
第 9 期 事業計画 
期間 平成 22 年 4 月 1 日～平成 23 年 3 月 31 日 

 
基本理念 
優しさと思いやり 

 
運営方針 
 １ 何が入居者にとって幸せかを考える 
 ２ 優しいケアは言葉づかいからスタートする 
 ３ 家族の意向を尊重する 
 ４ 情報開示は進歩の第一歩とする 
 ５ 記録は簡潔に要点を大切にする 
 ６ 経営を無視して理想に走り過ぎないようにする 
 
平成 22 年度経営方針 
１ 安心して過ごせる生活と活動の場を提供する 
２ 安全な環境づくりを推進し、施設から災害や事故を予防する 
３ 入居者個々の希望に心から満足していただけるサービスを提供する 
４ 家族との信頼関係を構築し、情報を共有する 
５ 無駄を省き健全な運営を図る 

 
事業計画 
 うおの園 
  １ 入居者の声が聞こえる生活の実現を目指し、事業計画への参加等意識的にその場

面を取り込んでいく。 
 ２ 入居者の高齢化に対応する、安全（リスクの少ない）で快適な生活を提供し、入

居者のニーズに応える。 
 ３ 年々進む入居者の高齢化・重度化に対して多職種共同で体調管理・感染防止・食

事形態の工夫等を行い回復または現状維持に努める。 
 ４ 定員確保に努める。また、長期入院等の空きベッドの活用について同意を得たう

えで有効に活用する。 
  ５ 施設の社会化とともに、入居者の生活が施設内だけで完結するものでなく家族や

地域社会等の結びつきを日常的に感じられるような生活基盤を提供する。 
  ６ 積極的にボランティアの受入を行い交流の場を設ける。 
  ７ 広報誌の配布や諸機関とのスムーズな連絡調整を心がけ施設のアピールに努める。 
  ８ 職員の内部・外部研修を通じて介護人材の育成と高品質の介護づくりを推進する。 
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 やまなみ 
  １ 入居者の自立の視点に立って勧める。 
  ２ 質の高い生活の確保を目指す。 
  ３ 入居者の状況に応じた幅広いサービスの提供を目指す。 

４ 入居者の状況に応じ、特に排泄、入浴、食事を基本とし、幅広いサービスの提供

を行う。 
  ５ 施設での野菜作り、花果樹作り等、環境整備の場を提供し、入居者の自立支援を

推進する。 
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月 うおの園 やまなみ 委員会 会議 研修 法人
誕生会 誕生会 安全衛生委員会 施設経営会議

バスハイク ケアプラン委員会 業務連絡会議
ハイキング 安全対策委員会 リーダー会議
寿司バイキング 褥瘡対策委員会 フロア会議

行事委員会 ユニット会議
感染対策委員会

運営懇談会
誕生会 誕生会 入所検討委員会 施設経営会議 ケアプラン勉強会 理事会
バスハイク バスハイク 安全衛生委員会 業務連絡会議 (ケアプラン委員会) 評議員会

ケアプラン委員会 リーダー会議
野外食 野外食（弁当） 感染対策委員会 フロア会議

安全対策委員会 ユニット会議
行事委員会 栄養会議

運営懇談会
誕生会 誕生会 安全衛生委員会 施設経営会議 感染予防研修会

ケアプラン委員会 業務連絡会議 (感染対策委員会)

安全対策委員会 リーダー会議 消防訓練
バイキング 春の味覚ランチ 褥瘡対策委員会 フロア会議 (防災委員会)

防災委員会 ユニット会議
バスハイク よもぎパン作り 行事委員会

身体拘束廃止委員会

感染対策委員会
運営懇談会

誕生会 誕生会 安全衛生委員会 施設経営会議 排泄・食事係主催勉強会

七夕会 七夕会 ケアプラン委員会 業務連絡会議 (排泄・食事係)
感染対策委員会 リーダー会議

行事弁当 行事弁当 安全対策委員会 フロア会議
広報委員会 ユニット会議

大正琴演奏会 行事委員会

運営懇談会
誕生会 誕生会 入所検討委員会 施設経営会議 褥瘡予防研修
夏祭り 夏祭り 安全衛生委員会 業務連絡会議 (褥瘡対策委員会)

ケアプラン委員会 リーダー会議
安全対策委員会 フロア会議

祝小出まつり 褥瘡対策委員会 ユニット会議
（おつまみ作り） 広報委員会 栄養会議

行事委員会
感染対策委員会

運営懇談会
誕生会 誕生会 安全衛生委員会 施設経営会議 事故予防研修
敬老会 敬老会 ケアプラン委員会 業務連絡会議 (安全対策委員会)

感染対策委員会 リーダー会議
行事弁当 敬老会御祝弁当 安全対策委員会 フロア会議

月見団子作り 行事委員会 ユニット会議
バスハイク お彼岸おはぎ 身体拘束廃止委員会

運営懇談会

9月

平成22年度 年間事業計画

4月

5月

6月

7月

8月
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月 うおの園 やまなみ 委員会 会議 研修 法人
誕生会 誕生会 安全衛生委員会 施設経営会議 移乗・入浴係主催勉強会

運動会 運動会 ケアプラン委員会 業務連絡会議 (移乗・入浴係)
映写会 安全対策委員会 リーダー会議

鍋パーティー 収穫祭 褥瘡対策委員会 フロア会議
いも堀 行事委員会 ユニット会議

バスハイク 感染対策委員会

運営懇談会
誕生会 誕生会 入所検討委員会 施設経営会議 感染予防研修

そばの会 安全衛生委員会 業務連絡会議 (感染対策委員会)
さつま芋クッキング ケアプラン委員会 リーダー会議

行事弁当 作品展 感染対策委員会 フロア会議
安全対策委員会 ユニット会議

運動会 行事委員会 栄養会議

運営懇談会
誕生会 誕生会 安全衛生委員会 施設経営会議 事故予防研修 理事会
クリスマス会 クリスマス会 ケアプラン委員会 業務連絡会議 (安全対策委員会) 業議員会

安全対策委員会 リーダー会議
バイキング クリスマスランチ 褥瘡対策委員会 フロア会議

行事委員会 ユニット会議
身体拘束廃止委員会

感染対策委員会

運営懇談会
誕生会 誕生会 安全衛生委員会 施設経営会議 認知症研修 消防訓練
新年会 新年会 ケアプラン委員会 業務連絡会議 (身体拘束廃止委員会) (防災委員会)

餅つき 感染対策委員会 リーダー会議
行事弁当 正月料理 安全対策委員会 フロア会議

防災委員会 ユニット会議
広報委員会
行事委員会

運営懇談会
誕生会 誕生会 入所検討委員会 施設経営会議 重度化対応研修
豆まき 豆まき 安全衛生委員会 業務連絡会議 (ケアプラン委員会)

ケアプラン委員会 リーダー会議
行事弁当 節分料理 安全対策委員会 フロア会議

褥瘡対策委員会 ユニット会議
演奏会 広報委員会 栄養会議

行事委員会
感染対策委員会

運営懇談会
誕生会 誕生会 安全衛生委員会 施設経営会議 褥瘡予防研修 理事会
ひな祭り ひな祭り ケアプラン委員会 業務連絡会議 (褥瘡対策委員会) 評議員会

感染対策委員会 リーダー会議
行事弁当 ひな祭りランチ 安全対策委員会 フロア会議

医療ガス安全管理委員会 ユニット会議
お彼岸おはぎ 行事委員会

身体拘束廃止委員会

運営懇談会
※職員採用時に新任研修を行う
※必要時に口腔ケアの研修を行う

10月

3月

11月

12月

1月

2月
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