
①　行事（教養娯楽）の実施

パークゴルフ始球式 施設敷地内コース

喫茶「えがお」

開院記念日 お祝い弁当

ミニ運動会

利用者・職員対抗パークゴルフ対抗戦 9/18 施設敷地内コース

白寿お祝い贈呈 対象者2名

初釜

ひな祭り茶会

②　会議の開催

6月、3月 退職者あいさつ

平成24年度 養護老人ホーム小樽育成院　事業報告

代表者会議 毎月２回　年間２４回 主任以上管理職

華道 毎月１回活動

集会 毎月２回　年間２４回 利用者へのお知らせ・懇談

クラブ活動

ウォーキング 毎週１回活動 クラブ活動、ハイキング２回実施

外出支援プログラム 通年

5/25

遊ぼう会 毎月１回　年間１２回 レクを兼ね介護予防　虹の会協力

自力外出困難利用者に対し

5回に分けて実施

実施（買い物など）

毎月１回　年間１２回

6/10

6月～7月

ケアカンファレンス（対象者…特定入居者） 東西各月１回及びプラン立案必要時 介護支援専門員　訪問介護員ほか

抑制廃止委員会 不定期（抑制検討必要時） 抑制廃止委員（各部署より）

ケース会議（対象者…養護入居者全員） 毎月１回　年間１２回 介護職員　看護職員　相談員

感染対策委員会 不定期（新型インフル関連） 概ね３ヶ月ごとに実施

介護事故防止委員会 不定期（事故発生時） 事故防止委員（各部署より）

職員会議 毎月月末開催　年間１２回 全職員

エンジョイクラブ 毎月１回活動 クラブ活動　自由参加

映画会 毎月１回活動 余暇活動　自由参加

臨時集会

カラオケ 毎月１回活動 クラブ活動

リズム体操 毎月１回活動 クラブ活動

パークゴルフ 5月～9月　晴天日に自由活動 クラブ活動

民謡 毎月１回活動 クラブ活動

手芸 毎月1回活動 クラブ活動

詩吟 〃 クラブ活動

節分（まめまき）

3/2

お誕生祝いメッセージ贈呈 毎月対象者に贈呈 全員

2/1

新年交礼会・新年パーティ・獅子舞 1/4

1/4

1/9新春かるた会 虹の会協力

1/22

9/3米寿お祝い贈呈

クリスマス会 12/19 虹の会協力

生寿司昼食 10/1 、3/14 年２回提供

7/7 屋外芝生 虹の会・高等看護学院協力

修祓式 毎月初日　年間１２回 神殿

月例供養 毎月１回　年間１２回 仏間　８月のみ霊安殿で実施

集会室利用　虹の会協力

屋外ジンギスカン



③　研修の実施

ア）　内部研修

移動・移乗介助の基本

イ）　派遣研修

7/1、9/3 札幌市

小樽市

札幌市

9/12 札幌市

小樽市内

10/1-2

対人援助レベルアップ研修

管理職員研修

認知症スキルアップ研修

個別スキルアップ研修

ホームヘルプサービス研究大会

高齢者転倒予防アセスメント研修 10/5

後志老施協直接処遇職員研修

介護リーダー研修（上級）

介護職専門研修Ⅱ

派遣研修報告会 9月、11月、12月、1月、3月 

リスクマネジメント研修 8/27、11/5

全道老施協研究発表会（１事例発表）

後志老施協相談員研修

8/6 、10/3

職員会議終了後

6/22 介護・看護職対象　講師…竹田氏

リスクマネジメント（事故･ニアミス分析報告） 7/31 職員会議終了後

札幌市

生活リハビリ基礎講座 10/6 札幌市

自殺予防研修 10/18

札幌市

看護師専門研修 9/13-14 札幌市

入所系介護職員研修 9/19

札幌市認知症介護実践者研修 9月、12月

介護支援専門員更新研修

札幌市

7/12-13 札幌市

6/25 札幌市

介護事業者支援セミナー 7/10 札幌市

6/28-29 9/4-5 11/15-16 札幌市

7/9、10/11 札幌市

介護リーダー研修（初級）

中堅職員研修 6/14-15  9/19-20  11/1-2 札幌市

北海道老人福祉施設協議会研究大会 6/21-22 札幌市

平成2５年度事業計画・研修計画 3/29 職員会議内

コミュニケーション・処遇研修 6/11 札幌市

後志感染管理研修 6/2 ニセコ町

廃用症候群と生活リハビリ 2/22 介護・看護職対象　講師…竹田氏

施設内事例研究発表会 3/22 発表数６件

感染症対策研修会 10/29 職員会議終了後

高齢者における疾患 8/31 職員会議終了後

新規採用職員向オリエンテーション及び研修 4月、5月、7月、12月、1月 採用時実施

5/18 全職員 　講師…小樽消防署応急処置（心肺蘇生　AED　誤嚥処置等）

介護係引継ぎ 毎朝夕 介護職員

各部署におけるミーティング 毎朝夕 事務・相談・看護

業務前ミーティング 毎朝 各部署代表者

介護係フロア会議 毎月１回 東棟、西Ｃ、西Ｄ各担当職員

研修委員会 毎月１回　年間１２回 研修委員　施設内研修運営

訪問介護担当者会議 毎月１回　年間１２回 管理者　特定担当　サービス提供責任者

リスクマネジメント会議 毎月１回　年間１２回 介護職員　看護職員　相談員

給食運営委員会 毎月１回　年間１２回 利用者　職員　委託業者

業務課会議 毎月１回　年間１２回 業務課管理職　栄養士

札幌市

9/6-7、10/31-11/1 泊村　　小樽市

9/10-11、10/3-4、10/23-25

札幌市

札幌市

8/9-10

8/20-21



札幌市

札幌市

函館市

札幌市

医療知識向上研修 11/12 札幌市

11/19 札幌市

11/26 札幌市

後志老施協事務担当者研修 11/27-28 仁木町

結核医療技術者講習会 11/28 小樽市内

福祉施設管理・運営セミナー 11/29 札幌市

札幌市

札幌市

2/26-27 小樽市内

④　実習・教育・ボランティアの受け入れ等

ア）実習・教育・視察・調査等

余市町

イ）　ボランティア

⑤　防災・設備保守の実施

ア）防災関連

イ）　設備保守関連

5月

5月、6月

水栓交換 6/28-29 水道消費量節約

消防・スプリンクラー設備点検 毎年定期実施

茶道クラブ講師

7/18

5/22、11/20

窓ガラス・網戸清掃 6/22

理容ボランティア 毎月１回

火災訓練（夜間想定）

厨房内排水系統点検 4/19 、7/19、12/20、3/21 定期点検年４回

トイレ内手すり取付工事 転倒防止目的

毎月１回

2/13

4/9～8/2

道社協施設長研修 3/8

認知症をかかえる家族の会視察来訪 10/20

後志老施協施設長研修

キャリアアップ研修 2/12

学習療法士認定研修

メンタルヘルス対策セミナー 11/12

11/15-16

CS（満足度）向上アイデアセミナー 10/29

介護職専門研修Ⅰ 11/5-6

レクリーダー養成研修

詩吟クラブ講師 毎月１回

電気系統　デマンド機器設置 電気消費量節約

コープ虹の会 毎月２回　年間２４回

札幌市

民生委員

8班に分けて受入れ

北広島市第一住区視察来訪 9/27

高等看護学院実習

遊ぼう会　喫茶「えがお」ほか

華道クラブ講師 毎月１回

11/4

リスクマネジメント研修 11/7

札幌市

札幌市

感染予防研修 10/29

札幌市

スーパービジョン研修

札幌市

札幌市

職場環境改良セミナー

施設長研修セミナー 1/24

養護老人ホーム勉強会

新任介護職員研修 11/13-14

施設内定期清掃ワックス掛け

4/24

3/18 通報・初期消火・ 利用者搬送訓練

自衛消防訓練 6/12 小樽市消防センター

4/20、21 全館

転倒防止目的

ナースコール取替工事 経年劣化による更新

居室入口手すり取付工事



自動ドア点検 毎年定期実施

追加分

ばい煙測定

浴室（基盤）修理

浴室タイル補修

ボイラー点検

居室換気扇フィルター清掃 2/19

老朽化による入替

⑥　保健衛生

ア）　職員

イ）　利用者

ウ）　給食関連

西洋フーズサービス担当者

保健所

⑦　社会・地域・対外活動・老人クラブ活動

5/24

5/15 黒松内町

OT指導による自立支援 5/10、9/18、12/3

特定給食施設実地調査 12/5

給食委託業者第三者調査 11/2

特定給食施設栄養管理担当者会議 10/3

毎年２回

医務室・ヘルパーセンターワックス掛け 9/28

10/10

7/17、11/21、3/13

9/19、3/19 

11/12、11/19

全職員

インフルエンザ予防注射

暖房管・給湯管布設替工事（地下・１階） 6/13～9/25

9月 介護・看護職員

利用者要望にて増設

毎月１回開催 施設より協力者として出席

希望利用者

関西学院大学グリークラブOB

後志老人福祉施設協議会総会 4/26

施設長が委員として出席

老人クラブオタモイむつみ会定例役員会

倶知安町

後志老人福祉施設協議会相談員部会

4/5
決算報告　役員改選
事業計画・予算案

5/29、11/2、2/21

インフルエンザ予防注射 数回に分けて実施

後藤整形

高橋内科

小樽市養護老人ホーム入所判定委員会

その他往診診療 適宜 市内医院

歯科往診 適宜 あかり歯科ほか

栄養士出席

夜勤従事者腰痛検査

週１回

協力医師診察（内科） 週１回

夜勤従事者対象

嘱託医師診察（外科）

利用者健康診断

定期点検年１回

細菌環境検査

プロパン点検 9/29

ウオッシュレット取付

施設内２０箇所定点検査

エレベーター・電気系統点検 4/17 、7/17、10/17、1/15定期点検年４回

11/17

12/2

夜勤従事者対象4/18

受水槽・貯湯槽 8/21

希望職員

10/31

10/29

9/28(10/17)、3/22

2月

食堂ワックス掛け･浴室特別清掃

職員腰痛検査

夜勤従事者対象健康診断

12/18

6月より数回に分けて実施

職員健康診断

谷口Ｄｒ　高橋Ｄｒ

利用者散髪（有料） 適宜 市内理容師

レントゲン検診 7/5

嘱託医師診察（内科） 週１回 谷口内科

老人クラブオタモイむつみ会定期総会



長橋保育所

10/18 ボランティアとの情報交換

小樽市老人クラブ連合会50周年式典 11/6 会長･副会長出席

12/13

2/14-15 老人クラブ協力

⑧ その他
ア）贈呈・寄贈等

10/4 ルタオ様

イ）その他
サービス自己評価 4月 養護＆特定、訪問

社会保険算定基礎届事務説明会

特定・訪問

年末調整説明会

不在者投票説明会 衆議院議員選挙

ウ）利用者消費活動等

２業者が交互に販売

牛乳販売 毎週２回 月曜日　金曜日

11/14

共済会業務説明会 11/19

毎月４回

売薬販売 毎月１回 湿布、胃腸薬等

タオル寄贈 12/19 

みかん 1月

散髪、顔剃り

6/22

介護保険集団指導

『ちょうじゅ』システム説明会 11/21

売店 常設

11/27

11/28

湯の花様

かまぼこ 年末 伏見かまぼこ様

老人クラブ懇親会 9/24

シルバーエイジ作品展出品

7/30

9/28

産業会館

高橋茂氏

シウマイ寄贈 11/16 中国料理協会小樽支部様

手すり取付費用 4/17、5/30 品田電機会長様

焼き菓子寄贈

長橋幼稚園児来訪

みなとライオンズ様

雪明りの路（スノーキャンドル点灯）

11/16

10/18

長橋保育園児来訪

衆議院議員選挙不在者投票

盆菓子寄贈

7/12 黒松内町

7/14-16

11/19

天上寺様

毛糸靴下 12月 個人手編み

8/3

竜宮神社祭り 6/21

後志管内パークゴルフ

焼きイモ会

蓄音機演奏

ロース幼稚園

塩谷神社祭り 7/8

ボランティア懇談会

10/3-6

小樽祭り

パン販売 毎週火曜日 和光学園

身体障害者福祉協会

自販機２台 常設 バリアフリータイプ

有料理容

衣料販売 毎月１回


