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１．基本方針 

 新型コロナウイルス感染症発生から２年余りが経過し、人々の生活様式は大きく変化

して参りました。高齢者福祉施設においては、長期間に渡る面会の制限、通所利用の自

粛、在宅支援サービスにおいて大切な目視による身体確認の限界など、最大限の福祉サ

ービスを提供するうえでその影響は大きく、未だ出口の見えない状況が続いております。

一方、第３回目ワクチン接種もはじまったことから、当施設では入所者、職員とも２月

中に全員接種完了していること。また、国内においては複数の治療薬も使用開始されて

いるなど、新型コロナウイルスに対抗し得る明るい兆しも見えはじめ、一日も早い終息

を待ち望む毎日であります。 

このような環境下、当法人におきましては、入所者・利用者に対し、今できる最大限

の介護サービスの提供を心掛ける一方、各サービス部門間の連携を密にし、「それぞれ

の入所者・利用者の状態に応じた最適な施設サービスとは何か？」を常に意識し、複合

施設の有効性を最大限活かした介護サービスの提供を目指して参ります。 

依然として人材確保の厳しい状況が続くなか、令和４年度においては、外国人留学生

３名を含む新卒５名の採用が内定しており、現有職員の離職防止の徹底、職員の適材配

置により、当法人が有する施設サービスをフル活用できるよう取り組んで参ります。 

社会保障財源の問題、少子高齢化問題、介護難民問題、２０２５年問題、老老介護・

認認介護問題、高齢者に対する虐待問題、介護業界の人材不足問題など、様々な課題解

決に直面している業界ではありますが、働く職員一人ひとりが、心身ともに健康である

ことが高齢者介護に携わる職業人として一番大切なことであると考えております。 

そのため当法人といたしましては、「職場風土の醸成」「人材育成」「働きやすい職場

環境づくり｣を法人運営の重点課題として、引き続き取り組んで参ります。 

また、地域の皆様から信頼される施設となるため、｢財務内容健全化」「計画的・効率

的な予算執行」「施設情報の積極的な開示」「介護人材の確保・育成・定着」を積極的に

推し進め、全役職員が常に「利用者ファースト」の意識をもち、利用者それぞれに最適

な福祉サービスの提供を目指して参ります。 

 

２．重点項目 

【特別養護老人ホームたるみ荘】 

 「細やかな気配りとやさしさの行き届いた介護」をモットーとして、常に入所者の自

己決定の意思を尊重し、安心・安全に生活ができる環境の提供と個人の尊厳を重視しま

す。コロナ禍で生活が制限される中、入所者が穏やかに過ごせるように支援していきま

す。その上で日頃の情報を収集して共有し、それを生かした介護サービス計画の作成、

サービス提供、評価を行っていきます。また、看取り介護においては、医療と連携し入



所者及び家族の意向に寄り添い、看取り介護が円滑に実施できるよう多職種での情報共

有、支援体制の構築に努めていきます。入所者・家族が望む最期の過ごし方について定

期的に計画を振り返り、どのように支援していくのか検討していきます。 

 新型コロナウイルス感染予防対策の観点からオンライン面会を実施しておりますが、

感染状況によっては対面面会に切り替えるなど、柔軟な対応を行うことに努め、入所

者・家族が短時間でも交流を図れるようにしていきます。 

 

【短期入所生活介護】 

新規利用希望者に対して事前に見学案内ができず、施設の雰囲気を感じ取っていただ

けないうえに利用を開始すると利用者となかなか面会できないことに家族が難色を示

され、新規利用者の獲得数が伸び悩んでおります。しかし、関係機関との連携を図りつ

つ、オンライン面会を活用し、利用者・家族が安心して利用できる施設づくりを目指し

ます。そして、質の良いケアを提供するために、職員同士の「報告・連絡・相談」を徹

底し、情報の共有を確実に行う事を心がけていきます。 

 

【たるみ荘デイサービスセンター】 

 高齢化が進んでいくなかで認知症高齢者の割合が増えてきていますが、各職員の専門

性を活かしながら「報告・連絡・相談」を行い、利用者一人ひとりに合ったケアと最適

なサービスを提供できるように今後とも取り組んで参ります。 

 現在、新型コロナウイルス感染予防対策として、来荘前の検温・来荘時の手洗い・う

がい・普段の体調との相違の確認など家族と連携を図りながら利用していただいていま

す。レクリエーションに関しても、職員間で試行錯誤しながら、もの作りやフレイル予

防の為に健康体操等を提供しています。 

 

【たるみ荘老人介護支援センター】 

居宅介護支援事業所として、要介護状態である利用者とその家族に対して生活全般に

わたる相談、サービス利用手続きの調整等ケアマネジメント機能の充実を図っていきま

す。利用者の自立した日常生活の支援を効果的に行うため、利用者の心身の状態や家族

の状況等を把握し、その状況に応じて継続的かつ計画的にサービス利用が行われるよう

に支援していきます。今後も引き続き医療や多職種との連携、さらには認知症ケアの充

実を図り、介護が必要になってもできるだけ住み慣れた地域で自立した生活を続けるこ

とができるよう支援していきます。 

丸亀市地域包括支援センターからの委託による介護予防支援においては、軽度者の状

態を踏まえつつ、自立支援の視点にたった目標志向型の適切なケアマネジメントを実施

していきます。また、平成２４年度より丸亀市地域包括支援センターのブランチ（相談

窓口）となったことから、引き続き総合相談の窓口としての役割を果たしていきます。

今後も定期的な打ち合わせ会に参加し、丸亀市地域包括支援センターとの連携や他のブ

ランチとの交流を図っていきます。認知症の早期発見・対応という事で、丸亀市地域包

括支援センターからのアンケートにより、抽出された方の状況把握も引き続き行ってい

きます。 



地域包括ケアシステム構築のため、介護支援専門員として、公正中立なケアマネジメ

ントの確保、さらなる質の向上に取り組んでいきます。昨年度は１回の介護教室を開催

しました。今後も身近な地域で開催する事によって、より地域に密着した取り組みがで

きるようにしていきます。丸亀市からの委託による高齢者福祉制度の業務においては、

生活支援のための総合相談や保健福祉サービスの利用手続き等を引き続き行っていき

ます。 

現在も新型コロナウイルス感染予防対策を徹底しております。感染拡大状況によって

は連携・訪問のしづらさもありますが、様々な手法で対応していきます。今後も引き続

き予防の徹底を図り、業務を遂行していきます。 

今後も特に研修等においては、ＩＣＴが活用されると思われます。それらも有用に活

用しながら、更に連携、質の向上に努めていきます。  

 

【グループホームなごみ】 

   引き続き、家庭的な雰囲気を守りながら日常生活の援助を行っていきます。一人ひと

りの入居者の心と体に寄り添いながら適切なケアを提供させていただきます。また職員

は、各自自己管理に努め、常に心にゆとりと向上心を持ちながら、魅力ある職場作りを

目指します。 

   そして、地域密着型施設の意義を職員一人ひとりが理解し、行政や医師等の専門職集

団及び近隣住民と共に、援助が実施できるよう密接な連携を取っていきます。 

   新型コロナウイルス感染予防対策のため、恒例行事の家族会・地域交流会等の中止が

続いていますので、それに代わるものを計画し、引き続き地域に根づく施設作りと、本

人・家族の思いにさらに寄り添えるよう努めていきます。 

 

【ケアハウス垂水】 

ケアハウスという在宅において、入居者の皆様が安心して穏やかな生活が出来るよう、

食事の提供、入浴の準備、相談、助言等、さらに疾病や災害時等の緊急時の対応、余暇

活動、居宅サービスの利用への協力等、個々の状況に合わせた良質なサービスの提供に

努めてまいります。 

現在も新型コロナウイルス感染予防対策のため、家族との面会や外出を制限しており

ます。感染状況によっては、対面面会に切り替えるなど入居者・家族が少しでも交流が

図れるようにし、入居者の方々の精神面での不安を取り除けるよう、コミュニケーショ

ンを図るとともに、予防対策に努めてまいります。 

今後ますます多様化するニーズに対し、職員一人ひとりが専門職としての自覚を持ち、

知識と技能の修得に努め、｢細やかな気配りとやさしさの行き届いた介護｣をモットーに、

入居者の皆様が安心して、楽しく、豊かに生きがいのある生活が送れるように支援して

まいります。 

 

【香川おもいやりネットワーク】 

 香川県内の社会福祉法人や社会福祉協議会、民生委員、児童委員をはじめ関係機関、

関係団体が協働し、「生活のしづらさ」を抱え支援を必要とする方をトータルで支える



仕組みづくりを目指していきます。社会福祉法人としての使命や役割を果たすために、

様々な支援を「地域における公益的な取組」として実施してまいります。また、支援が

必要な方からの相談に対応し、課題の解決に努めます。 

 新型コロナウイルスの感染拡大により社会の仕組みが今までと変わってきたことで

必要な支援のあり方も変わってきております。それに合わせた取り組みを今後も模索し

てまいります。 

 

【各種委員会】 

○ケアカンファレンス委員会 

介護支援専門員を中心にそれぞれの専門職や家族を交えて開催することにより、介

護サービス計画書を本人の意向に沿って作成しています。援助内容が日々の生活の中

でどれだけ効果的に展開されているかについては、モニタリングを重点的に行い、評

価を行っています。新型コロナウイルス感染予防対策の観点から家族の面会制限が継

続されているため、今後も電話やメール等の様々な手段を使って家族の意向確認を行

ってまいります。 

 

○レクリエーション委員会 

利用者の個別性に考慮しながら、趣味や技能、残存能力を生かしたレクリエーショ

ンを行い、離床を図っていただけるようにしていきます。昨年度より引き続き新型コ

ロナウイルス感染予防対策のため交流事業を中止しておりますが、再開した際には音

楽療法や体操教室など独自に職員が取得している資格を生かしたレクリエーション

にも取り組んでいきます。 

共有スペースや居室の掲示物を毎月変更することで利用者が生活の場として当た

り前に四季を実感できるよう取り組んでいきます。 

 

○介護員会議 

職員会議内容の周知や、法人全体の情報共有を行いながら、利用者一人ひとりの自

立支援を図るため、全職員で新型コロナウイルス感染予防対策を踏まえた介護業務や

施設整備の見直しを図っていきます。また各職種それぞれが質の良いサービスが提供

できるよう話し合い、より一層の専門性を生かしてまいります。 

 

○衛生委員会 

職員の業務環境の改善や健康管理について、産業医参加のもと月１回開催していき

ます。各月現状に合わせたテーマを挙げ、話し合いの中で産業医の助言をいただくこ

とにより労働環境の改善を図っていきます。新型コロナウイルス感染拡大に伴い、社

会の仕組みが変わったことで発生する新たな労働問題にも随時対応していきます。 

 

○認知症カフェ委員会 

認知症カフェに関わる様々な事項について検討してまいります。現在、新型コロナ

ウイルス感染予防対策の為、運営を一時的に中止していますが、今後どのような対応



策を行えば再開できるか検討しています。皆様に楽しみながら認知症を学んで頂く方

法について職員間で検討しながら、質の向上に努めていきます。 

 

○褥瘡対策委員会 

褥瘡発生のリスクが高い利用者の健康で尊厳ある生活の実現のため、多職種協働の

もと質の高いサービスの提供を目指していきます。褥瘡の発生予防に対する体制を確

立し、褥瘡が発生しない、あるいは発生しても重症化しないよう適切な介護を行うた

め、各部署の現状を報告し、発生予防や発生時の具体的な対応について話し合います。 

 

○感染症対策委員会 

当施設では感染症を予防する体制を整備し、平素から対策を実施すると共に、感染

症の発生時には迅速で適切な対応に努めていきます。 

新型コロナウイルスの感染拡大防止に配慮し、資料配布を取り入れた職員研修を実

施し、感染症対策の知識の向上に努めていきます。また、年に４回感染症対策委員会

を開催し、法人全体での情報の共有と蔓延防止に努めていきます。また、感染症の流

行が予測される際には臨時に感染症対策委員会を開催し、流行拡大の予防に努めます。

さらに感染症対策マニュアルに基づき、感染源を持ち込まない、二次感染を起こさな

いことを確実に徹底し、感染症から入所者を守るための最大限の努力を図ってまいり

ます。そして、感染症への対応方法について嘱託医との連携を密にし、異常の早期発

見、予防及び早期対応に努めていきます。 

 

『新型コロナウイルス対策』 

 新型コロナウイルス対応マニュアルに基づき、感染予防に努めます。随時、新型コ

ロナウイルス対策会議を開催し、感染拡大防止に向けた取り組みや感染が発生した場

合の対応について話し合い、法人内での情報を共有していきます。また、感染対策用

品を拡充し、いざという時に備えております。 

  

○身体拘束廃止委員会 

当施設においては身体拘束を全面的に廃止しております。利用者の尊厳と主体性を

尊重し、利用者個々の特性とその背景を十分理解するために、多職種協働で検討を重

ね利用者の状態に応じた対応をしていきます。 

 

○情報共有委員会 

利用者の状態に合わせた事業所を安心して利用していただけるよう、法人全体で利

用者や家族の情報を共有しています。複合施設というメリットを生かし個々に応じた

対応を話し合い、適切なサービスを提供していきます。 

 

○安全対策委員会（ひやりはっと検討委員会が名称変更） 

 利用者に安全かつ適切で質の高いケアを提供していくために毎月委員会を開催し、

各事業所の事例について多職種で意見交換や情報交換、共有を行っていきます。また



昨年度に続き、必要な体制や指針についても整備していきます。それに加え、委員会

のための事例検討にならないよう開催後は検討した内容を各事業所に持ち帰り、より

多くの視点から未然防止や再発防止に向けた安全で安心な環境作りを実施していき

ます。新型コロナウイルス流行により施設内での感染が懸念される為、対面ではなく

書面のみでの開催を行うなど状況に応じた形をとり感染予防に努めていきます。 

 

○機関誌委員会 

新型コロナウイルスの影響により、施設全体でのイベントを自粛しておりますが、

利用者に少しでも楽しんでいただけるよう、各事業所で小規模ではありますが行事や

季節のイベントを行っております。その様子を社会福祉法人博安会の機関誌である

「たるみ荘だより」（７月と１月の年２回発行）で多くの方にお伝えしていきます。 

 

○給食委員会 

管理栄養士が各事業所の栄養ケアマネジメントを行い食事摂取量の維持、栄養状態

の改善に努めます。コロナ禍で制限がある生活の中ですが、季節感を楽しんでいただ

けるような行事食、地産地消の安心・安全な食事を提供していきます。また、食品の

取り扱いに注意し、感染症対策、食中毒予防に努めていきます。 

 

○研修委員会 

職員が「知識と技術を深め豊かな人間性の向上」に積極的に取り組めるよう専門的

知識の習得に努めています。また、新型コロナウイルスの感染防止に十分配慮しなが

ら、資料配布やオンラインを用いた研修を実施していきます。さらに、より新しい介

護の知識や技術の情報を取り入れつつコロナ禍でも行える施設内研修を計画してい

きます。 

 

○安全委員会 

新型コロナウイルス感染症の影響で委員会の開催は控えていますが、資格を持って

いる介護職員が行う喀痰吸引等の医行為について正確かつ安全に行えているかを、嘱

託医の指示及び看護師の指導のもと、最低月１回の実技研修により手技を確認してお

ります。入所者が安心して施設生活が送れるように事故防止と資質向上を図っていき

ます。 

 

○災害対策委員会 

将来発生するおそれがある災害に対して現在の災害対応マニュアルを見直すとと

もに各部署独自の災害対策訓練を実施していきます。また非常時に必要な備品に関し

ても検討していきます。さらに、防災規定及び消防計画に基づき、地震、火災、風水

害等を想定して夜間及び日中の避難指導、寝たきり高齢者の搬出、初期消火、通報連

絡及び非常召集訓練を年２回実施し、定期的に防災設備（非常食）の点検を行い、防

災に対して万全を図ってまいります。新型コロナウイルス感染予防対策を踏まえた事

業継続計画（ＢＣＰ）の策定に取り組んでまいります。 



 

【交流事業】 

 昨年度より引き続き新型コロナウイルス感染予防対策のため、交流事業の受け入れや

認知症カフェの開催、地域交流ホールの活用を中止しております。施設関係者や入所者

家族へは機関誌や広報誌、近況報告等を定期的に配布し、入所者の生活の様子や施設全

体の動きをお知らせしております。 

 

【実習生の受入れ】 

 介護知識、介護技術の習得を目的とした実習および介護福祉学校、福祉系大学等の実

技研修は入所者の日常生活や職員の日常業務に支障のない、また、新型コロナウイルス

感染予防対策を行った範囲で受け入れを継続していきます。なお、実習指導者について

も外部の指導者養成研修に参加し効率的な実習指導が行えるような指導者育成に努め

ていきます。 

外国人技能実習制度養成講習にも積極的に参加していきます。今後も法人全体で介護

人材の育成に貢献していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和４年度月間行事計画 

 

      社会福祉法人  博安会 

 

４月 ５月 6 月 

・ お花見茶会 

・ 誕生会 

・ 買い物 

・ そらパン 

 

・ 誕生会 

・ ドライブ 

・ 喫 茶 

・ 買い物 

・ そらパン 

・ 誕生会 

・ ドライブ 

・ 喫 茶 

・ そらパン 

７月 ８月 ９月 

・ 七夕茶会 

・ 誕生会 

・ ドライブ 

・ そうめん流し 

・ そらパン 

・ 夏祭り 

・ 誕生会 

・ 喫 茶 

 ・ かき氷 

・ そらパン 

・ 敬老の日の集い 

・ 誕生会 

・ 喫 茶 

・ 買い物 

・ そらパン 

１０月 １１月 １２月 

・ 運動会 

・ 誕生会 

  ・ 菊花展見学 

・ お月見茶会 

・ そらパン 

・ ドライブ 

・ 誕生会 

・ 喫 茶 

・ 物故者法要  

・ そらパン 

・ クリスマス会 

・ 誕生会 

・ ゆず湯 

・ そらパン 

１月 ２月 ３月 

・ お正月（新年会） 

・ 誕生会 

・ そらパン 

・ 節分（豆まき） 

・ 誕生会  

・ そらパン 

・ ひな祭り会 

・ 誕生会 

・ そらパン 

 

 

※行事については新型コロナウイルスの感染状況によりその都度実施を判断します。 


