
令和３年度 事業計画書
～「さすが井料さん！」と言われるために～

医療法人誠井会 介護部



１ 事業計画の概要

今年度の事業計画策定については、令和３年度事業計画改定の考え方を
反映させていく必要があります。
また、新型コロナウイルス感染症や大規模災害が発生する中でのBCP策

定やシミュレーションの実施など非常時の事業所としての対応力が問われ
ています。
そして、団塊の世代の全てが７５ 歳以上となる２０２５ 年に向けて、

２０４０ 年も見据えたICT・IoTなどシステムやデータの活用、地域づくり
や重度化防止、人材の確保など多岐に渡って我々専門職に求められる状況
となっており、今年度より早速取り組んでいきます。
各施設ともに介護に対する考え方を基本に忠実にししつ新たな取り組み

に対する視野を広げつつ、幅広い対応を行えるように委員会活動を活性化
することで役割の強化をしつつ、そのことが個々・組織の資質向上や、
一人ひとりの働き方をより良いものに変化させることが出来るように
協力して取り組んでいきましょう。



２ 令和３年度介護報酬改定の概要
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３ 理念体系

医療法人誠井会介護部全体で

●Mission（存在意義）
●Vision（中長期的に目指す姿）
●Values（理念・運営方針）

の共有により、地域の医療介護福祉の質の向上を
進めていき、持続的な成長を目指します。

Mission

「感動の介護」
私たちは関わる全ての人の心を
動かすことが出来るようなケアを目指します

Vision
●井料デイサービスセンター
「自由と自律を目指す」
●井料居宅介護支援事業所
「ケアプランの中身をしっかりと観る」
●小規模多機能ホーム陽だまり
「よいどこいにせんなら」
●グループホーム陽だまり日輪荘
「皆様がくつろげる、ほっとできるケア」
●グループホーム福寿荘
「優しい時間を紡ぐ」
●サービス付き高齢者向け住宅サンライズ吹上
「入居者参加型」

Values
●理念
「ほっ」としていただける、そんなところを目指します。
家族のような「思いやり」のこころを持ち、住み慣れた
我が家のような雰囲気の中で、こころからゆったりと
くつろげるサービスを心がけます。
●運営方針
〇利用者中心の福祉サービスを提供します
〇福祉・介護の質の向上に常に努力します
〇地域の医療・福祉機関との緊密な連携を大切にします
〇医療法人誠井会の職員としての自覚を持ち、皆様への接遇
を大切にします



４ 医療法人誠井会の概要

入居
支援

在宅
支援

▮サービス付き高齢者向け住宅
サンライズ吹上

平成２４年４月開設 ３０室３２名入居

▮ 井料デイサービスセンター
通所介護事業及び
霧島市介護予防
日常生活支援総合事業
平成１５年１月開設
月曜日から金曜日 定員６５名
土曜日 定員４０名

▮ 井料居宅介護支援事業所
居宅介護支援及び介護予防支援
平成１５年１月開設

▮ 小規模多機能ホーム陽だまり
平成２６年５月開設
登録定員２９名
通い１８名
宿泊 ５名

▮ グループホーム陽だまり日輪荘
平成２３年４月開設
１ユニット９名入居可能
介護予防拠点併設

▮ グループホーム福寿荘
平成２６年５月開設
１ユニット９名入居可能

▮ 井料クリニック
平成４年８月開院
脳神経外科・皮膚科



５ 職員体制

井料居宅介護支援事業所

管理者 小山正志

介護支援専門員

小山正志
新福小百里
倍盛慎也
児玉美穂
池田邦子

理事長
（院長）

井料 宰

副理事長
（副院長）

井料 香代子

事務長 井料 均

部長 小山 正志

部長代理 新福 小百里

井料デイサービスセンター

管理者 井料 均

生活相談員
（計２名）

永野好子
田中淳子

介護職員

加治木裕
(池田邦子)→居宅兼務
安田洋
(児玉美穂)→居宅兼務
冨田芳美
水流慶子
(田中淳子)→介護兼務
小田てまり
井料功一朗
山中結花
中村祥子
吉岡淳平
田野麻里
園田絵理
（牛ノ濱法人）→吹上兼務
（松崎つや子）→吹上兼務
（福元行夫）→吹上兼務
（野間美奈）→吹上兼務
（川畠明人）→吹上兼務
（飯森明江）→吹上兼務

機能訓練
指導員

池ノ上恭子
上之原美香
柿本紗也加
（和泉きよ子）
→デイ看護兼務
（大山えり子）
→デイ看護兼務

看護職員

和泉きよ子
大山えり子
齋藤 美樹

運転業務員

渡邊佳実
有川茂
吉國茂貴

サンライズ吹上

管理者 牛ノ濱法人

介護職員

（牛ノ濱法人）
→管理者・デイ兼務
松崎つや子
福元行夫
肥後友佳里
野間美奈
椎原ひとみ
川畠明人
今村俊彦
宮田郁子
飯森明江

看護職員 宮原 良子

清掃担当 牧野富栄

グループホーム陽だまり日輪荘

管理者 有馬真知子

介護支援専門員 松鶴将司

介護職員

（有馬 真知子）
→管理者兼務
新森かおり
猿樂利枝
西園香織
帖佐美代子
西小百合
（松鶴 将司）
→ケアマネ兼務
（濱添 理恵）
→看護兼務

看護職員 濱添理恵

小規模多機能ホーム陽だまり

管理者 瀬戸川るみ子

介護支援専門員 秋丸佳代子

介護職員

（瀬戸川るみ子）
→管理者兼務
谷口みどり
山元洋平
兼田ひとみ
山下奈苗
山口聡
吉田晴美
盛迫未来
白野直美
永重萌音
南 聖奈
米永沙由理
（秋丸佳代子）
→ケアマネ兼務
（小倉真由美）
→看護兼務

看護職員
小倉真由美
吉岡小百合

運転業務員 梶原隆男

グループホーム福寿荘

管理者 瀬戸川るみ子

介護支援専門員 酒匂梨花

介護職員

石神光章
永吉優樹
岩崎彩也華
下小牧美咲
蔵前靖博
山口聡美
（酒匂梨花）
→ケアマネ兼務

看護職員
町田和美
（吉岡小百合）
→陽だまり兼務令和３年４月１日現在



６ 委員会体制

保健衛生委員会
（感染対策）

防災委員会
（非常災害対策）

身体拘束廃止
高齢者虐待防止委員会
（職員研修含）

リスクマネジメント
委員会
（ハラスメント対策含）

（井料デイ）
児玉 美穂
小田 てまり
前田 紗也加
（陽だまり）
秋丸 佳代子【リーダー】
（福寿荘）
山口 聡美
（日輪荘）
西 小百合
（サンライズ吹上）
野間 美奈
（居宅）
新福 小百里

（井料デイ）
加治木 裕【リーダー】
大山 えり子
（陽だまり）
山元 洋平
（福寿荘）
石神 光章
（日輪荘）
松鶴 将司
（サンライズ吹上）
川畠 明人
（居宅）
小山 正志

（井料デイ）
永野 好子【リーダー】
山中 結花
（陽だまり）
瀬戸川 るみ子
（福寿荘）
瀬戸川 るみ子
（日輪荘）
新森 かおり
（サンライズ吹上）
飯森 明江
（居宅）
倍盛 慎也

（井料デイ）
上之原 美香
和泉 きよ子
（陽だまり）
山口 聡
（福寿荘）
下小牧 美咲
（日輪荘）
帖佐 美代子
（サンライズ吹上）
牛ノ濱 法人【リーダー】

給食委員会 テクノロジー導入
対策委員会

オンライン研修システム
構築委員会

アクティビティ委員会
（地域活動推進）

（井料デイ）
安田 洋【リーダー】
池ノ上 恭子
（陽だまり）
米永 沙由理
白野 成美
（福寿荘）
蔵前 靖博
（日輪荘）
西園 香織
（サンライズ吹上）
-

（井料デイ）
中村 祥子
井料 功一朗
（陽だまり）
山元 洋平
（福寿荘）
永吉 優樹【リーダー】
（日輪荘）
有馬 真知子
（サンライズ吹上）
牛ノ濱 法人

（井料デイ）
池田 邦子
田中 淳子
（陽だまり）
秋丸 佳代子
（福寿荘）
酒匂 梨花【リーダー】
（日輪荘）
有馬 真知子
（サンライズ吹上）
牛ノ濱 法人

（井料デイ）
水流 慶子
冨田 芳美
吉岡 淳平
（陽だまり）
兼田 ひとみ
（福寿荘）
岩崎 沙也加【リーダー】
（日輪荘）
猿楽 利枝
（サンライズ吹上）
-



７ 委員会年間スケジュール

①保健衛生委員会（感染症対策）

月 取り組み内容 ☑

４月 感染症対策指針の検討（定例会前会議）
保健衛生チェックリスト確認

５月 熱中症対策（定例会前会議）
エアコンフィルターの掃除

６月 食中毒について（定例会前研修）

７月 脱水対策について（定例会前会議）

８月 浴室衛生環境整備（定例会前研修）

９月 感染症緊急時対応トレーニング
（定例会前研修）

１０月 吐物処理方法
（定例会前研修）

１１月 エアコンフィルターの掃除
インフルエンザ・コロナ（定例会前研修）

１２月 低温火傷等について（定例会前研修）

１月 感染症発生シミュレーション
（定例会前研修）

２月 年度反省会（定例会前研修）

３月 レジオネラ水質検査及び研修
（定例会前研修）

（委員会構成）
（クリニック）理事長、副理事長、事務長
（井料デイ）児玉・小田・前田
（陽だまり）秋丸【リーダー】
（福寿荘）山口（聡美）
（日輪荘）西
（サンライズ吹上）野間

（委員会実施頻度）
・毎月１回、定例会前の時間で実施し、会議内容に
ついて定例会にて協議

・議事録はその場で作成（毎月必要）

（目的）
・感染症の知識獲得、感染症予防及び拡大防止
・感染症罹患患者に対する差別や偏見の防止
・標準感染症対策（スタンダードプリコーション）の
確立

（実施内容例）
・委員会指針の整備
・吐物処理方法の実技研修（年１回）
・レジオネラ感染予防対策（年１回）
・環境整備（空調掃除・加湿器・大掃除を年２回）
・チェックリスト作成（年２回）
・マニュアル見直し
・各施設でのBCP策定
・施設内での感染症発生シミュレーションの実施



７ 委員会年間スケジュール

②防災委員会（非常災害対策）

（実施頻度）
・LINEWORKSにてリーダーが当月の取組に
対して各施設へ意見の聴取及び交換を行い
内容を議事録へ記入し提出する（月１回）

月 取り組み内容 ☑

４月 4/8 災害時備品チェック

５月 5/13 施設環境チェック
5/15 全体地震避難訓練（デイ主催）

６月 6/10 災害時備品チェック
BCP策定会議（集合）

７月 7/15 全体火災避難訓練
（陽だまり・福寿主催）

８月 8/12 施設環境チェック
【法人防災研修（オンライン）】

９月 9/9 災害時備品チェック
※上半期反省

１０月 10/15 全体台風避難訓練（日輪荘主催）

１１月 11/11 施設環境チェック

１２月 12/9 災害時備品チェック

１月 1/13 施設環境チェック

２月 2/15 全体火災避難訓練（吹上主催）
※下半期反省

３月 3/10 災害時備品チェック

（目的）
法人全体、地域を巻き込んだ形での非常災害
対策を行っていく

（委員会構成）
（井料デイ）加治木【リーダー】 大山
（陽だまり）山元
（福寿荘） 石神
（日輪荘） 松鶴
（サンライズ吹上）川畠

（実施内容）
・火災訓練を年２回、地震及び風水害をそれぞれ
年１回ずつの実施

・施設全体での防災訓練の実施（３ヶ月毎）
・備蓄品チェック（非常食、飲料水、ガウン、手袋、
マスク、排泄関係等）の実施（年３～４回程度）

・施設環境内外のチェック実施 （年３～４回程度）



７ 委員会年間スケジュール

③身体拘束廃止
高齢者虐待防止委員会

月 取り組み内容 ☑

４月
身体拘束廃止委員会
（指針の確認及び見直し）

５月
高齢者虐待防止委員会
（指針の確認及び見直し）

６月 身体拘束廃止委員会

７月
高齢者虐待防止委員会
【法人高齢者虐待防止研修（事例検討）】

８月
身体拘束廃止委員会
【法人身体拘束の実施手続き手順実技研修】

９月 高齢者虐待防止委員会

１０月 身体拘束廃止委員会

１１月 高齢者虐待防止委員会

１２月 身体拘束廃止委員会

１月 高齢者虐待防止委員会

２月 身体拘束廃止委員会

３月 高齢者虐待防止委員会

（目的）
利用者及び入居者のQOLの維持向上のための
専門職としての視点の確認とケアにおける
コンプライアンス順守及び責務を果たす

（委員会構成）
クリニック：理事長・副理事長・事務長
井料デイ：永野【リーダー】 山中
陽だまり：瀬戸川
福寿荘： 瀬戸川
日輪荘： 新森
吹上： 飯森

（実施頻度）
・身体拘束廃止及び高齢者虐待防止それぞ
れに隔月に実施

・定例会前の時間で行い、会議内容について
定例会にて協議する

・議事録はその場で作成

（実施内容）
・指針の内容の見直し
・マニュアルの見直し
・生事例を基にした研修の実施
・身体拘束を実際に行う場合の手順の理解
・各施設での身体拘束へつながるケアの発見
・在宅及び施設での高齢者虐待防止の視点獲得



７ 委員会年間スケジュール

④アクティビティ委員会

月 季節メニュー 社会参加活動 ☑

４月
（行事）花見 （インテリア）桜 （食べ物）赤飯・弁当
（飲み物）ハーブティー （風呂）桜湯
（園芸）ペチュニア （絵手紙）桜

地域清掃活動
（防犯パトロール）

５月
（行事）母の日 （インテリア）端午の節句 （食べ物）柏餅
（飲み物）ハーブティー （風呂）菖蒲湯
（園芸）ロベリア （絵手紙）新緑

海浜公園清掃活動

６月
（行事）父の日 （インテリア）アジサイ
（食べ物）煮しめ （飲み物）ハーブティー
（風呂）ドクダミ湯 （園芸）マーガレット （絵手紙）アジサイ

雑巾の寄贈
（国分西小学校）

７月
（行事）七夕 （インテリア）七夕飾り
（食べ物）うなぎ（飲み物）スポーツドリンク・ノンアル
（風呂）もも湯 （園芸）ひまわり （絵手紙）七夕

にじの橋とのコラボ
（花の苗の寄贈）

８月
（行事）夏祭り （インテリア）お祭り飾り
（食べ物）精進料理（飲み物）スポーツドリンク・ノンアル
（風呂）ミント湯 （園芸）サルビア （絵手紙）花火・向日葵

せごどん村への
紙袋寄贈

９月
（行事）敬老会 （インテリア）お月見
（食べ物）団子（飲み物）スポーツドリンク・ノンアル
（風呂）菊湯 （園芸）ガザニア （絵手紙）秋野菜

にじの橋とのコラボ
（障害分野との連携）

１０月
（行事）運動会 （インテリア）お月見セット
（食べ物）お重（飲み物）ココア
（風呂）生姜湯 （園芸）マリーゴールド （絵手紙）柿

地域感謝祭
（井料元気祭り）

１１月
（行事）紅葉 （インテリア）ハロウィン
（食べ物）新米おにぎり（飲み物）ココア
（風呂）みかん湯 （園芸）マーガレット （絵手紙）紅葉

子ども見守り
パトロール
（広瀬地区）

１２月
（行事）クリスマス （インテリア）クリスマス
（食べ物）南瓜（飲み物）ココア （風呂）ゆず湯
（園芸）ガーデンシクラメン （絵手紙）クリスマス・雪景色

グラウンドゴルフ大会
への参加

１月
（行事）初詣 （インテリア）鏡餅・しめ縄・門松
（食べ物）七草粥（飲み物）ショウガ紅茶 （風呂）松湯
（園芸）ノースポール （絵手紙）凧・正月飾り・門松

千羽鶴寄贈
（国分南中学校）

２月
（行事）節分 （インテリア）節分
（食べ物）いわし、煎り豆（飲み物）ショウガ紅茶
（風呂）大根湯 （園芸）ハボタン （絵手紙）節分

押し花しおり寄贈
（国分郵便局）

３月
（行事）ひな祭り （インテリア）ひな人形
（食べ物）菱餅（飲み物）ショウガ紅茶
（風呂）ヨモギ湯 （園芸）ビオラ （絵手紙）ひな人形

積み木づくり（にじの
橋コラボ＆海の風こど
も園への納品）

緑のカーテン普及活動

（目的）
・利用者及び入居者の自立支援、社会参加、
生きがいに繋がるようなプログラムの立案
・毎月のカレンダーのプログラムについての
内容の抜本的な見直しの実施

（委員会構成）
井料デイ：水流 冨田 吉岡
陽だまり：兼田
福寿荘： 岩崎【リーダー】
日輪荘： 猿楽
吹上 ： なし

（実施頻度）
・利用者（入居者）の社会参加活動について
LINEWORKSにて実施予定、実施状況を
確認し議事録に記入し提出（月１回）

（実施内容）
・軽度者・中重度者に満遍なく活動が提供
出来るような組み立て方をする

・地域の活動への参加や、活動への参加が
ご本人の生きがいややりがいに繋がるような
プログラムの立案

・幼稚なものにならず、ご本人の世代や
生き方を十分考慮して検討する



７ 委員会年間スケジュール

⑤リスクマネジメント・ハラスメント
対策委員会

月 取り組み内容 ☑

４月
福祉用具及び施設環境点検
アクシデント・インシデント集計

５月 アクシデント・インシデント集計

６月
【法人ハラスメント対策研修】
アクシデント・インシデント集計

７月
メンターの選定及び研修案内
アクシデント・インシデント集計

８月 アクシデント・インシデント集計

９月 アクシデント・インシデント集計

１０月
福祉用具及び施設環境点検
アクシデント・インシデント集計

１１月 アクシデント・インシデント集計

１２月 アクシデント・インシデント集計

１月 アクシデント・インシデント集計

２月 アクシデント・インシデント集計

３月 アクシデント・インシデント集計

（目的）
事故防止や事故につながるような場面の対策を
行うことと職員の心身の健康の心身の健康を守
るためのハラスメント対策を行っていく

（委員会構成）
井料デイ：上之原 和泉
陽だまり：山口（聡）
福寿荘：下小牧
日輪荘：帖佐
吹上： 牛ノ濱【リーダー】

（実施頻度）
・事業所でのインシデントアクシデント状況と
対策の共有及び取り組みスケジュールの実施
状況について
LINEWORKSにて実施予定、実施状況を
確認し議事録に記入し提出（月１回）

（実施内容）
・施設内の手すりやドアなど住環境のチェック
（半年に１回）

・福祉用具の点検（福祉用具専門業者への依頼）
・アクシデント・インシデントレポートの集計と
傾向分析（毎月）

・ハラスメント対策についての研修（年１回）
・相談できる窓口の設置と相談内容の記録と対策
・メンター制度の検討



７ 委員会年間スケジュール

⑥ 給食委員会

月 取り組み内容 ☑

４月 給食委員会

５月
給食委員会
害虫駆除

６月 給食委員会

７月 給食委員会

８月
食事についてのアンケート調査
給食委員会

９月
給食委員会
※上半期反省

１０月 給食委員会

１１月
給食委員会
【法人口腔機能研修（オンライン）】

１２月 給食委員会

１月 給食委員会

２月
給食委員会
BMI測定

３月
給食委員会
※上半期反省

（目的）
・良質な食事の提供を行い、食を五感で楽しむ
ことでの健康増進に繋げる

（委員会構成）
井料クリニック：副院長
富士産業：久木田様・池田様
井料デイ：安田【リーダー】 池ノ上
陽だまり：米永 白野
福寿荘： 蔵前
日輪荘： 西園
吹上： なし

（実施頻度）
・毎月第一火曜日

（実施内奥）
・検食の実施による食事提供内容の確認
・食事形態の見直しの実施（月１回）
・BMI計算にて低栄養者への働きかけを行う
（年１回）

・協力歯科医院による職員向けの研修実施調整
（年１回）

・低栄養者の口腔内確認
・口腔ケアの支援の必要な方のチェックリスト作成
・食を楽しむ計画の提案（行事食・リクエスト食）
・食中毒蔓延防止に対する研修の実施
・害虫対策（ゴキブリ等）の実施



７ 委員会年間スケジュール

⑦テクノロジー導入対策委員会

月 取り組み内容 ☑

４月
職員への聴取の実施
LINEWORKS導入

５月
職員への介護テクノロジー導入についての
アンケート実施

６月 未定

７月 未定

８月 未定

９月 未定

１０月 未定

１１月 未定

１２月 未定

１月 未定

２月 未定

３月 未定

（目的）
・介護のデジタル化、職員の介護負担業務量軽減に
向けての方向性を創り上げていく

（委員会構成）
井料デイ：中村 井料
陽だまり：山元
福寿荘： 永吉【リーダー】
日輪荘： 有馬
吹上： 牛ノ濱

（実施頻度）
・テクノロジー導入に向けた取り組みスケジュール
実際の実施状況についてLINEWORKSにて確認し
議事録に記入し提出（月１回）

（実施内容）
・職員への介護テクノロジー導入に向けた調査
・実際に導入実現可能なものの調査選定
・取り扱い事業所へのデモ器の依頼
・実際の導入に向けた調査



７ 委員会年間スケジュール

⑧オンライン研修システム構築委員会

月 取り組み内容 ☑

４月
翌月研修動画準備（以降毎月）
研修資料準備

５月 研修資料準備

６月 研修資料準備

７月 研修資料準備

８月 研修資料準備

９月 研修資料準備

１０月 研修資料準備

１１月 研修資料準備

１２月 研修資料準備

１月 研修資料準備

２月 研修資料準備

３月 研修資料準備

（目的）
・感染症対策、働き方改革の観点からオンライン
での研修や会議への対応が出来るようになる

（委員会構成）
井料デイ：池田・田中
陽だまり：秋丸
福寿荘： 酒匂【リーダー】
日輪荘： 有馬
吹上： 牛ノ濱

（実施頻度）
・施設内研修等や資料配布、業務調整などが適切に
行えているかLINEWORKSにて実施状況を確認し
議事録に記入し提出（月１回）

（実施内容）
・実技研修以外を全てオンライン化
・資料配布をペーパーレスとする
・研修動画の活用やPowerPointの動画化による
youtubeでの職員へ限定公開の実施

・必要に応じたzoom等他媒体の検討



８ 介護人財が目指すべき全体像
視点 ①地域の視点でケアを行う ②利用者の視点でケアを行う ③事業所の視点でケアを行う ④職員の視点でケアを行う

職務
管理者 ・主任生活相談員
（介護支援専門員・介護福祉士・社会福
祉士精神保健福祉士）

生活相談員・主任介護職員
（介護福祉士・社会福祉士・精神保健福
祉士）

中堅職員
（介護福祉士・ヘルパー１級）

新人職員
（初任者研修・ヘルパー２級）

経験年数 ５年以上 ３年以上 １年以上 １年未満

賃金レンジ
（手当）

管理者手当
主任手当
ケアスキルマイスター上級手当
（25,000円）

主任手当
ケアスキルマイスター中級手当
（12,000円）

ケアスキルマイスター初級手当
（8,000円）

ケアスキルマイスター基礎手当
（3,000円）

求められる機能

【地域へのアプローチや
社会参加の視点】
地域全体を考え・地域づくりの実践・利
用者の社会参加の場の検討や支援

【利用者の自己実現に向けた
取り組み】
利用者の生活全体を観ることが
出来る・他職種との協働の実践・地域状
況の理解

【介護現場のリード役】
現場の統括・ケアの実践や改善案の
発案・後進の育成

【自身の自立】
ケアの実践・接遇の徹底・リスク
マネジメント・良好な縦横の関係
構築

育成手段
県や市の主催する研修や講習会への参
加・外部研修の講師・法人研修の講師

担当者会議への参加・職能団体が行う研
修への参加・マネジメント力や戦略思考
を高める研修への参加

施設内研修の講師・専門技能や知識
を高めるための外部研修への参加

霧島市通所介護連絡協議会研修へ
の参加・OJT・施設内研修への参
加・基礎技能や知識を高める研修
への参加

独自の育成
ツール
（ケアスキル
マイスター研修
及び試験）

【リハビリケア】
脳卒中片麻痺に対するアプローチ・共同
運動パターンの抑制・パーキンソン病に
対するアプローチ・口腔顔面トレーニン
グ・呼吸発声トレーニング
【認知症ケア】
認知症のADLケア・自己認知促進を目的
としたアプローチ・感覚刺激や活用・認
知症アクティビティ・ターミナルケア
【看護知識】
胃瘻・ストーマ・導尿カテーテル・腹膜
透析・喀痰やCOPD・意識障害
【介護技術】
アセスメントについて（BIやFIM）・食事
ケア・食事介助・口腔ケア

【リハビリケア】
関節構造・ROM訓練のポイントと実践・
筋肉について・トレーニングについて・
筋力トレーニングの実践
【認知症ケア】
認識力の低下・認識しやすい環境づく
り・認識力低下の活用・手続き記憶・動
作のトリガー
【看護知識】
薬の知識（軟膏シップ、高齢者内服
薬）・誤飲誤嚥窒息への対応・緊急時の
判別と医療職への連絡と報告
【介護技術】
褥瘡ケア・体位交換・移乗技術

【リハビリケア】
リハビリケアとは・ADL、IADLの視
点・アセスメントの視点・目標設
定・効果を出すポイントや工夫
【認知症ケア】
高次脳機能障害・認知症介護の視
点・リスクマネジメント・自立した
生活支援・人中心のケア・認知症ケ
アのアプローチ方法・見当識、記憶
力、注意力、BPSD、PASEP
理論
【看護知識】
感染症・緊急通報・応急措置（打撲、
切り傷、擦り傷、やけど）・AED・
頭痛
【介護技術】
入浴介助・着脱介助・清拭やドライ
シャンプー

【ペルビックトレーニング】
骨盤について・立ち直り反応・立
ち直り反応のトレーニング・保護
伸展反射
【VACトレーニング】
VACの基本・vision（基本・応
用）・attention（基本・応用）・
cognition（基本・応用）・自己身
体認知・自己能力認知・環境認
知・転倒予防
【看護知識】
バイタルチェック、熱発、低血糖、
低血圧、チアノーゼ、倦怠感、脱
水、転倒、介護職員に出来る医療
行為と出来ない医療行為
【介護技術】
排泄ケア・おむつ・排泄に起因す
るリスク

求められる能力

新たな地域資源の開発や理解
近隣の方々との交流機会の創出
他事業所との連携
困難場面の対応力
地域課題の解決力
支援内容への提案や改善策の考案
法人全体として考える力
法令順守、危機管理、部門マネジメント

個別の利用者に必要な社会資源について
理解している
他サービスや専門職と連携が取れる
ケアの目的や方針を共有させることが出
来る、現場からの情報収集や逆に情報の
提供が出来る、ケア全体の質の管理やリ
スク管理が出来るチームマネジメント

利用者に応じた対応が出来る
（認知症等）
技術指導が出来る
ケアの目的や方針を浸透させること
が出来る、質の向上を率先してでき
る、業務を円滑に実践できる
サービスマナー、リーダーシップ

身体介護が出来る
生活援助が出来る
精神的なサポートや寄り添いが出
来る
福祉用具を安全に使用できる
報連相が確実に出来る
ビジネスマナー



９ 介護部年間スケジュール



井料デイサービスセンター 令和３年度からの加算

１０ 各施設の事業計画及び改定影響



井料デイサービスセンターに関連する改定事項

１０ 各施設の事業計画及び改定影響



年間計画（井料デイサービスセンター）
本年度取り組み目標

①介護保険改正に順応する
②専門職としての知識と技術を研磨し利用者様の日常生活動作の維持、向上に向けて取り組むとともに家族のよう
な思いやりの心を持ち安心安全して頂けるようする。

上半期取り組み目標

①介護報酬改定に素早く対応できるよう全職員で協力する。
②ヒヤリハット、事故報告書等を確実に記入しミーティング等で話し合い再発防止に努める。また、施設内外研修
等に参加し資質向上に努める。

数値目標

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

営業日 26 26 26 27 26 26 26 26 26 23 24 27

登録
（目標）

114 116 118 118 119 122 124 126 128 130 132 134

登録
（実績）

延べ
（目標）

1200 1220 1220 1230 1240 1248 1256 1272 1288 1150 1200 1300

延べ
（実績）

１０ 各施設の事業計画及び改定影響



井料居宅介護支援事業所 令和３年度からの加算

１０ 各施設の事業計画及び改定影響



井料居宅介護支援事業所に関連する改定事項

１０ 各施設の事業計画及び改定影響



年間計画（井料居宅介護支援事業所）

本年度取り組み目標

①報酬改定への適切な対応が出来る
②ケアマネ会あしたばの中でも緊急時対応、感染症対策などのシミュレーションなどを積極的に
行うことが出来る

③事例検討会を通じて所属ケアマネジャーの資質向上に繋げることが出来る

上半期取り組み目標

①報酬改定に対しての漏れやミスのないように確実な対応を行う
②居宅支援事業所としての防災、感染症対策のBCPを策定していくことが出来る
③上半期に他法人、事業所内の合計２回の事例検討会を行う

数値目標

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

担当
件数

（目標）
104 104 105 105 106 107 110 114 120 120 121 120

担当
件数

（実績）



算定

～令和３年３月 令和３年４月～

項目 単価 備考 項目 単価 備考

予小規模多機能１１（要支援１） 3,418 予小規模多機能１１（要支援１） 3,438
予小規模多機能１２（要支援２） 6,908 予小規模多機能１２（要支援２） 6,948
小規模多機能１１（要介護１） 10,364 小規模多機能１１（要介護１） 10,423
小規模多機能１２（要介護２） 15,232 小規模多機能１２（要介護２） 15,318
小規模多機能１３（要介護３） 22,157 小規模多機能１３（要介護３） 22,283
小規模多機能１４（要介護４） 24,454 小規模多機能１４（要介護４） 24,593
小規模多機能１５（要介護５） 26,964 小規模多機能１５（要介護５） 27,117

初期加算 30 １日につき 初期加算 30 １日につき
認知症加算Ⅰ 800 認知症加算Ⅰ 800
認知症加算Ⅱ 500 認知症加算Ⅱ 500
若年性認知症受入加算 800 認知症行動・心理症状緊急対応加算 200 １日につき（７日限度）

看護職員配置加算Ⅰ 900 若年性認知症受入加算 800
看護職員配置加算Ⅱ 700 看護職員配置加算Ⅰ 900
看護職員配置加算Ⅲ 480 看護職員配置加算Ⅱ 700
看取り連携体制加算 64 １日につき 看護職員配置加算Ⅲ 48
訪問体制強化加算 1,000 看取り連携体制加算 64 １日につき
総合マネジメント加算 1,000 訪問体制強化加算 1000
生活機能向上連携加算Ⅰ 100 総合マネジメント加算 1000
生活機能向上連携加算Ⅱ 200 生活機能向上連携加算Ⅰ 100
栄養スクリーニング加算 5 １回につき（６ヶ月に１回） 生活機能向上連携加算Ⅱ 200
サービス提供体制加算Ⅰ１ 640 口腔・栄養スクリーニング加算 20 １回につき（６ヶ月に１回）

サービス提供体制加算Ⅰ２ 500 科学的介護推進体制加算 40
サービス提供体制加算Ⅱ 350 サービス提供体制加算Ⅰ 750
サービス提供体制加算Ⅲ 350 サービス提供体制加算Ⅱ 640
処遇改善加算Ⅰ 10.2% サービス提供体制加算Ⅲ 350
処遇改善加算Ⅱ 7.4% 処遇改善加算Ⅰ 10.2%
処遇改善加算Ⅲ 4.1% 処遇改善加算Ⅱ 7.4%
特定処遇改善加算Ⅰ 1.5% 処遇改善加算Ⅲ 4.1%
特定処遇改善加算Ⅱ 1.2% 特定処遇改善加算Ⅰ 1.5%

特定処遇改善加算Ⅱ 1.2%

小規模多機能型居宅介護費（小規模多機能ホーム陽だまり）

１ヶ月につき

１ヶ月につき

１ヶ月につき

１ヶ月につき

１ヶ月につき

１ヶ月につき

１ヶ月につき

１ヶ月につき

１ヶ月につき
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小規模多機能ホーム陽だまりに関連する改定事項

１０ 各施設の事業計画及び改定影響



小規模多機能ホーム陽だまりに関連する改定事項

１０ 各施設の事業計画及び改定影響



年間計画（小規模多機能ホーム陽だまり）

本年度取り組み目標

感染予防対策を徹底しながら出来る限り地域社会との交流を図り個別活動を強化し、生きがい楽し
み、評価に繋げる。

上半期取り組み目標

ご利用者様個々の『～したい」を引き出していき、実践出来るように努める。

数値目標

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

登録
者数

（目標）
28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

登録
者数

（実績）



グループホーム日輪荘 令和３年度からの加算

１０ 各施設の事業計画及び改定影響



グループホーム福寿荘 令和３年度からの加算

１０ 各施設の事業計画及び改定影響



グループホーム福寿荘及び日輪荘に関連する改定事項

１０ 各施設の事業計画及び改定影響



年間計画（グループホーム陽だまり日輪荘）

本年度取り組み目標

入居者様の、認知機能や体力の維持・向上を目標とした活動の提供を目指す。一人ひとりの能力を
把握し新たな一面の発見に努め、それらに応じた活動の提供と出来る事を増やしたり、やりがいを
感じていただける時を過ごして頂けるよう努めたい。

上半期取り組み目標

季節を感じていただけるよう近隣の散歩や、外気浴の機会を増やし認知機能・下肢筋力維持の向上
を目指し、近隣散歩をする事で地域交流へとつなげていきたい。

数値目標

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

入居
者数

（目標）
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

入居
者数

（実績）

１０ 各施設の事業計画及び改定影響



年間計画（グループホーム福寿荘）

本年度取り組み目標

介護予防の観点から、入居者様の状態を維持できる支援を行うととともに、予防から看取りまで
様々な状態変化に対応できるよう努める。

上半期取り組み目標

①ケアプランの再確認と職員同士の情報の共有。
②筋力維持向上の為の活動の取り組み。
③施設内外への研修（オンライン等）への参加。

数値目標

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

入居
者数

（目標）
９ ９ ９ ９ ９ ９ ９ ９ ９ ９ ９ ９

入居
者数

（実績）

１０ 各施設の事業計画及び改定影響



年間計画（サービス付き高齢者向け住宅サンライズ吹上）

本年度取り組み目標

継続した感染症対策の取り組みを行っていく。また、前年度窮屈な思いをされた入居者様もいらっ
しゃると思われる為、可能な限り、外に出かけられる環境を作っていきたい

上半期取り組み目標

①入居者様及びご家族様の要望等を可能な限り汲み取れる体制を再度作れるように取り組んで行く
②継続した感染症対策の徹底

数値目標

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

入居
者数

（目標）
31 31 31 32 32 32 32 32 32 31 30 30

入居
者数

（実績）

１０ 各施設の事業計画及び改定影響


