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　を高めるように努めます。

社会福祉法人　愛生会

基本理念

　敬愛・誠実・信頼・奉仕・反省を軸に豊かな生活を提供します。

基本方針

①　利用者と職員が笑顔で接し、心を通わせながら生きがいのある人生の

　お手伝いをいたします。

②　一人一人の利用者を大切にし、豊かで安心できる安全な生活が送れる

　ように支援します。

③　地域に一員として活動し、地域福祉の発展に貢献します。

④　利用者に満足のいくサービスを提供するために、専門的な知識と技術

⑤　環境を整え、安全で住みやすい施設づくりに努めます。



（4） 建物構造 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ鉄骨造亜鉛ﾒｯｷ鋼板ぶき陸屋根平屋建
1棟

（5） 居室状況 （1人部屋4室）（2人部屋14室）（4人部屋11室）　

平成25年2月 震災による増改築工事完了

平成26年11月 初代理事長橋本行男氏胸像建立

平成27年12月 非常電源整備工事完了

施設規模及び構造 （1） 敷地面積 19,678.78㎡

平成29年4月 吉浜荘監視カメラシステム整備・外構フェンス設置・屋外照明改修工事完了

（2） 敷地所有状況 無償借受（大船渡市）

（3） 建物面積 2,729.85㎡

可により定員変更

施設入所支援　６０名

生活介護　　　６０名

平成23年4月 障害者自立支援法の事業移行により名称変更

「障がい者支援施設　吉浜荘」

平成24年4月 障がい者支援施設　吉浜荘　東日本大震災により居室一部使用不

平成15年1月 吉浜荘水道施設給水管布設替工事完成

平成21年12月 身体障害者療護施設吉浜荘　短期入所定員変更（定員４名）

平成22年12月 御下賜金拝受

平成13年4月 身体障害者療護施設吉浜荘　通所Ｂ型事業定員変更（定員４名）

平成13年11月 社会福祉法人愛生会評議員会の設置

平成14年3月 吉浜荘水道施設工事完成

平成12年9月 身体障害者療護施設吉浜荘増築工事完了

平成12年10月 身体障害者療護施設吉浜荘増床により定員変更

（定員７０名　短期入所６名）

（定員６０名　短期入所４名）

平成10年8月 身体障害者療護施設吉浜荘　通所Ｂ型事業開始（定員３名）

平成12年2月 身体障害者療護施設吉浜荘２０周年記念式典

平成 7年9月 浴室改修工事完了

平成 8年3月 増築工事完成

平成 8年4月 身体障害者療護施設吉浜荘増床により定員変更

昭和55年4月 身体障害者療護施設　吉浜荘事業開始（定員５０名）

昭和55年5月 吉浜荘落成式

平成元年4月 身体障害者療護施設吉浜荘１０周年記念式典

昭和54年8月 施設建設着工

昭和55年2月 法人設立認可（昭和５５年３月２５日登記）

昭和55年3月 建設工事完成

法人施設の概要と沿革
名　　称　 障がい者支援施設　吉浜荘

所 在 地  岩手県大船渡市三陸町吉浜字上野１２５番地２２４

設置主体 社会福祉法人　愛生会

沿　　革 昭和53年8月 社会福祉法人愛生会設立準備委員会発足



社会福祉法人愛生会　中長期事業計画

事項を整理するとともに、利用者満足度調査の調査結果による取り組むべき事項を検討

し、職員からの提案制度による業務改善を実施することにより、福祉サービスの質の向

　支援サービスの向上については、公正、中立的な第三者機関が専門的、客観的立場か

上に努めます。　

用を図ります。

（平成30年度～平成32年度）

性や財務規律の強化など、当法人の取り組みの成果が問われることになります。

　社会福祉法人制度改革による一連の手続きが完了し、今後は制度改革の柱となる経営

組織のガバナンスの強化、地域における公益的な取組を実施する責務、事業運営の透明

　このため、中長期経営計画に掲げた次の主要な経営戦略を積極的かつ着実に推進いた

ます。また、専門資格取得の奨励など自己啓発を支援します。更に、介護職の人材確保

ら施設を評価する第三者評価事業の受審結果に基づく課題を把握しながら、改善すべき

を持ち、行動する人」を意識して、近づくための機運の醸成を高めるとともに、職種、

します。

　経営体質の強化については、法人の使命と経営理念に基づく自主的・自律的な経営を

確立する必要があり、コンプライアンスマニュアルで定めた行動指針を役職員一丸とな

って徹底して取り組みます。また、ホームページにおける経営情報やサービス情報の開　

示化の充実度を高めます。更に、社会福祉充実計画に基づいた計画的、効果的な資金運

職務ごとの内外の研修参加、県内類似施設との人事交流により職員の資質の向上を図り

　人財育成・スキル向上については、目指すべき職員像「気づき、考え、情熱・責任感

域の要援護者の方々に生活の場を提供いたします。

関係機関とのシミュレーションを行うとともに、有事の際には施設の一部を活用し、地

　地域社会貢献については、引き続き、県社協及び市社協、県内の社会福祉法人等との

対策の一環として、働き手のニーズに合わせた採用条件の緩和、職員による紹介制度の

ト事業」に積極的に参画します。また、大船渡市との福祉避難所に関する協定に基づき、

協働により生活困窮世帯を対象として人的・経済的支援を行う「IWATE・あんしんサポー

導入などを進めます。　　



基本理念

　　敬愛・誠実・信頼・奉仕・反省を軸に豊かな生活を提供します。

法　人　運　営

運営方針

　　当法人は利用者の意向を尊重し、多様な福祉サービスが総合的に提供されるよう創意工夫をしなが

　ら、利用者個々の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援し

　公益性、信頼性の高い運営を実践する。

基本方針

　①利用者と職員が笑顔で接し、心を通わせながら生きがいのある人生のお手伝いをいたします。

・必要に応じて随時開催

　③地域の一員として活動し、地域福祉の発展に貢献します。

　④利用者に満足のいくサービスを提供するために、専門的な知識と技術を高めるように努めます。

　⑤環境を整え、安全で住みやすい施設づくりに努めます。

法人の事業計画

　②一人一人の利用者を大切にし、豊かで安心できる安全な生活が送れるよう支援します。

計算書類の承認、理事・監事の選任及び解任等に 　年１回（６月）

主　な　内　容 摘　　要

１　役員会 法人業務執行の意思決定機関として、予算・決算 ・定例会

事業計画等の業務執行に関して決議する。 　年２回（６月・３月）

２　評議員会 法人運営に係る重要事項の議決機関として、決算 ・定例会

に関して決議する。 ・必要に応じて随時開催

３　評議員選任・解任 評議員の選任及び解任に関して決議する。 ・任期満了前

に出席して意見を述べる。 　年3回(４・８・１２月)

　　委員会 ・随時、欠員に伴う選任等

４　監査 決算における法人業務の執行状況及び決算監査を ・決算監査

実施し、理事長及び大船渡市長に報告する。年３ 　年１回（５月）

回の出納調査を実施する。理事会及び評議員会に ・出納調査

５　各種研修会への参 全国経営協・県社協等が主催する各種研修会への ・役員及び評議員

６　社会福祉法人愛生会、福祉サービスに関する苦情解決の実施 ・第三者委員で構成

・対話集会に出席

　　加 参加



柏　﨑　忠　一 平成25年11月1日

理事長

平成30年4月1日

社会福祉法人愛生会　役員名簿 社会福祉法人愛生会　評議員名簿

役職名
設立
当初 氏　　名 当初就任年月日 役職名 氏　　名 当初就任年月日

菊　地　重　子 平成27年11月1日

理事 森　田　裕　子 平成26年10月8月 評議員 白木澤　利美子

森　　　　　斌 平成27年10月16日 評議員 刈　谷　ひとみ

平成26年4月1日

理事 新  沼　秀　人 平成27年8月1日 評議員

平成25年2月1日

理事 片　山　啓　予 平成26年10月8月 評議員

平成27年11月1日

理事 佐々木　伸　介 平成26年4月1日 評議員 臼　井　和　一 平成29年8月31日

理事 及　川　明　子 平成27年10月7日 評議員 岡　崎　千栄子

（任期：平成29年6月20日～平成31年6月）

監事 柏　﨑　純　一 平成25年4日1日 評議員 八　巻　たけ子

生活支援課長 社会福祉法人愛生会吉浜荘職員 平成29年1月4日（認可日）

（任期：平成29年1月4日～平成32年6月）

評議員選任・解任委員

氏　　　名 役職名 当初就任年月日

平成29年8月31日

監事 横　尾　純　子 平成26年4月1日 （任期：平成29年4月1日～平成33年6月）

（任期：平成29年4月1日～平成31年3月31日）

苦情受付担当者並びに苦情解決責任者

苦情解決責任者 苦情受付担当者

苦情解決第三者委員

柏﨑純一 社会福祉法人愛生会監事 平成29年1月4日（認可日）

東美知子 外部委員 平成29年1月4日（認可日）

氏　　　名 役職名 当初就任年月日

柏﨑忠一 社会福祉法人愛生会評議員 平成29年4月1日

菊地重子 社会福祉法人愛生会評議員 平成29年4月1日

1

正職 事務長 1

社会福祉法人愛生会　職員構成

職　　名 現員 職　　名 現員 職　　名 現員 合　計

正職 施設長 1

1

2

2

正職 看護師 4

正職

1

正職 事務員 2

正職 栄養士 1

ｻｰﾋﾞｽ管理者 2

45

施設長

主任業務支援員兼ｻｰﾋﾞｽ管理責任者

主任栄養士

主任看護師

副主任事務員

正職 生活支援員 24 臨時 生活支援員 3

清掃員 1

パート 看護師 1 5

パート 生活支援員 5 32

臨時

計 35 計 4 計 6

1

嘱託 医　師 （1）



市町村別入所状況

計女男市町村名

【平成30年3月現在】

0 1 1

釜石市 5 6 11

遠野市

大船渡市 11 7 18

一関市 0 2 2

宮古市 2 1 3

陸前高田市 7 0 7

奥州市 2 1 3

大槌町 1 1 2

北上市 2 0 2

住田町 4 2 6

計 37 24 61

2 1 3

山田町 1 2 3

気仙沼市



　を行う。

　利用者支援目標

　心を高めることに努める。施設から情報を発信し、培ってきた専門性や設備を地域に開放して地域福祉

　　生活支援

　　・地域社会との交流を促進するため、各種団体・関係機関等との連携を図りながら、地域福祉の充

　【短期入所】

　【施設入所支援】

障がい者支援施設吉浜荘事業計画

　【生活介護】

　　居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、一時的に居宅での生活が困難な障がい者

　に、入浴、排泄、食事等の介護、その他日常生活に必要なサービス提供を行う。

　　常時介護を必要とする障がい者に、主として昼間において、入浴・排泄・食事等の介護、その他必要

　事業運営の内容

　　障がい者支援施設　吉浜荘の経営　

　　　定員　　生活介護　　　60名

　　　　　　　施設入所支援　60名

　な日常生活の支援、創作活動や生産活動の機会も提供する。

　　短期入所事業　併設型

　　　定員　　　　　　 　　　4名

　サービスの概要

　　主として夜間において、入浴・排泄・食事等の介護、生活等に関する相談及び助言、日常生活の支援

　　　また家族の意見も聞きながら検討し、個別支援計画書を作成する。

　　・利用者の健康と安全に配慮し、残存機能の活用を図りながら支援する。

　の充実につながるよう開かれた施設を目指す。

　　サービス管理

　　利用者の基本的人権を尊重し、すべての職種において常時、専門知識、技術を高め、快適で豊かな生

　　　実の一助となるよう努める。

　　・職員間の連携を密にし、快適で豊かな、統一したサービスが提供できるよう努める。

　　また、利用者個々の意向、趣向、障害の特性を踏まえ、個別支援と集団支援のバランスを図り、最善

　の支援を提供することに努める。

　　更に、施設内外の各種行事等を通して地域住民とのふれあいを深め、障がい者福祉に対する理解と関

　活を送ることができるよう努める。

　　・利用者のストレングスに着目し、本人の希望する暮らしに少しでも近づけるよう、本人と一緒に、



　　・サークル活動やレクレーション等を通し、利用者が楽しく参加できる機会を設け、生きがいにつ

　　食生活（給食）

　　・食事は、利用者に栄養の補給だけでなく、生活リズムを構成する重要なものであり、最も楽しみ

　　衛生管理

　　・利用者のＡＤＬの向上、維持のための補装具、自助具の創意工夫に努める。

　ＩＷＡＴＥ・あんしんサポート事業

　　・業務組織を明確にし、責任体制及び伝達事項の徹底を図る。

　　・職員の資質向上を図り、別紙計画書に基づき職員研修を実施する。

　　・寝具類は週1回以上、衣類は必要の都度着替え洗濯する。毎日の洗面歯磨き、手洗い等も支援し

　　・入浴は週2回以上とする。入浴できない利用者には清拭を行い清潔を保つ。

　　・荘内外の掃除を適切に行い、必要なときには消毒を行う。

　　・感染症を持ち込まない、広げないようその時々で速やかに対応する。

　　・職員間の連絡を密にし、利用者が安心して生活できるよう、支援の統一を図ると共に、充実した

　　・ＰＴの来荘日に個別訓練を実施する。

　　・相談員２名を配置する。

　　・個人情報保護に努める。

　　　にしていることを受け止め、利用者のニーズと食生活に応えられるよう心を込めた美味しい食事

　　　者サービスの均一化、統一化を推進する。

　　・地域社会貢献として、日常生活又は社会生活上の支援を必要とする者等を支援するため、無料又は低

　　機能訓練

　　　日常的に清潔を保つ。

　　　ながるような活動を支援する。

　　　心身の活性及び残存機能の維持に努める。

　　・ＰＴの指導・助言のもと、自主訓練・生活訓練が効果的に実施できるよう努める。

　　・生活環境、日常生活で創意工夫を重ね、快適で豊かな生活が送れるよう、ＱＯＬの向上に努める。

　　・ＰＴ（理学療法士）の指導に基づいて機能訓練を実施する。必要であればＯＴの指導も依頼し、

　　　生活を送れるよう努める。

　　　の提供に努める。

　　　額な料金で地域のみなさまへの福祉サービを積極的に提供する。

　　・福祉サービス第三者評価制度受審結果を踏まえマニュアル等見直しを実施する。

　　・職員の健康保持に努める。

　　・諸規程の整備、諸設備の整備及び管理に努める。

　業務体制の整備

　　・自立支援法に対応して、支援サービスや業務の充実を図り、職種ごとのマニュアルを整備し、利用



大船渡市

（時期未定）

法人運営と円滑な社会福祉事業の経営の確保を図る。

る費用の請求等に関する指導を行い、自立支援給付対象サー

ビス等に質の確保及び自立支援給付費に係る費用の支給の適

正化を図る。
（時期未定）

岩手県指導監査
自立支援給付対象サービス等の取扱い及び自立支援給付に係

業務計画

岩手県社協いる方々の自立を支援する新たなセーフティーネットを構築
ＩＷＡＴＥ

職員研修会
検証し、障がい者の未来における施設生活と職員処遇を考え

業務名／時期 目　　　　　的 備　　考

社会福祉法人が種別を超えて連携・協力し、制度の狭間にい 関連機関

するほか、アウトリーチを伴う活動によって地域の福祉課題

を把握し、新たな社会資源を創出する。

当番施設への協力体制

吉浜荘相談員２名配置

（9月27.28） る。

大船渡市社協

（通年）

あんしんサポート事業

東北ブロック身体障害者
障がい者及び施設職員における生活の質（ＱＯＬ）を改めて 開催地（花巻市）



節分豆まき
（２月）

・節分行事を楽しむ。

クリスマス忘年会
（１２月）

・利用者希望の献立を中心に、クリスマスの雰囲気のある宴会にする。

・カラオケやゲームなど、だれでも楽しめるよう企画する。

小正月
（１月）

・ミズキ団子を作って、小正月の準備をする。

芋の子会
（１０月）

・利用者に協力してもらい外でサンマを焼く。

・芋の子汁とサンマ、秋の味覚を十分楽しむ。

年間行事計画

行事名／時期 概　　　　　　　要

買い物
（４月～１１月）

・昼食を食べてから帰荘するコース、食べずに帰荘するコースを計画する。

・本人の希望を聞いて時期と行先を計画する。

・可能な範囲で家族の協力もお願いする。

七夕納涼まつり
（７月２９日）

・お世話になっている地域の方々を始め、吉浜荘を支えてくださる方々に感謝し交

　流を深める。

・歌や踊りなどのイベントグループを招き、みんなで楽しむ。

・利用者から実行委員を募集し、積極的に関わってもらう。

お花見
（５月）

・荘の八重桜が満開になる連休明け頃に実施する。

・カラオケやゲームなど、だれでも楽しめるよう企画する。

運動会
（６月３日）

・中学生や高校生にボランティアを呼びかけ、地域とも交流を持つ。

・リクライニング車椅子の利用者も、高齢の家族も参加できるよう、プログラムや

　会場を工夫し、どの利用者も家族と一緒に楽しめるようにする。

・利用者から実行委員を募集し、積極的に関わってもらう。

・中学生や高校生にボランティアを呼びかけ、地域とも交流を持つ。

・満開の桜の下で記念写真を撮る。



サークル活動計画

　（４）活動を通じて見聞を広げ、生活が豊かになるように支援していく。

　（５）各サークルは、荘内行事に協力することを目標の一つとして活動する。

　（６）地域の文化祭等への参加も検討する。また、来年度の吉浜荘文化祭を見据えた活動を進

　　　　める。

　　サークルはその活動を通じて潤いある生活の一助となるものである。楽しんで取り組めるよ

　う活動を支援する。

　（１）活動は毎回自由参加、誰でもいつでも参加できるよう工夫、配慮する。

　（２）職員は利用者の個性に合わせ、創意工夫し必要な支援をする。

　（３）施設外の社会資源も取り入れ、外部講師の協力も得て活動の活性化に努める。

　活動を進める。

　(外部講師)

＊外部講師と翌月の活動について十分に打合せし、実施

　する。

＊隔月で来荘。

＊内容はボランティアお任せしているが、職員も積極的に関わる。

生活支援課長

音楽

サークル

・カラオケで、日頃から歌を楽しむ。

　として発表する。

生活支援員

・行事の時は、各自の十八番を歌う。

活　動　内　容 担当職員

・みんなが歌える歌を練習して、行事の時にはサークル

読書

おはなしころりん

生活支援課長

・移動図書館の本、大型絵本、紙芝居を活用する。 生活支援員

・行事には紙芝居や劇で参加し、行事を盛り上げる。

・習字、料理など時期に合った内容も取り入れる。

・楽しい活動をする。

八重桜

・行事で使う小物や飾りなどを作成、装飾し行事を盛り 生活支援員

　あげる。

・ゲームや川柳など活動の幅を広げ、誰でも参加できる



リネン交換 （週3回の時）

女子入浴 男子入浴 女子入浴 男子入浴 女子入浴 男子入浴

（週2回の時）

女子入浴 男子入浴 サークル 女子入浴 男子入浴 サークル

（週3回の時）

女子入浴 男子入浴 女子入浴 男子入浴 女子入浴 男子入浴

（週2回の時）

女子入浴 男子入浴 サークル 女子入浴 男子入浴 サークル

・入浴は週３回入浴と２回入浴を交互に実施

・献立会議は中旬

・対話集会は中旬

リハビリ

(職員による）

２１：００ 消　　　　　灯

１８：００ 夕　　　　　食

歯磨き・洗面・排泄・着替え等

自　由　時　間

１６：００ 自　由　時　間　　・　排　泄

行　　　　　　　事

リハビリ

(職員による）

体重測定

(第一日曜日)

１４：００

行　　　　　　　　　事

１２：００ 昼　　　　　食

排　泄　・　午　睡

リハビリ リハビリ

(職員による） (職員による）

リハビリ

(PTによる)

９：００

日　程　連　絡

８：５０ 体　　　　　操

利用者日課表

歯　磨　き　・　洗　面　・　整　容

日 月 火 水

７：３０ 朝　　　　　食

木 金 土

５：００ 起　　床　　開　　始

着　替　え　・　排　泄



以降は、１時間おきに巡回

時間薬・排泄・体位交換介助・記録・コール対応など

時間薬投与・体位交換・排泄介助・記録・巡回等 19：00 Ｄ2退勤

21：00 消灯

18：00 夕食介助・服薬介助・後片付け

洗面・着替え・排泄・就寝介助

17：00 申し送り（日勤から夜勤へ） 16:30 夜勤勤務

食堂夕食準備 17：30 Ｃ1退勤

入浴・清拭・水分オヤツ介助・ゴミ集め・諸会議 15：00 Ａ2退勤

洗濯・洗濯物配布等 16：30 Ｂ4退勤

14：00 腰痛予防体操

週間予定に従い、活動開始

13：00 早番以外の勤務者休憩

記録・巡回等

12：00 昼食介助・服薬介助・食堂後片付け

排泄介助・午睡介助 12：30 Ｃ2退勤

11：00 早番勤務者休憩

食堂昼食準備・移乗介助・移動介助・諸会議 11：30 Ｂ2退勤

水分摂取介助・オヤツ介助・排泄介助       Ａ1退勤

サークル活動・諸会議等

入浴・リハビリ・リネン交換・掃除・洗濯等 9：30　夜勤退勤

10：00 申し送り（早番から遅番） 10:00 Ｄ2勤務

ラジオ体操・日程連絡

9：00 週間予定に従い・活動開始

8：30 通所迎え出発 8:30 Ｃ1・Ｃ2勤務

8：40 申し送り（夜勤から日勤）

7：30 朝食介助・服薬介助・後片づけ 7:30 Ｂ2・Ｂ4勤務

8：00 洗面歯磨き介助・記録

6：00 6：00 Ａ1・Ａ2勤務

7：00 食堂朝食準備

日　課　表（生活支援員）

時間 内　　　　　　　容 勤　務

5：00 起床・着替え・排泄介助開始



嘱託医の廻診日（水曜日）は、診察者のバイタルチェック

日　課　表（医務）

時間 内　　　　　　　容 勤　務

7：30 廻診時指示者採血・吸引・投薬・点眼 7:30 Ｂ2・Ｂ4・ＰＢ勤務

（朝食） 夜間特変者の観察・夜間投薬箱の時間薬及び頓服薬の確認と準備

昼食分の経管栄養のボトル・薬の準備

8：00 血圧測定と入浴者の検温

11：30 点眼・吸引　経管栄養ボトルのセッティング 11:30　Ｂ2退勤

朝食服薬確認・昼食の薬準備 8:30 Ｃ1・Ｃ２勤務

8：40 申し送り（早番）

健康観察・浣腸・処置

病院受診付き添い

通所者健康観察

10：00 申し送り（遅番） 10:00 Ｄ2勤務

処置・口腔清拭・吸引ビン洗浄

13：30 薬の分包及び整理・医務室整理・浣腸・吸引ビン洗浄 13:30　Ｃ3・ＰＤ勤務

12：00 投薬

（昼食） 早食休憩

夕食分の経管栄養のボトル・薬の準備

バイタルチェック 12:30　Ｃ２・ＰＢ退勤

翌日の病院受診者の準備及び受診者への説明・申請書のチェック

昼食服薬確認・夕食の薬準備

13：00 休憩

薬局からの薬の受取 17：30　Ｃ1・Ｃ3退勤

14：00 健康観察・処置・口腔ケア・浣腸

病院受診付き添い

14：30 嘱託医廻診日（水曜日）診察の補助

特変者観察・記録整理 15：00　Ｄ3勤務

16：00 尿量測定・点眼　経管栄養ボトルのセッティング

経管栄養ガートル翌朝準備・器材・器具の消毒 16：30　Ｂ4退勤

16：55 申し送り

18：00 投薬

（夕食）

※歯科医往診不定期

18：30 夕食服薬確認・翌朝の薬準備 18:30　ＰＤ退勤

18：45 状態観察、バイタルチェック・吸引・軟膏処置 19：00　Ｄ2退勤



～１８：００ 配膳チェック 片づけ　洗浄

食器洗浄 床掃除　１８：３０終了

～１９：３０ 　日誌記入

各元栓を閉める（ガス　スチコン）　戸締り

～１６：４５ 休憩

～１７：１５ 味噌汁　お粥　経管栄養準備 翌日の準備　確認

～１７：４５ お粥を計量 盛る　主菜配膳 ご飯を計量 盛る　副菜配膳

～１５：１５ 副菜完成　主菜調理 副菜盛り付け（冷蔵庫　ホットカート）

～１５：４５ 主菜完成 主菜盛り付け（ホットカート）

～１６：００ 水分補給用コップ洗浄　盛り付け台拭きあげ　消毒

調理（遅） 補助（中）

～１４：３０ 保管庫片づけ　調理準備　開始 Ａ　セット

漬物盛り付け（冷蔵庫）

～１１：３０ 夕食のお茶などの準備 ご飯を計量 盛る お粥を計量 盛る

～１２：００ 片づけ洗浄　掃除 食器洗浄　 配膳チェック

～１３：３０ 休憩

～１０：１５ 副菜完成　主菜調理 食器洗浄　盛り付け準備 フルーツ準備　盛り付け

～１０：４５ 主菜完成（ホットカート） 副菜盛り付け 経管栄養準備

調理台片づけ　使用器具類洗浄 主菜盛り付け 盛り付け補助

～９：００ 食器洗浄

休憩

調理 補助（早） 補助（遅）

～9：30 昼食調理準備　開始 Ａ　セット 保管庫片づけ

～７：30 配膳チェック 片づけ　洗浄

～８：００ カウンター　盛り付け台の拭きあげ　アルコール消毒 昼食の準備（野菜　果物消毒等）

床掃除　その他の片づけ

～６：１５ 副菜　主菜完成　経管栄養準備 盛り付け

調理台　使用器具洗浄　盛り付け台消毒

～７：００ お粥を計量 盛る　味噌汁を盛る ご飯を計量 盛る

日　課　表（厨房）

時間 内　　　　　　　容

調理 補助

～５：４５ 水道塩素濃度測定記入　保管庫片づけ　調理開始 Ａ（お茶　トレー　スプーン　箸のセット）



であり、コミュニケーションの場でもあります。　衛生面には細心の注意をはらい、安心、安全

給食と栄養管理

<給食及び栄養実施計画>

※目標

　食事は、利用者の皆様にとって健康を守る源であると共に、生活していく上での楽しみの一つ

（５） 代替え食の実施（揚げ物、パン、飲み物、アレルギー等）

（３） バイキングの実施（利用者による献立作成の実施年４～５回）

な食事が提供できる様に、委託側スタッフと協力していきます。

　献立につきましては、健康を第一に考え、栄養面、身体の状態、季節感、地域性を取り入れ、

献立会議による嗜好が反映された、バランスの良い献立になるように心掛けます。

また、「食事摂取基準2015年」をもとに生活習慣病予防だけでなく低栄養にも対応致します。

※業務計画

（１） 給食会議の実施（月１回または随時実施）

（２） 献立会議の実施（利用者を交え月１回の実施）

（４） 選択食の実施（麺の選択を週２回）

（６） お楽しみ給食 （普段献立に出ない食べたい料理をグループで分かれて楽しむ）

（７） 委託業者によるオリジナル献立の実施

（８） 残菜調査の実施（食後毎食）

（９） 嗜好調査の実施（年1回）

（１０）衛生管理

（１１）メニューの放送（毎日）

（４） 食材検食の保管（食材保存の徹底（２週間））

（１２）利用者の方とのコミュニケーション

（３） 食材の検収（品質チェックと温度管理・計量）

（１３）利用者の方との嗜好情報の整理と疾患に関する個別指導

※日常業務

（１） 手洗いと消毒の励行　うがい　マスクの着用

（２） 白衣、爪等衛生に関するチェック（衛生日誌に記入）

（８） 水道水の塩素濃度測定（始業時、終業時の２回測定記録）

（９） まな板、包丁の殺菌消毒

（５） 食材管理（保存・下処理・洗浄殺菌・加熱温度管理）

（６） 調理済み食品の管理

（７） 調理室・下処理室・休憩室・事務室の清掃整理整頓



・その他に委託業者によるオリジナルメニューを実施する予定です。

２月 節分.　お楽しみ給食 豆まき　お刺身等人気のあるメニュー

３月 桃の節句献立 ひな祭りちらしずし

１２月 クリスマス忘年会　　大晦日献立 クリスマスバイキング(お寿司）・年越しそば等

１月 お正月献立　　七草粥 おせち料理　おもち　七草粥等

１０月 芋の子会 芋の子汁とさんまの炭火焼

１１月 文化祭メニュー 食堂　喫茶コーナー

８月 納涼祭 納涼バイキング

９月 秋分の日献立 おはぎ等

６月 運動会弁当 仕出し弁当

７月 七夕献立 七夕そうめん等

４月 春の味覚　選択食　 筍ご飯と山菜そば等

５月 お花見　　端午の節句献立 お花見バイキング　　柏餅等

行事食 内容予定

ゴミ置き場の清掃 水質検査（業者による水道水）

カウンター・ガラスの清掃 害虫駆除剤（設置5か所確認）

・衛生業務内容は委託側、受託側との協力のもとに分担し実施できる様にしていきます。

※行事予定

ガスレンジの清掃 冷蔵冷凍庫の清掃・消毒 エアコンフィルター掃除

トイレ清掃 換気扇、食器棚等の清掃消毒 水質検査（原水２回）

※衛生業務内容

週間業務 月間業務 年間業務

食器器具の漂白 細菌検査 大掃除（年２回）



　　　　　　昼　   　缶のパン　　レトルトシチュー　コーヒー

　　　　　　夕　   　マジックライス（エビピラフ）　スープ　お茶

○お茶は常時提供する（パウダー茶使用）　ガスコンロ等でお湯を沸かす

　　　　　昼　　　  カップラーメン　　お茶　　ご飯（おにぎり）

　　　　　夕　　    マジックライス（五目御飯）　けんちん汁（缶）

２日目　　朝　　    缶のパン（２/4)　　コーヒー

　　　　　昼　    　レトルトカレーライス　　お茶

　　　　　夕　　    マジックライス（牛飯）　味噌汁缶

３日目　　朝　   　雑炊（けんちん汁煮）

１日目　　朝　　　　非常用白米　　味噌汁缶　　魚缶

4　水の確保 　１）　飲料水　　　  １人１日２Ｌ×１３０名×３日分＝７８０Ｌ

　２）　料理用水　　

　　　　断水の場合  　１人１日１Ｌ×１３０名×３日分＝３９０Ｌ

　　　水道使用可能　　衛生面に注意する。飲料水に使用する場合は必ず煮沸する。

5　野外炊飯器具 災害が長引き、復旧が遅れ３日分の食糧が無くなった時点で、米、調味料等の

場所の確保 材料を使用し炊き出しをする。（国、県からの物資調達もありうる）

     器具　　ケトル（１０Ｌ）　大鍋　持ち出し可能な厨房器具を使用する。

     場所　　状況により判断

非常時献立

（災害の程度に応じて、卓上コンロを使用する。）

災害用備蓄食糧計画　　　

項目 非常　災害時対策

1　備蓄　食料量 利用者　６０名×３食×３日分＝５４０食

職員　　４０名×３食×３日分＝３６０食

避難者　３０名×３食×３日分＝２７０食　　　計１１７０食

2　非常災害食倉庫 場所　　　　非常用物資保管庫　　　　　　厨房倉庫

3　燃料確保 ガス停止により　第１日目は燃料使用不能と考え食料品の選定にあたる。



風邪予防・・手洗い、うがいの施行

【年間計画】

医務業務計画

【業務方針】

 高齢になると老化による生理機能の低下があり、あらゆる面で障害が起きてきます。

老化によって予備力・回復力の低下・防衛力の低下・適応力の低下により、疾病にかかりやすく

なり治りにくいということもみられます。体調を崩すことがない様にまた、早期に気付く事が出

来る様に嘱託医や他職種と連携を図りながら看護に努めていきます。

荘内の清潔保持　　衣替え６

月 医療業務内容 健康指導内容

４

職員前期健康診断・・地の森クリニック 風邪予防・・

（胸部レントゲン・心電図・血液検査・尿検査　　　　　　　　手洗い、うがいの施行

　　　　聴力検査・視力検査・問診・体重・身長）　

５／14
利用者前期健康診断・・予防医学協会 気候の変化にあった衣類・寝具の

（胸部レントゲン・心電図・血液検査・尿検査） 調節

７ 利用者の体調管理・職員は自己の体調管理 食中毒・夏風邪予防

利用者健康診断結果の指導～8月

８ インフルエンザ予防接種と予防投薬の確認

９
気候の変化にあった衣類・寝具の

調節

１１

冬季感染症の予防月間　～4月 感染症対策・マスクの着用　～4月　

インフルエンザ予防接種 風邪予防・・手洗い、うがいの施行

感染症予防対策の物品購入、消毒薬品の整備 健康診断結果の指導　～12月

職員後期健康診断（夜勤者）・・地の森クリニック

（血圧・体重・尿検査・問診）

１０

利用者後期健康診断・・吉浜荘 衣替え

（血液検査・尿検査・血圧）

１２ 冬季感染症（インフルエンザ・ノロウイルス）の 居室の温度・湿度の管理

～

予防と消毒の徹底 荘内の換気

利用者の体調管理・職員は自己の体調管理

※血圧、酸素飽和度測定・体重測定毎月実施

※随時歯科医による往診

一行為・一手洗い（消毒）の徹底

３

※嘱託医による廻診（毎週水曜日午後）

※随時通院診察



ＡＥＤを利用した心肺蘇生法訓練

12 消防設備点検 施設内の消防設備の自主点検を行う

2 部分訓練 通報装置と放送設備の初期動作訓練

5

9 夜間訓練 未定 参加協力　後山地域

10 総合訓練 未定 参加協力　古川ポンプ

11 救急法

消防訓練実施計画

月 消防訓練内容 想定火点 付　　記

7 非常災害避難訓練 水害・土砂崩れを想定した避難訓練

総合訓練 未定 参加協力　三陸分署

6 地震訓練 地震発生時の初期動作訓練



東北ブロック協議会 ・東北ブロック身体障害者施設職員専門研修会(仙台市）

※そのほか、介護・看護技術の向上に関わる研修、相談支援・相談援助技術の向上に関わる研修など

・吸痰研修(講義・実地研修)

福祉の里センター ・福祉施設職員の専門研修

いわてリハビリセンター ・リハビリテーションに関する研修

沿岸広域振興局 ・コミュニケーションスキル研修

・ＯＪＴ研修

・メンタルヘルス(管理者編・セルフケア)

　随時参加を検討する。

気仙地域ﾘﾊﾋﾞﾘ広域支援ｾﾝﾀｰ ・リハビリ関係職員研修

・高次脳機能障害に関する研修

岩手県立大学
・ファシリテーション研修

・コーチング研修

・サービス管理責任者研修(講義・演習)

岩手県 ・サービス管理責任者フォローアップ研修

岩手県福祉事業団 ・福祉職員キャリアパス(初任者・中堅職員・チームリーダー編)

・苦情解決に関する研修

・虐待防止

・リスクマネージメント（基礎編・実践編）

岩手県協議会 ・県内身体障害者施設職員研修会

・権利擁護、虐待防止等に関する研修

・福祉サービス第三者評価に関する研修

・県内身体障害者施設職員派遣研修

全国社会福祉協議会 ・スキルアップ研修　

全国身体障害者施設協議会 ・リスクマネージャー養成講座(初級・上級)

岩手県社会福祉協議会 ・東北ブロック身体障害者施設職員研修会（花巻市）

・主任・係長講座

＊新任職員研修 新採用職員 1年間 部所係長

外部研修報告は生活支援員会議にあわせ隔月実施。

外部研修計画（主なもの）

主　　催

平成30年度吉浜荘事業計画 全職員

研　修　テ　ー　マ

・全国身体障害者施設協議会研究会大会（大阪府）

障害者虐待 全職員 7 月 虐待防止委員会

コミュニケーション 全職員

内部研修計画

研修テーマ(予定) 時期 依頼先・担当（予定）

4 月 施設長

11 月 未定



委員
（各部所より参加）

　と。

虐待防止委員会 隔月 委員長
委員
（各部所より参加）

・第三者評価結果を受けて業務

　改善の検討、提案。

・人権擁護、虐待防止に関する

　こと。

感染症予防委員会 隔月 ・感染予防に関すること

第三者評価に伴う
業務検討委員会

随時 委員長

事故防止委員会 毎月１回
・事故防止に関すること

委員長
委員
（各部所より参加）・事故報告に関すること

委員長
委員
（各部所より参加）

喀痰吸引等医療
行為安全委員会

毎月１回
・吸痰、経管栄養等に関するこ

委員長
委員
（各部所より参加）

防災委員会 随時 ・防災に関すること 防火責任者
施設長・事務長・課長
係長・主任栄養士
防災担当者

個別生活支援会議 随時
・利用者個別の生活支援に関す サービス

管理責任者
関係職員

　ること

・支援、看護、給食の連絡調整 主任・副主任

　に関すること 主任栄養士・サビ管

・利用者支援に関すること

リハビリ会議 随時 ・リハビリに関すること
ﾘﾊﾋﾞﾘ担当責

任者
リハビリ担当職員

係長・主任者会議 随時

・介護看護業務に関すること

業務支援課
長

　こと

医務会議 毎月１回
・医務看護業務に関すること

医務課長
課長・看護師

・健康管理に関すること

課長・係長

職員会議 随時 ・施設全体に関わる諸問題 事務長 全職員

業務連絡会議 毎月１回

・各会議の報告

生活支援員
サービス管理責任者

献立会議 毎月１回 ・献立に関わること 主任栄養士
利用者・各部所（支援･
看護師･サビ管）より1
名

給食会議 毎月１回
・給食に関わること

主任栄養士
・利用者の健康に関わること

生活支援員会議
隔月

(偶数月)

・介護支援業務、処遇に関する

生活支援係長

・職員間の連絡調整

事務長

施設長

・職種間の連絡調整 課長・係長

・全体的な業務内容の検討 主任栄養士

・その他

各部所（支援･看護師･
サビ管）より1名

業務改善委員会
１０月
（随時）

・職員提案等の判定・審査 事務長
施設長・課長

係長・主任栄養士

会議等年間計画
会議名 開催時期 内容 担当者 参加者

荘内会議 理事長決裁日 ・施設に関する情報等の共有 施設長
理事長・施設長
事務長・課長

ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ委員会 随時
・コンプライアンスの推進に関

施設長 事務長・課長
　すること



業　務　分　担　表
担　当　職　名

業　務　分　担
正 副

施設長 事務長

（1）施設運営、管理の統括等に関すること。

（2）

（5）職員人事に関すること。

係

理事会の決定事項の執行及び業務報告等に関すること。

（3）法令等遵守に関すること。

（4）中長期経営計画の推進に関すること。

（6）地域貢献に関すること。

（7）公印の保管に関すること。

事務長

施設長

（1）法人の事務全般に関すること。

（2）

業務改善に関すること。

副主任事務員

（8）

（6）諸会議（荘内会議・業務連絡会議・職員会議等）開催記録保管

等に関すること。

（7）

福利厚生及び研修等に関すること。

諸規程の整備等に関すること。

（3）財産の管理等に関すること。

（4）年間行事計画の策定及び進行管理等に関すること。

（5）事業の企画・統計及び諸整備に関すること。

（9）契約等に関すること。

（10）補助金に関すること。

（11）

（27）外来者の受付、案内及び連絡等に関すること。

寄附金品の受入等に関すること。

（16）物品の購入・検収・出納保管管理・支払に関すること。

（18）障害福祉サービス費請求等に関すること。

（19）利用者負担金等の徴収に関すること。

生活支援課長 （12）外部関係機関が行う研修参加に関すること。

（13）現金の保管管理に関すること。

事務員

（14）内・外関係機関との連絡調整等に関すること。

（15）施設サービス区分（会計）に関すること。

副主任事務員

生活支援課長 （29）福祉サービス第三者評価結果後の業務改善に関すること。

管理係長兼生活支援員 管理副主任兼生活支援員

（1）施設及び設備の維持・補修・管理に関すること。

（2）施設内外の清掃・整理整頓・美化及び点検等に関すること。

（24）利用者不在者投票に関すること。

（25）公文書の収受、発送、保存等に関すること。

（26）郵券受払いに関すること。

（20）ホームページに関すること。

（22）給与等支払に関すること。

（23）利用者預り金に関すること。

（17）利用者の死亡に伴う、連絡及び遺留金品等に関すること。

総
務
課

総
務
課
（

管
理
係
） 管理副主任兼生活支援員

管理係長兼生活支援員

（6）車両の運行管理等に関すること。

（7）公用車の運転業務に関すること。

（8）燃料の使用状況及び補充に関すること。

業務支援課長兼
ｻｰﾋﾞｽ管理責任者

主任業務支援員兼
ｻｰﾋﾞｽ管理責任者 （30）福祉サービス苦情解決に関すること。

事務員 副主任事務員

（21）本部サービス区分（会計）に関すること。

業務支援課長兼
ｻｰﾋﾞｽ管理責任者

主任業務支援員兼
ｻｰﾋﾞｽ管理責任者

（3）専用水道水の維持管理等に関すること。

（4）ボイラー等各種設備の維持管理に関すること。

（28）慰問､見学､ボランティアの受け入れ等に関すること。

生活支援係長

（9）施設の危険物取扱いに関すること。

副主任事務員

（10）防災・防火等に関すること。

（11）防災委員会の開催等に関すること。

（12）荘内の火気点検、避難訓練に関すること。

（5）職員の安全運転教育、啓発に関すること。



生活支援員 生活支援員 (22)

書類作成・申請・業者間との連絡調整に関すること。①
生活支援員生活支援係長

生活支援員 生活支援員

補装具申請書・業者間との連絡調整に関すること。

リネン、寝具類及びリネン室管理、材料倉庫の物品の受け払い

及び管理に関すること。

業　務　分　担　表

その他介護業務等に関すること。

生活全般の経過、状況把握等に関すること。

身の回りの生活支援に関すること。

衣類の洗濯､補修､居室の整理整頓、所持品の管理物品購入等、

支援、介護介助に関すること。

移乗､移動､洗面､整容､食事､入浴､清拭､更衣､排泄等日常の生活

係
担　当　職　名

正 副

生活支援課長
生活支援係長

生活支援係長

生活支援係長

行事、催しものに対する計画参加及び実施等に関すること。

生活支援係長 生活支援員 虐待防止委員会に関すること。

（5）生活支援員会議に関すること。

（10）利用者の外出、外泊に関すること。

①

生活支援員

医務課長

すること。

業　務　分　担

（1）施設長に対する、支援業務に関係した諸報告と事前協議等に関

（20）

④

③

(13)

③

①

（2）利用者と職員の融和と調整に関すること。

（3）生活支援職員の指導、統制に関すること。

喀痰吸引等医療行為安全委員会に関すること。

事故防止委員会に関すること。

行事、催しものに対する計画参加及び実施等に関すること。

②

(14)

②

（11）利用者棟の清掃、整理整頓に関すること。

(12) 利用者の生活支援、介護介助に関すること。

生
活
支
援
課

(9) 勤務割表の作成に関すること。

生活支援係長

(8) 勤務調整とスケジュールに関すること。

④ 配膳、給食、保健衛生、栄養指導等の補助に関すること。

副主任生活支援員

主任生活支援員

（4）サークル活動等余暇利用の計画・指導助言等に関すること。

利用者の定期買い物に関すること。

リハビリ等に関すること。

ＰＴ他関係機関との連絡調整に関すること。

利用者のリハビリの実施に関すること。

職員への指導助言に関すること。

記録(リハビリ日誌、ＰＴの指導、補装具作成等)に関すること。

(6) 新任職員研修(生活支援員)に関すること。

(15)

(16)

（17）

副主任生活支援員

主任生活支援員

副主任生活支援員

生活支援係長
　

生活支援員

生活支援員

主任生活支援員

(7) 記録（生活支援員日誌、食事入浴等の介護記録、諸会議録等）

に関すること。

生活支援係長 主任生活支援員

(23) 施設内広報(壁新聞)の発行と、行事等の利用者に向けた写真販売

に関すること。

（21）

生活支援員 生活支援係長

主任生活支援員 副主任生活支援員

生活支援員 生活支援係長

（18）

（19）



（9）

係長主任者会議に関すること。

（20）利用者支援の資質向上のため、職員内部研修の実施に関するこ

と。

(21)

業
務
支
援
課

（14）

（13）

生活支援課長

業務支援課長 生活支援係長

主任業務支援員兼サービス管理責任
者

業務支援課長兼ｻｰﾋﾞｽ管理責任者

業務支援課長兼ｻｰﾋﾞｽ管理責任者

生活支援員

（19）

(15)

業　務　分　担　表

係

担　当　職　名

業　務　分　担

正 副

実習の受け入れに関すること。

（18）短期入所に関すこと。そのための関係機関との連絡調整等。

（17）

通所利用に関すること。

（10）他サービス事業所との連絡調整に関すること。

（11）利用者の地域生活移行支援のため、社会資源の活用、家族・関

係機関との連絡調整に関すること。

整等。

（16）利用者身上調査及び利用者台帳等の作成等に関すること。

家族会に関すること。

家族との連絡調整、面会者との対応等に関すること。

利用者の入退所に関すること。そのための関係機関との連絡調

(12) 家族からの相談に関すること。

施設広報「水平線」の発行等に関すること。

（5）

対話集会の企画立案、実施、取りまとめ、対応等に関すること。

（6）利用者に対する必要事項の連絡及び徹底等に関すること。

（7）記録（サービス管理日誌・ケース記録・諸会議等）に関するこ

利用者相互間の融和と調整等に関すること。

(8)

と。

個別支援計画の作成とモニタリングに関すること。

(2) 個別支援会議の開催と計画作成に関係する利用者と職員の意見

調整等に関すること。

(1)

関すること

(4)

(3) 個別支援計画について利用者、家族への説明、職員への周知に

利用者の生活相談、意向調査、支援等に関すること。

業務支援課長兼　　ｻｰﾋﾞｽ管理責任者
主任業務支援員兼サービス管理責任

者

主任業務支援員兼サービス管理責任
者

生活支援課長

業務支援課長兼ｻｰﾋﾞｽ管理責任者生活支援課長



③ 医務物品の出納保管に関すること。

⑤ その他医務、看護業務に関すること。

（7）利用者の病気や障害を考慮した栄養指導に関すること。

④ 勤務割表の作成と調整に関すること。

(11) 感染症予防委員会に関すること。

（9）関係機関との連絡調整に関すること。

（10）吸痰吸引、経管栄養等の実施研修に関すること。

医務関係の記録に関すること。

（11）行事食に関すること。

（12）給食・献立会議の開催に関すること。

（1）利用者に対する診察、治療等に関すること。

（2）利用者、職員の健康管理等に関すること。

総
務
課
（

給
食
係
） （8）災害用備蓄食糧の計画、保管、対応に関すること。

委託業者との連絡調整に関すること。

（1）

（10）関係職員及び関係機関との連絡調整に関すること。

（5）厨房休憩室及び厨房トイレの清掃に関すること。

（7）厨房機器の管理、保管に関すること。

（6）給食材料の検収に関すること。

利用者及び職員への栄養指導に関すること。

（3）献立・嗜好調査に関すること。

（4）調理室の清掃等に関すること。

医
　
務
　
課

（13）

（3）嘱託医定期診察、連絡、調整に関すること。

嘱託医以外の受診に関すること。

医師の指示に従った利用者の受診、治療、看護全般に関すること。

利用者の定期健康診断に関すること。

利用者のインフルエンザ等予防接種に関すること。

（12）

看護業務の掌握と看護師の統率等に関すること。

① 医務会議に関すること。

（4）

（5）

（6）

②

業　務　分　担　表

係
担　当　職　名

業　務　分　担
正 副

事務長

管理係長兼生活支援員

医務課長

看護師 主任看護師

生活支援課長

副主任生活支援員

主任看護師

医務課長 主任看護師

利用者の食事、栄養管理、指導に関すること。

（2）

職員のインフルエンザ等予防接種に関すること。

看護師 医務課長
職員の定期健康診断に関すること。（14）

（15）

（8）利用者の健康管理全般に関すること。

主任栄養士

嘱託医 医務課長

（9）

医務課長

委託業者栄養士



主任栄養士 給食業務外部委託業者

平成30年度　組織図及び系統図

副主任事務員 事務員

ＩＷＡＴＥあんしんサポート事業
相　談　員

防災担当

苦情解決第三者委員 管理係長兼生活支援員 管理副主任兼生活支援員
水道・営繕担当

車輌・給油担当

業務支援課長兼ｻｰﾋﾞｽ管理責任者 主任業務支援員兼ｻｰﾋﾞｽ管理責任者

環境・整備担当

社
会
福
祉
法
人
　
愛
生
会

障
が
い
者
支
援
施
設
吉
浜
荘

清掃員（臨時）

施
設
長

事
務
長

生活支援課長 生活支援係長 主任生活支援員 　副主任生活支援員 生活支援員

　勝久会　気仙苑リハビリ訓練指導員 リハビリ・補装具担当

外部講師 サークル担当

嘱託医師
医務課長 主任看護師 看護師


