
やすらぎ荘
平成26年度

①行事（教養娯楽）の実施
修祓式 神主による御祓い

誕生祝い ユニットごとに企画・実施

花サークル わいわい広場

茶話会（花サークル） わいわい広場

歌サークル わいわい広場

セラピードッグ セラピー犬とのふれあい

ミニドライブ会
各ユニットにて外出。買い物、お
花見など個別の希望に合わせて

新年行事（おとそ、獅子舞、おみくじ） 正月行事

新年お茶会（初釜） わいわい広場

節分（豆まき） 各ユニットで企画・実施

雪明りの路 中庭で雪明りと甘酒サービス

桃の節句（ひな祭り） 各ユニットで企画・実施

お好み生寿司 各ユニットで実施

出前調理
天麩羅・そば・ハンバーグ・コ
ロッケ・餃子

敬老お茶会 わいわい広場

餅つき わいわい広場

クリスマス会 各ユニットで企画・実施

②会議等の開催

職員会議 全職員

ユニット会議
ユニット単位で担当介護職及び介
護係長

係長会議
主任職以上　　他に臨時的開催あ
り

グループ連絡会議
やすらぎ荘、デイ、ケアプラン、
包括連絡会議

介護課会議
施設長、介護課長、介護係長、介
護主任、介護副主任

主任会議

施設長、副施設長、介護課長、介護係
長、相談係長、看護係長、介護主任、介
護副主任、相談主任、管理主任、管理栄
養士、機能訓練指導員

給食会議

施設長､副施設長、管理栄養士、
介護課長、看護係長、委託先栄養士、委
託先調理責任者、　委託先営業担当責任
者

ケアカンファレンス
相談主任、介護支援専門員、相談員、介
護職員、看護職員　管理栄養士、機能訓
練指導員

研修委員会 施設長、副施設長、研修委員5名

感染対策委員会 係長職以上

入所優先度判定委員会
施設長、介護支援専門員、相談主任、相
談員、介護課長、看護係長、第3者委員2
名

身体拘束廃止委員会 身体拘束廃止委員

相談係会議
相談係長、相談主任、相談員、介
護支援専門員

看護係会議 看護係長　看護職員

管理課ミーティング 事務職員

事故防止委員会
施設長、副施設長、介護課長、相談係
長、看護係長

③研修の実施

毎月1回　年間12回

毎月1回　年間12回

12/19、3/16

必要時随時開催

年間  回

8/1、9/2、10/2、11/4、
12/1、1/5、2/2

必要時随時開催

4/25、7/24、10/29、1/30

必要時随時開催

毎月1回　年間12回

毎月1回　年間12回

毎月1回　年間12回

毎月1回　年間12回

毎月1回　年間12回

毎月1回　年間12回

12月17日

12月24日

毎月1回　年間12回

通年

1月1日

インフルエンザのため中止

2月

2月6日

3月

毎月初日　年間12回

利用者の誕生日にあわせて

毎月1回　年間12回

毎月1回　年間12回

毎月1回　年間12回

毎月1回　年間12回

3/17～3/19

通年

9月15日



ア　内部研修

虐待防止 全職員

感染予防 全職員

介護上の医療知識 全職員

褥瘡について 全職員

ちょうじゅ新システム操作研修 全職員

24時間シート作成操作研修 介護職員

モリトー介護技術研修 介護職員

イ　派遣研修等

ユニットケア指導者勉強会 4月23日 東京都 介護係長　介護係長補佐

前期ユニットケア研修関係者連絡会 4月24日 東京都 施設長　介護係長　介護係長補佐

後志老人福祉協議会役員会・総会 4月28日 倶知安 施設長

北海道ブロックユニットリーダー研修指導
者勉強会（1回目）

5月2日 札幌市 介護係長　介護係長補佐

第4回ユニットケア研修（ユニットリー
ダー研修）座学

6月9日～11日 札幌市
施設長 介護係長・係長補佐 ・副主任 介
護職員 介護支援専門員

全道老人福祉施設研究大会 7月10日～11日 札幌市 施設長　介護主任　介護副主任

道老施協臨時総会 7月10日 札幌市 施設長

第13回ユニットケア研修（ユニットリー
ダー研修）座学

7月28日～30日 札幌市
施設長　介護係長　介護係長補佐
介護職員

第1回ユニットケア研修（ユニットリー
ダー研修）実地研修

6月16日～20日 札幌市 介護副主任

第2回ユニットケア研修（ユニットリー
ダー研修）実地研修

6月23日～27日 札幌市 介護副主任

排泄ケア実践実技研修会 6月29日 札幌市
介護係長 介護係長補佐 介護副主任 介護
職員 機能訓練指導員

日本在宅褥瘡創傷ケア推進協会　床ずれセ
ミナー

7月12日 札幌市 機能訓練指導員

経理業務効率化セミナー 7月14日 札幌市 副施設長

安全運転管理者講習 7月23日 小樽市 副施設長

視察見学（特養ホーム美瑛慈光園・老健ほ
の香）

8月6～7日 美瑛町 介護副主任　生活相談員

認知症介護実践リーダー研修　講義･実地
研修･実習報告まとめ

8/5～8･18～21､9/1～3､
10/27 札幌市 介護主任

後志老施協　直接処遇職員研修会（前期） 8月25日～26日 小樽市 介護職員

道社協　新任介護職員研修 9月4日～5日 札幌市 介護職員

認定調査員研修（現任研修） 9月5日 札幌市 介護支援専門員

視察見学（特養ホーム美瑛慈光園・老健ほ
の香）

9月11日～12日 美瑛町 相談主任　介護主任　介護職員

社会福祉施設管理・運営セミナー 9月16日 札幌市 副施設長

改定納付金制度の適用対象企業の拡大に関
するセミナー

9月16日 小樽市 事務職員

苦情解決システム研修会 9月17日 札幌市 相談主任

結核講習会 9月26日 小樽市 看護主任

後志老施協　事務職員研修会 9月25日～26日 倶知安 管理主任

老人福祉施設研究発表会 9月29日～30日 札幌市 管理栄養士　介護職員

特殊浴槽視察（酒井医療・特養ホーム清明
庵）

10月7日 札幌市
介護係長　介護係長補佐　介護主任･職員
機能訓練指導員

北海道高齢者虐待防止推進研修会〔施設
編〕

10月10日・20日 札幌市 生活相談員　介護支援専門員

特定給食施設・給食施設の栄養担当者研修
会

10月14日、3月20日 小樽市 管理栄養士

後期ユニットケア研修関係者連絡会 10月17日 東京都 介護係長

介護福祉士実習指導者講習会
10月18･19日、11月

1･2日
札幌市 介護係長補佐

12/19

1/19

5/12～15

11/19、2/2

1/8～9、1/14、2/3

8/18

11/21



安全な介護実技講座入浴篇 10月18・19日 美瑛町 介護職員　機能訓練指導員

後志管内介護保険施設等集団指導 10月20日 小樽市 副施設長

後志感染管理研修会「中級コース」 10月25日 ニセコ 看護係長　看護主任

後志老施協　直接処遇職員研修会（後期） 10月30・31日 小樽市 介護職員

北海道ブロックユニットリーダー研修指導
者勉強会（2回目）

10月30・31日 札幌市 介護係長　介護係長補佐

事故予防と緊急時対応研修 11月4日 札幌市 看護係長

特殊浴槽視察（アルファパレス(サ高住)） 11月6日 石狩市
介護係長　介護係長補佐　介護主任･職員
機能訓練指導員

後志老施協　給食関係職員研修会 11月6日 黒松内 管理栄養士

第26回ユニットケア研修（ユニットリー
ダー研修）座学（事務局）

11月12～14日 札幌市
施設長　介護係長　介護係長補佐　介護
主任･副主任･職員

後志老施協　生活相談員研修会 11月20日 昆布町 生活相談員　介護支援専門員

キャリアパス支援研修 11月22日 小樽市
施設長 介護係長補佐･主任･職員 看護職員
介護支援専門員

日本人の食事摂取基準研修会 11月24日 札幌市 管理栄養士

排泄ケアセミナー 11月25日 札幌市 介護職員　機能訓練指導員

社会福祉法人・社会福祉施設経理取扱実務
研修会

11月26日 札幌市 事務職員

介護支援専門員実務従事者基礎研修 12月2～5日 札幌市 介護支援専門員

福祉サービス第三者評価基準を活用した自
己評価研修会（高齢編）

12月13日 札幌市 相談主任

法人役員・施設長専門研修(社会福祉施
設）

12月16・17日 札幌市 施設長　副施設長

老人福祉施設長研修セミナー・道老施協定
期総会

1月15日 札幌市 施設長

労働衛生セミナー 1月20日 札幌市 管理主任

ユニットケア研修フォローアップ研修 1月23日 札幌市
施設長　介護係長　介護係長補佐・副主
任・職員

社会福祉法人経営実務セミナー 1月29日 札幌市 副施設長

後志老祉協　施設長研修（主幹施設） 2月9・10日 小樽市 施設長　副施設長　管理主任　事務職員

ユニットケア施設管理者研修 3月2日～4日 東京都 施設長

ユニットリーダー研修実地研修施設長会 3月11日 横浜市 施設長

ユニットケア研修フォーラム2015 3月12日 横浜市 施設長

介護保険制度改正説明会 3月20日 小樽市 副施設長

④実習､教育､ボランティアの受け入れ
ア　実習､教育

小樽病院高等看護学院「施設実習」 延べ132名

小樽高等看護専門学校「施設実習」 延べ105名

ユニットリーダー実地研修 延べ150名

道社協職場体験 延べ5名

認知症介護実践リーダー研修「他施設実習」 延べ3名

小樽歯科衛生士専門学校「ヘルパー研修」 延べ92名

小樽商業高校インターンシップ 延べ9名

小樽水産高校インターンシップ 延べ9名

社会貢献活動者受入 延べ6名

薬科大学 延べ10名

大原医療福祉専門学校「介護福祉士現場実
習」

延べ6名

市民後見人養成「施設実習」 延べ2名

札幌福祉医薬専門学校ボランティア 延べ18名

介護労働安定センター「介護職員初任者研
修」

延べ2名

医師会看護高等専修学校「施設実習」 延べ40名

北海道社会福祉協議会 延べ6名

7月、9・10月、2・3月

9月

10月

10月

11・12月

3月

9月

9・10月

9月

9月

9/5、11/10、12/24

10月

4月～8月

5月～8月

6月、8月、11・12月

8月



イ　ボランティア・寄贈

三期会 行事補助､交流、中庭環境整備

福田　直樹 ピアノ演奏会

ドリーム琴アンサンブル演奏会 琴演奏会

群来の会 ユニットでの手打ちそば振舞

長橋中学校 合唱会

髙橋しげる 蓄音機

中央幼稚園 園児の遊戯など

長橋保育所 園児の遊戯など

社団法人日本中国料理協会小樽支部 しゅうまいの寄贈

平野　博信 紙オムツ

神原　正依 紙オムツ

泉　幹房 紙オムツ

塩谷　ユウコ 紙オムツ

群来の会　代表　工藤文明 車イス

工藤　祐子 石臼、杵

中本　慎治 紙オムツ

堀江　賢二 寄付金、車イス、電動ベッド

清水　一彦 寄付金

松井　一頼 タンス、ソファ

天上寺 みかん

ウ　視察来訪

台湾台中市台中県合同行政区 17名

特別養護老人ホーム慶和園 8名

韓国ソウル市江西区代表団 25名

泊村特別養護老人ホームむつみ荘 13名

特別養護老人ホーム仁木長寿園 10名

友遊クラブ（市保険所） 10名

札幌市東区社会福祉協議会 30名

医療法人英生会　老健のっぽろ 4名

八雲町特別養護老人ホーム厚生園 3名

韓国視察団 35名

職場見学ツアー（高校生） 5名

⑤防災､設備保守の実施
ア　防災関係

防災訓練①(法人・オタモイ町会合同訓練）
消防職員立会　避難誘導、防災ビ
デオ視聴など

防災訓練②
夜間想定　消防職員立会　避難誘
導通報訓練など

非常通報装置点検
大成サービス㈱、小樽防災トータ
ルシステム

消防設備点検
大成サービス㈱、小樽防災トータ
ルシステム

全館停電点検実施
大成サービス㈱、小樽防災トータ
ルシステム

3月10日

年2回　　9月　3月

年2回　　9月　3月

10月15日

9月25日

9月8日

9月10日

9月26日

12月11日

7月24日

7月25日

7/31、8/21、9/29、10/10、11/20

8月15日

8月27日

8月27日

12月20日

11/11、12/6

12月15日

12月25日

1月24日

6月30日

5月19日

6月2日

6月10日

10月23日

10月19日

12月18日

9月26日

7月4日

10月9日

11月7日

11月14日

年間25回　延191名

2月13日

8月8日

10月12日



イ　設備保守関係

特殊建築物定期検査 大成有楽不動産㈱

設備巡回保守検査 大成有楽不動産㈱

厨房衛生点検 北日本消毒

厨房グリーストラップ清掃 北日本消毒

ボイラー定期検査 大成有楽不動産㈱

受水槽清掃 大成有楽不動産㈱

水質検査 大成有楽不動産㈱

雑排水槽清掃 大成有楽不動産㈱

電気設備定期点検 大成有楽不動産㈱

自動ドア点検 大成有楽不動産㈱

エレベーター点検 大成有楽不動産㈱

ばい煙測定 大成有楽不動産㈱

オゾン発生装置点検 大成有楽不動産㈱

床ワックス清掃 小樽ビル管理㈱

環境細菌検査 小樽ビル管理㈱

窓ガラス清掃 小樽ビル管理㈱

冷温水発生機点検 大成有楽不動産㈱

冷却塔点検 大成有楽不動産㈱

電気年次点検 大成有楽不動産㈱

エアコン点検 大成有楽不動産㈱

厨房エアコン点検 大成有楽不動産㈱

エアフィルター清掃 大成有楽不動産㈱

⑥保健衛生
ア　職員

職員健康診断① 全職員

職員健康診断② 夜勤職員　フォローアップ検診

腰痛検査① 介護職員　看護職員

腰痛検査② 夜勤職員
インフルエンザ予防接種 職員希望者

イ　利用者

嘱託医による診察 内科2回／週　外科1回／月

体重測定

レントゲン検診 嘱託医師

健康診断 嘱託医師

インフルエンザ予防接種 希望者

理容および美容 理美容師来訪

ウ　給食関係

貯水槽検査 小樽市保健所

⑦地域､対外活動
小樽市社会福祉協議会評議員会 施設長－評議員

小樽市地域密着型サービス運営委員会 施設長

苦情解決システム研修会（講師） 9月17日 札幌市 施設長

第4回ユニットケア研修（ユニットリー
ダー研修）講師

6月10日 札幌市 介護係長補佐

⑧その他の活動
ホーム内機関紙（独柳）の発行

衆院議員選挙不在者投票

介護保険施設等集団指導 市民会館

医務室立入検査 小樽市保健所

10月20日

9月4日

毎月発行　年12回

12月11日

11月7日

年5回開催

6月26日

毎月

5月1日より順次

12月

11/10,11/13

月3回程度

4/11

10/6

8/6、8/8、8/11、8/12、8/26、
9/1、9/2、9/10

2/5、2/6、2/10、2/20
11/10、11/14

10月28日

10月15日

6月10日

6月18日

7月15日

9月17日

11/25～11/29

年2回　9月10日、3月12日

6/10～14

年2回　5月29日、10月14日

10月15日

10月15日

　偶数月

年3回　7月15日　11月18日　3月18日

各月　年12回

3月19日

偶数月実施　年6回

毎月

毎月

9月27日

10月15日

9月26日


