介護中の事故に関し、インシデントレポート・事故報

告書での報告から発生したユニット内での検討を元に、最優先に再発防止

を検討しなければならないものを抽出して分析の上、具体的な対応策につ

いて検討し、各ユニットに戻す。 

事故に至らないが危険を感じたヒヤリハットレポートについても各ユニ

ットで内容をまとめ、今後事故の発生につながらない為の対策について検

討する。 

⑩衛生委員会 

    職員の職場環境における安全及び、衛生管理に関する事項を調査し審議

する。 

⑪排泄委員会 

    入居者一人ひとりに合わせた紙オムツの適正な使用方法の検討と使用種

別、枚数管理。その他、陰部洗浄や排泄方法の改善等排泄全般に関わる取り

組みについての検討。全職員を対象とした定期的な研修会の開催。 

⑫接遇向上委員会 

    職員の身だしなみ、挨拶、態度、言葉遣いといった接遇の基本的な部分に

ついて見直し、検討を行なう。年２回入居者家族アンケートを行ない、職員

の接遇に対しての評価から、入居者及び家族に満足のいく接遇向上を目的

とした活動を行なう。 

    専門職を招き、接遇に関する研修会の開催の企画も行なう。 

 

（２）ケアハウスフォルテに入居者処遇向上、円滑な施設運営を行う為、次の会

議を設置する。 

①行事委員会 

     企画、月別担当と業務を分担し、企画係は年間施設行事計画を立案し、施

設会議に提案する。月別担当は、リーダーが構成員を招集し、計画予算に見

合った、年間行事を実施するため実行子細を作成し行事を実施する。月別担

当は、実施に至る準備期間も含める事から、前月に会議を開く事とする。 

②研修委員会 

     施設職員の技術・知識、接遇の向上の為研修委員会を設置する。 

職員研修は受ける内容から、施設職員多数が一堂に会して学習する内部研修、

施設外で行われる聴講・研修などの外部研修に分け、それぞれ行う。  

ⅰ）内部研修 

依頼講師（職員も含む）による講義、勉強会など、春・秋それぞれ２クー

ルに分け別紙の通り実施する。 
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     ⅱ）外部研修 

      毎月１～２名の職員を該当月実施される外部研修に派遣する。 

      推薦する研修内容は、外部研修委員が北海道社会福祉協議会等の主催す

る研修案内などを参考に選考する事とする。 

ⅲ）幹部研修等 

法人運営に関する、法令、会計、経営など必要と思われる研修は、必要に

応じて施設長が派遣を指示する。 

③編集委員会 

     ケアハウスフォルテでは施設月刊誌「ケアハウスフォルテ通信」、施設パ

ンフレット、その他の案内文を編集発行する。編集、発行に当たり編集委員

会を設置する、編集委員は職員で構成し、地域、施設、入居者、職員など季

節にあった内容の題材を集め編集、発行する事とする。 

④感染対策委員会  

    施設内感染対策の為、看護師を中心として設置し感染症の発生予防、発生

時に対策を行う。 

⑤防火管理委員会 

     防火及び入居者の避難につき計画を作成、年２回避難訓練を行う 

⑥機能訓練委員会 

     新予防給付対象者に対して実施する介護予防、介護給付者に対する機能

低下防止など入居者毎の個別機能訓練計画を作成・実施する。 

入居者の機能低下防止に必要な集団機能訓練計画を作成・実施する。 

 

（３）デイサービスセンターコスモスに利用者処遇向上、円滑な施設運営を行 

①編集委員会 

     デイサービスセンターコスモスでは月刊誌「デイサービスセンターコス

モス通信」、事業所パンフレット、その他の案内文を編集発行する。 

     編集、発行に当たり編集委員会を設置する。編集委員は職員で構成し、地

域、施設、利用者、職員など季節にあった内容の題材を集め編集、発行する

事とする。 

②感染対策委員会  

    事業所内感染対策の為、看護職員を中心として設置し感染症の発生予防、

発生時に対策を行う。 

③身体拘束廃止委員会 

     利用者に対する身体拘束廃止の為、身体拘束廃止規定を基に事例等を検

討し身体拘束廃止に向けた取り組みを進める 

④機能訓練計画委員会 

     予防給付対象者に対して実施する介護予防、介護給付者に対する運動機

能向上など利用者毎の個別機能訓練計画を作成・実施する。 

利用者の機能低下防止に必要な集団機能訓練計画を作成・実施する。 

 

 

Ⅵ 地域との連携                             

 

１．啓発活動 

当法人の運営と機能、福祉施策等の情報について、ホームページ、パンフレッ
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ト及び各事業所が発行する「事業所たより」により啓発、理解を深める事とする。 

２．各種ボランティアの受け入れ 

毎月芸能ボランティアの慰問により利用者に対し教養娯楽を提供する他、支

援ボランティア等も積極的に受け入れ、地域に対して開かれた施設となるよう

配慮していく事とする。 

 

３．見学の受け入れ 

当施設への見学の依頼は地域に対し閉鎖的とならぬよう心がけると共に、積

極的に福祉施設及び関係諸制度の理解と啓発を目的として、積極的に受け入れ

る事とする。 

 

４．法人行事への招待 

法人年間行事のうち夏祭り実施時に家族、地域住民などを招待し、法人各事業

所が行っている運営内容など紹介している。 

 

５．施設実習の受け入れ 

将来、福祉職を目指す学生を広く積極的に実習生として受け入れ、また、近隣

の小中学生の職業体験学習の場として、施設を開放していくものとする。 

 

６．ご意見箱の設置 

各施設の利用者及び御家族等、及び来訪者の方々が自由に意見を述べられる

場として 、「ご意見箱」を各施設に設置し、日頃のケアに対する意見や感想、

提案など事業の改善に活用する事とする。 

 

 

Ⅶ 運営管理                               

 

１．職員の質の向上に対する取り組み 

職員の専門的技術、知識の習得により職員の資質の向上による人的基盤を確

立し、適切な事業運営に反映させるため、外部研修への派遣、内部研修を実施す

る。又各委員会制度を設置し介護内容の統一を図る事とする。  

 

２．職員の健康管理 

責任ある業務遂行のため、定期的に職員健康診断を年 1 回以上行います。及

び日常的に健康を維持出来るよう予防を実施する事とする。 

 

３．非常災害対策 

火災発生時に消防機関へ速やかに連絡する事又、初期消火や人命救助を行う

事。これらの事は震災等の自然災害時においても、防災計画、防災教育及び防災

訓練をもって、実施する事とする。 

 

４．利用者の苦情処理体制 

社会福祉法人における苦情解決の仕組みつくりが社会福祉法人に義務づけら

れている事から、苦情処理体制の責務を明確化すると共に第三者が加わった、事

業所内における苦情解決の仕組みを整備する事とする。



 



特別養護老人ホーム宏生苑

実施月 行事名 予算額 担当リーダー 行事名 予算額 実績

４月 誕生会 6,000 各ユニット 出張ラーメン屋台 20,000
誕生会 6,000

５月 花見 各ユニット 喫茶の日 20,000
誕生会 6,000 各ユニット 花見

誕生会 6,000

６月 誕生会 6,000 各ユニット アイスクリームパーティ 10,000
喫茶の日 20,000 松山 誕生会 6,000

７月 夏祭り 250,000 夏祭り(7/2) 250,000
ラベンダー見学 各ユニット ラベンダー見学

誕生会 6,000 各ユニット 誕生会 6,000

８月 花火大会 10,000 若栗 焼肉パーティ
誕生会 6,000 各ユニット 誕生会 6,000

９月 敬老会 200,000 敬老会(9/18) 200,000
誕生会 6,000 各ユニット 誕生会 6,000

１０月 寿司の日 各ユニット 寿司の日
紅葉見学 各ユニット 紅葉見学
誕生会 6,000 各ユニット 誕生会 6,000

１１月 喫茶の日 20,000 本永 喫茶の日 20,000
誕生会 6,000 各ユニット 誕生会 6,000

１２月 クリスマスバイキング 100,000 加地 クリスマスバイキング 100,000
誕生会 6,000 各ユニット 誕生会 6,000

１月 誕生会 6,000 各ユニット 誕生会 6,000

２月 節分 8,000 各ユニット 節分 8,000
冬祭り見学 各ユニット 冬祭り見学
誕生会 6,000 各ユニット 誕生会 6,000

３月 ひな祭り 各ユニット ひな祭り喫茶 20,000
誕生会 6,000 各ユニット 誕生会 6,000

680,000 720,000

※総合で開催する行事については担当のリーダーを決めてください。
※この他、各ユニット内において日々のレクリエーション（月／20,000円の予算）も実施。

平成３０年度　行事計画案

平成２９年度平成３０年度

小計



平成３０年度 特別養護老人ホーム宏生苑施設内研修 

実施月 演題名 研修内容 
講師 

担当リーダー 

４月 新年度研修 
・特養の現状 

・介護保険制度改正について 
施設長 

５月 緊急時の対応 
・医療物品の使用方法 ・特変時の対応 

・心肺蘇生 ・ＡＥＤの使用方法 

看護主任 

後藤 

６月 接遇 
・社会における一般常識 

・宏生苑の介護理念 
介護主任 

７月 看取り 

・宏生苑における看取りの対応について 

・看取りの指針 

・看取り加算 

ケアマネ・相談員 

左近 

８月 身体拘束 

・身体拘束の定義 

・身体拘束による弊害 

・身体拘束ゼロへの取り組み 

すみれ・ぼたん 

瀬川 

９月 感染症 
・ノロウイルス、食中毒感染防止策 

・インフルエンザ予防 

クリニコ 

後藤 

１０月 
誤嚥性肺炎と 

嚥下障害 

・誤嚥性肺炎の症状と発見方法 

・嚥下障害について 

藪下 Dr. 

ケアマネ 

１１月 
地域包括支援セ

ンターの役割 
・地域包括支援センターの役割 

田中センター長 

瀬川 

１２月 介護虐待 

・虐待に繋がる不適切なケアについて 

・不適切な声掛けによる心理的虐待 

・職員のストレッサーとコーピング 

うめ・きく 

後藤 

１月 体位交換・移乗 
・移乗，移動時の正しい介助方法 

・腰痛予防 

機能訓練指導員 

山本 

２月 介護事例発表① 

介護事故 

事例に基づいた再発予防への取り組み 

ゆり・ばら 

うめ・きく 

３月 介護事例発表② 

あざみ・さくら 

すみれ・ぼたん 

 



実施月 行事名 予算額 団体名等 代表者名 主な内容

・開設記念日 チンドン屋春月 吉本元様 ちんどん行列

・節句飾りづくり

・春の生け花教室 6,000 春の生花教室 山岸裕美子 生花

・お花見（新富公園）

・ユニット外出レク 木村流大正琴　誉会 小部峰弘 大正琴

・七夕制作レク

・夏祭り 65,000 吹奏楽演奏 吹奏楽

・焼肉パーティー 12,000 ぴあふる美琴会 黒川アヤ子 大正琴

・敬老会@600 21,000 ボランティアデュオ野の花 惣吾朗 楽器演奏

・敬老会生け花 20,000 敬老会生花教室 山岸裕美子 生花

・秋の制作レク

・紅葉（神楽岡・神居） オカリナの会 冨田幸次郎様 オカリナ

・ホットケーキ作り

・お寿司の日 しらかば保育園交流会 中村主任 よさこい

・保育園交流会 和太鼓

・クリスマス制作レク

・クリスマス会＠500 17,500 クリスマスパーティー 職員余興 ギター

・正月制作レク

・初詣（おみくじ＠100） 3,500 千代田追分太鼓 八木田定義 和太鼓

・行事食（寄せ鍋）

・節分 1,000 早川タップダンススタジオ 井林様 タップダンス

・ひな祭り飾りづくり

・行事食（おでん）

・ひな祭り 日本ナラティブ音楽療法 笠原ゆかり様 音楽療法

・春の制作レク

・誕生会＠800 32,000 ・発表会お礼＠2,000 22,000

178,000 合計 22,000

6月

平成30年度　新富宏生苑行事計画書（案）

ユニット行事 ボランティア行事

4月

5月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

毎月
行事

合計



実施月 演題名 研修内容 担当者（講師） 対象者

４月 排泄
オムツの使用方法と排泄の基本
排泄支援加算について

排泄委員会
新人
現任

５月 介護記録
介護記録の基本
ほのぼのNEXTの操作

記録編集委員会
新人
現任

６月
体操・リハビリ・
腰痛の予防

介護職員にも出来る体操・リハビ
リの実践、腰痛の予防

機能訓練指導員
新人
現任

７月 介護事故の防止
グループワークによる
事例検討会

リスクマネジメント
委員会

新人
現任

８月 看取り
特養における看取りの考え方
看取り時の本人・家族への対応

看護職員
生活相談員

新人
現任

９月 救急救命
普通救急講習
心肺蘇生法及び窒息時の対応

旭川北消防署
新人
現任

１０月
口腔ケアと
食事介助

口腔ケアから予防できること
食事介助の際の注意点

やぶしたフラワー
歯科医院

新人
現任

１１月
感染症と
食中毒の予防

感染症の予防
感染症の基礎知識及び嘔吐物
の処理方法の実技

感染症対策委員会
新人
現任

１２月 食事・嚥下
食事介助と食事形態の基本
利用者に合わせた必要水分・栄
養の把握方法

給食委員会
新人
現任

１月 接遇 接遇の基本と実践方法 接遇委員会
新人
現任

２月 排泄
オムツの使用方法
排泄の基本知識

排泄委員会
新人
現任

３月
緊急時対応と
褥瘡の予防

バイタルチェックと緊急時対応
褥瘡の基礎知識と予防方法

看護職員
褥瘡対策委員会

新人
現任

地域密着型特別養護老人ホーム新富宏生苑

平成30年度　施設内部研修（案）



社会福祉法人東旭川宏生会

行事

春の苺ﾌｪｱ 19,440 春の苺ﾌｪｱ 20,000 ○ 佐々木（佐）

誕生会 誕生会 島中

　誕生会 材料費 972 材料費 4,000 沖野

　材料費 　 　

○ 高島

矢野

　誕生会 誕生会 3,000 誕生会 3,000 佐久間

　材料費 材料費 2,052 材料費 4,000

○ 沖野

菊池

　誕生会 誕生会 誕生会 赤星

　材料費 材料費 2,916 材料費 4,000

○ 菊池

喜多

　誕生会 誕生会 3,000 誕生会 3,000 矢野

　材料費 材料費 13,387 材料費 15,000

　年間行事 茶話会 4,319 茶話会 6,000 ○ 杉田

　誕生会 誕生会 誕生会 三浦

鈴木（綾）

　材料費 材料費 2,376 材料費 4,000

51,504 ○ 三浦

菊池

　誕生会 誕生会 3,000 誕生会 3,000 佐々木（佐）

　材料費 材料費 6,912 材料費 4,000

体育祭 6,202 体育祭 6,000 ○ 蝦名

紅葉見学 紅葉見学 沖野

　誕生会 誕生会 誕生会 佐久間

　材料費 材料費 972 材料費 4,000

8,194 ○ 鈴木（綾）

佐々木（佐）

　誕生会 誕生会 3,000 誕生会 3,000 杉田

　材料費 材料費 3,240 材料費 4,000

○ 佐久間

三浦

　誕生会 誕生会 誕生会 高島

　材料費 材料費 材料費 4,000

新年交礼会 新年交礼会 ○ 矢野

甘酒会 甘酒会 7,000 喜多

ゲーム大会 ゲーム大会 5,000 赤星

　誕生会 誕生会 誕生会 3,000

　材料費 材料費 材料費 4,000

節分甘酒会 節分 6,000 ○ 島中

冬祭り見学 甘酒会 鈴木（綾）

　誕生会 誕生会 誕生会 杉田

　材料費 材料費 材料費 4,000

雛祭 雛祭（甘酒） 6,000 ○ 赤星

ゲーム大会 ゲーム大会 6,000 蝦名

　誕生会 誕生会 誕生会 3,000 高島

　材料費 材料費 材料費 4,000

　誕生会 　誕生会

年間合計 282,867 400,000 30,000

　ケアハウスフォルテ 平成30年度行事計画

月 行事名 29年度実績 30年予定
30年度予算

担当者

4

　年間行事
苺のショートケー
キ

5

　年間行事 花見 お花見

40,000
焼台宏生苑に2台
有り、肉は永山前
坂精肉店で。コス
モス合同、タンポ
ポパス

昨年同様

8

茶話会は飲物及
びカキ氷代

6

　年間行事 焼き肉 31,884 焼き肉ﾊﾟｰﾃｨ

7

　年間行事 夏祭り 116,497 夏祭り 120,000

9

　年間行事 敬老会 敬老会 52,000

10

　年間行事

11

　年間行事 文化祭 文化祭 9,000
ロールケーキ
コスモス分も

3

　年間行事
ゲーム大会
～みかんの代替
品に何か・・

1

年間行事

甘酒～シーズン
分7.5㎏購入（厨
房1.5㎏、甘酒会2
㎏×3回分）

ゲーム大会
～みかん

2

　年間行事
今年同様、年男年
女に豆をまいて貰
う

12

　年間行事 クリスマス クリスマス 40,000



月 日 行事・施設対応等 記

4月 13日

5月 11日
ディサービス
コスモス参加

6月 8日

7月 6日 行事　夏祭り

8月 10日

9月 14日

10月 12日

11月 9日
ディサービス
コスモス参加

12月 14日 年末年始対応

1月 11日 新年に向けて

2月 8日

3月 8日
31年度の行事・会議・研

修等予定

※　その他必要に応じて研修及び演習等を実施
また新任研修・外部研修についても随時実施するものとする

感染対策
「インフルエンザ」

30年度研修の評価・総括

身体拘束・虐待 未定

誤薬予防研修
看護師
介護R

感染対策
「ノロウィルス」

看護師

緊急連絡網演習 鈴木

看護師不在時の様態観察
及び酸素ボンベの取り扱い

看護師

救命講習・ＡＥＤの扱い方
緊急連絡網

鈴木

平成30年度　ケアハウスフォルテ研修等

研修 担当職員

誤薬予防研修 未定



デイサービスセンターコスモス平成 30 年度行事・研修実施予定 

月 項目 平成 30 年度 予算 職員研修等 

行事内容 担当   

４ 

年間行事  靜、松藤   

    

誕生会木 コスモス担当 4 月 19 日 石井   

５ 

年間行事 花見見学 5 月上旬 清子、前澤  5 月 11 日 

   救命講習 

誕生会金 フォルテ担当 5 月 18 日 菅原  (合同) 

６ 

年間行事  高橋、内田  6 月 28 日 

（火）（金）外出レク   避難訓練① 

誕生会月 コスモス担当 6 月 11 日 石井   

７ 

年間行事 夏祭り   7 月 20 日前後 靜、清子 20,000 円 7 月 10 日 

 高橋  接遇 

誕生会火 フォルテ担当 7 月 17 日 菅原   

８ 

年間行事  高橋、前澤   

（月）（木）外出レク    

誕生会水 コスモス担当 8 月 22 日 石井   

９ 

年間行事  靜、松藤  9 月 11 日 

（水）（土）外出レク   認知症の対応 

誕生会木 フォルテ担当 9 月 13 日 菅原   

10 

年間行事 紅葉見学 10 月上旬 清子、前澤  10 月 25 日 

   災害・避難訓練 

誕生会金 コスモス担当 10 月 19 日 石井  ② 

11 

年間行事  高橋、内田  11 月 9 日 

（火）（金）外出レク   感染対策 

誕生会月 フォルテ担当 11 月 12 日 菅原  (合同) 

12 

年間行事 クリスマス会 12 月 20 日前後 清子、高橋 25,000 円  

 靜   

誕生会火 コスモス担当 12 月 11 日 石井   

H31 

１ 

年間行事 初詣レク 1 月上旬 高橋、松藤  1 月 15 日 

    

誕生会水 フォルテ担当 1 月 16 日 菅原   

２ 

年間行事  靜、前澤   

    

誕生会木 コスモス担当 2 月 14 日 石井   

３ 

年間行事  清子、内田   

（月）（木）外出レク    

誕生会金 フォルテ担当 3 月 15 日 菅原   

 

 

定例行事 誕生会（第３隔週） ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ 500 円×65 名 32.500 円 

 事務用品        70,000 円 

  月間 DAY        20,500 円 

 

 

 敬老会 ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ 500 円×65 名 32,500 円 

レク材料 １ヵ月 3,000 円×12  36,000 円 

  合計（案）       191,500 円 

平成 30 年度計画指針として、外出レク（買い物、甘味など）の充実性を図り外出行事を楽しんでいただく。 

誕生会の催事連絡は担当月だけではなく全体で話し合い決める 

 



活 動 内 容 担 当 活 動 予 定 担 当

4

・健友会への参加（介護予防自主グループ）
・企画運営推進委員会

渋谷

・健友会への参加（宏生苑にて実施）
・企画運営推進委員会

渋谷

5

・企画運営推進委員会

渋谷

・健友会への参加（宏生苑にて実施）
・企画運営推進委員会

渋谷

6

・健友会への参加（介護予防自主グループ）
・企画運営推進委員会

渋谷

・健友会への参加（宏生苑にて実施）
・企画運営推進委員会

渋谷

7

・企画運営推進委員会

渋谷

・健友会への参加（宏生苑にて実施）
・企画運営推進委員会

渋谷

8

・健友会への参加（介護予防自主グループ）
・企画運営推進委員会

渋谷

・健友会への参加（宏生苑にて実施）
・企画運営推進委員会

渋谷

9

・健友会への参加（介護予防自主グループ）
・企画運営推進委員会

渋谷

・健友会への参加（宏生苑にて実施）
・企画運営推進委員会

渋谷

10

・健友会への参加（介護予防自主グループ）
・企画運営推進委員会

渋谷

・健友会への参加（宏生苑にて実施）
・企画運営推進委員会への参加

渋谷

11

・企画運営推進委員会

渋谷

・健友会への参加（宏生苑にて実施）
・企画運営推進委員会

渋谷

12

・企画運営推進委員会

渋谷

・健友会への参加（宏生苑にて実施）
・企画運営推進委員会

渋谷

1

・健友会への参加（介護予防自主グループ）
・企画運営推進委員会

渋谷

・健友会への参加（宏生苑にて実施）
・企画運営推進委員会への参加

渋谷

2

・健友会への参加（介護予防自主グループ）
・企画運営推進委員会

渋谷

・健友会への参加（宏生苑にて実施）
・企画運営推進委員会

渋谷

3

・健友会への参加（介護予防自主グループ）
・企画運営推進委員会
・おとこ塾参加（男性の介護予防サークル） 渋谷

・健友会への参加（宏生苑にて実施）
・企画運営推進委員会

渋谷

在宅介護支援センターひまわり　平成29年度活動報告及び平成30年度活動計画

月
平成29年度 平成30年度



社会福祉法人　東旭川宏生会　在宅介護支援センターひまわり

外部 内部

Ｈ30年4月 11圏域地域包括支援センター 多職種連携研修会

H30年5月 当法人 内部研修

H30年5月 地域包括支援ｾﾝﾀｰ ２圏域合同

H30年6月 当法人 内部研修

H30年6月 福祉用具事業所 福祉用具展示会・セミナー

H30年6月 包括支援センター 介護保険事業所実務者研修会

H30年7月 旭川厚生病院　地域医療連携室 療養生活サポートセミナー

H30年7月 包括支援センター 医療相談員＆ケアマネ交流ミックスフォーラム

H30年7月 当法人 内部研修

H30年8月 包括支援センター 民生委員の皆様との交流会

H30年8月 当法人 内部研修

H30年9月 旭川医大医療連携室 地域包括ケアと医療・介護の連携

H30年9月 当法人 内部研修

H30年10月 旭川市保健所推進課 神経難病講習会

H30年10月 包括支援センター 多職種連携研修会

H30年10月 当法人 内部研修

H30年10月 旭川市居宅介護支援事業所等連絡協議会 介護支援専門員勉強会

H30年11月 11圏域地域包括支援センター 医療相談員＆ケアマネジャー交流会ミックスフォーラム

H30年11月 福祉用具事業所 福祉用具展示会

H30年11月 当法人 内部研修

H30年12月 認知症疾患医療センター 道北圏域認知症疾患医療センター研修会

H30年12月 旭川居宅連協・他合同 認知症支援について

H31年1月 当法人 内部研修

H31年2月 介護保険サービス連絡協議会合同 法令合同学習会

H31年2月 北海道上川保健所 地域在宅医療推進講座

H31年2月 当法人 内部研修

H31年2月 旭川市居宅介護支援事業所等連絡協議会 連協と包括の合同研修

開　催　日　時
主　　　催

研　　　修　　　名　（　仮　）

Ｈ30年度　　　　　研　修　計　画



平成 30年 4月 1日                    社会福祉法人東旭川宏生会 組織構成図（案）                       別表 
 

 

       

給食業務委託 

㈱レオック 
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