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１　運営理念

　　　平成１４年の法人開設当初から基本理念として「真心のこもった対応で、

　　真剣に福祉に取り組み、真の福祉社会に貢献します」を掲げ、施設運営を

　　実践しています。

　　　具体的に、

　　　　①　私たちは、障がいを持つ方や高齢者の方などの生活において、その

　　　　　人が地域の中で、安心してごく普通に、その人らしい生活を、 後まで

　　　　　看続けることができる環境づくりを目指します。

　　　　②　私たちは、ご利用者とご家族・スタッフ・地域社会が心と心で結ばれ

　　　　　た福祉社会を目指します。

　　　　③　私たちは、真心のこもった対応で、真剣に福祉に取り組み、真の福祉

　　　　　社会に貢献します。

　　　以上の理念のもと、利用者の視点に立ちそのニーズを的確に把握するととも

　　に、利用者の自己決定と選択の尊重、その権利擁護の実現、人権の尊重や個人

　　の尊厳に配慮したサ－ビスの提供、又プライバシーの保護や個人情報の保護に

　　努め、信頼性の高いサービス提供を常に心がけ実践しております。

２　事業運営

第一種社会福祉事業　

　（イ）障がい者支援施設の経営

真養園　　　　　　　　　定員３０名

　（ロ）養護老人ホームの経営

シントラスト夢美苑　　　定員５０名

　（ハ）軽費老人ホームの経営

ケアハウスジョイハート　定員３０名

第二種社会福祉事業　

　（イ）障害福祉サービス事業の経営

短期入所

　真養園　　　　　　　　　定員３名

多機能型事業所

　千樹の森　　　　　　　定員５０名

共同生活援助事業所

　香旬　　　　　　　　　　定員９名

		大華							　　　					定員１０名

　（ロ）老人居宅介護等事業の経営

訪問介護事業所　　　シントラスト夢美苑

居宅介護支援事業所　シントラスト夢美苑（休止中）

　（ハ）相談支援事業の経営

障がい者相談支援センターリンクサービス

　（ニ）老人デイサービス事業の経営

デイサービス日十京　　　定員１８名

社会福祉法人真養会

（ショートステイ２名）
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　（ホ）認知症対応型共同生活介護の経営

グループホーム老花家　　　定員９名

３　役員計画

（１）理事・監事

　　①定　数理事６名 監事２名

　　②任　期平成２６年１０月８日から平成２８年１０月７日

平成２８年１０月８日から平成３０年１０月７日

　　③理事長陸田　孝則

　　④理　事金子　佑美（職務代行者）

山本　大五郎(平成28年6月9日　辞任)

髙熊　嘉則　(平成28年6月10日	就任）　

松井　安和　(平成28年10月7日	辞任)

尾垣　有三　(平成28年10月8日	就任)

荒尾　徹

原田　清高

　　⑤監　事中山　利彦

田村　滋

（２）評議員

　　①定　数１３名

　　②任　期平成２６年１０月８日から平成２８年１０月７日

平成２８年１０月８日から平成３０年１０月７日

　　③評議員金子　佑美

山本　大五郎(平成28年6月9日　辞任)

髙熊　嘉則　(平成28年6月10日	就任）　

松井　安和　(平成28年10月7日	辞任)

尾垣　有三　(平成28年10月8日	就任)

荒尾　徹

原田　清高

岡部　裕實

宮崎　佐和子

小野山　雄彦

福冨　一一

谷口　敏春

日巻　好晴

栗本　康雄

川原　かおり
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４　事業所管理者

統括管理者

　金子　佑美

副統括管理者・管理本部長

　川原　かおり

副統括管理者

　徳本　香

施設長

　川原　かおり(平成26年5月1日～平成28年8月31日)

施設長

　日野　俊信(平成28年9月1日～平成29年2月28日)

施設長

　福澤　誠一郎(平成29年3月1日～)

施設長（主幹施設長）

　荒尾　徹

施設長

　山﨑　隆司

管理者

　福澤　誠一郎

管理者

　新納　貴絵子

管理者

　川原　かおり

管理者

　日野　俊信(平成28年9月1日～平成29年2月28日)

管理者

　吉田　良一(平成29年3月1日～)

管理者

　山﨑　隆司

管理者

　野村　優子(平成26年11月1日～平成28年8月31日)

管理者

　川端　弘之(平成28年9月1日～平成29年3月12日)

管理者

　廣末　恵美(平成29年3月13日～)

管理者

　向井　正則(平成28年4月1日～平成28年8月31日)

グループホーム老花家

管理職

多機能型事業所　千樹の森

共同生活援助事業所

香旬

障害者相談支援センター

リンクサービス

事業所名

養護老人ホーム

シントラスト夢美苑

ケアハウス　ジョイハート

障がい者支援施設　真養園

訪問介護事業所

シントラスト夢美苑

デイサービス日十京

法人本部
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管理者

　新納　貴絵子(平成28年9月1日～平成28年10月31日)

管理者

　川端　弘之(平成28年11月1日～平成29年3月12日)

管理者

　廣末　恵美(平成29年3月13日～)

５　支援事業の実施計画

（１）個別支援計画の策定

　　ア　利用者の要望、自身の身体的・心理的・社会的状況を把握し策定

　　イ　個別支援計画書の見直しを検討するための処遇会議を定期的に開催

　　ウ　個別支援計画に添った支援実施を全職員に徹底

（２）生活支援業務

　　①食事

　　　ア　毎日３食（朝・昼・夕）の支援・介助

　　　　　　・朝食（　７：４５）

　　　　　　・昼食（１２：００）

　　　　　　・夕食（１８：００）

　　　イ　配膳及び下膳の支援・介助

　　　ウ　手洗いの支援・介助

　　　エ　特別食（ミキサー食、刻み食、おかゆ食）の支援

　　②排泄

　　　ア　個々の利用者にあわせた誘導・支援・介助

　　　イ　排泄の自立を促すため、身体能力を 大限活用した支援

　　　ウ　排泄チェックの実施

　　③入浴

　　　ア　個々の利用者に合わせた見守り支援・介助

　　　イ　利用者の身体の状況による清拭

　　　ウ　洗髪後のドライヤー

　　④更衣

　　　ア　起床時の着替え支援・介助

　　　イ　失禁時の着替え支援・介助・シャワー

　　　ウ　夕食後のパジャマの着替えの支援・介助

　　　エ　季節に適した服装の支援・介助

　　⑤整容洗面

　　　ア　洗面････････個々の利用者に合わせた見守り支援・介助

　　　イ　髭剃り･･････個々の利用者に合わせた見守り支援・介助

　　　ウ　歯磨き･･････個々の利用者に合わせた見守り支援・介助

　　　エ　理髪・美容･･１ヶ月もしくは２ヶ月に１回理美容師の出張サービス

により実施

グループホーム老花家
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　　⑥移動

　　　ア　日中活動への移動支援・介助

　　　イ　食事会場への移動支援・介助

　　　ウ　排泄（トイレ）への移動支援・介助

　　　エ　その他の移動支援・介助

　　⑦生活環境等の整備

　　　ア　リネン交換の支援・介助

　　　イ　歯ブラシ、コップ等の消毒の支援・介助

　　　ウ　居室の清掃、整理整頓の支援・介助

　　　エ　室温の管理

　　⑧その他

　　　ア　ケース記録･通院記録等の記入

　　　イ　看護師指示持による定時薬、臨時薬与薬支援・解除

　　　ウ　看護師指示による処置

（３）行事計画

月

4 花見・あすなろ運動会 食事会

5 神幸祭・野球観戦

6 バスハイク 食事会

7 そうめん流し

8 花火大会見学 食事会

9 夏祭り

10 運動会・風船バレー大会 食事会

11 ドライブ・炭坑節祭

12 クリスマス会・餅つき 食事会

1 初詣

2 お菓子作り 食事会

3 食事会・ボウリング

月

4 花見 食事会

5

6 食事会

7 そうめん流し・海水浴

8 食事会

9 夏祭り

10 運動会 食事会

11

12 クリスマス会・餅つき 食事会

備考

（真養園）

行事内容 備考

（千樹の森）

行事内容
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1 初詣

2 食事会

3 雛祭り

月

4 買い物外出・食事会

5 買い物外出・食事会

6 買い物外出・食事会

7 そうめん流し・バスハイク 買い物外出・食事会

8 買い物外出・食事会

9 夏祭り 買い物外出・食事会

10 運動会 買い物外出・食事会

11 買い物外出・食事会

12 クリスマス会・餅つき 買い物外出・食事会

1 初詣 買い物外出・食事会

2 買い物外出・食事会

3 バスハイク・雛飾り 買い物外出・食事会

月

4 花見 買い物外出・誕生会

5 買い物外出・誕生会

6 バスハイク 買い物外出・誕生会

7 買い物外出・誕生会

8 買い物外出・誕生会

9 夏祭り 買い物外出・誕生会

10 運動会 買い物外出・誕生会

11 買い物外出・誕生会

12 餅つき 買い物外出・誕生会

1 初詣 買い物外出・誕生会

2 買い物外出・誕生会

3 雛祭り 買い物外出・誕生会

月

4 花見ドライブ

5

6

7 そうめん流し

8

（ジョイハート）

行事内容 備考

行事内容 備考

行事内容 備考

（シントラスト夢美苑）

（日十京）
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9 夏祭り

10 運動会

11

12 餅つき

1

2 節分

3 雛祭り

月

4 花見・ドライブ 誕生会

5 バーベキュー昼食会

6 バーベキュー昼食会 誕生会

7 そうめん流し 誕生会

8 誕生会

9 夏祭り

10 運動会

11 誕生会

12 餅つき

1 初詣

2 節分

3 雛祭り 誕生会

月

4 花見・あすなろ運動会 買い物外出

5 神幸祭・野球観戦 買い物外出

6 買い物外出

7 海水浴・そうめん流し 買い物外出

8 プール・花火大会 買い物外出

9 夏祭り 買い物外出

10 運動会・風船バレー大会 買い物外出

11 炭坑節祭 買い物外出

12 クリスマス会・餅つき 買い物外出

1 初詣 買い物外出

2 節分 買い物外出

3 買い物外出

月

4 花見・あすなろ運動会 買い物外出

（老花家）

行事内容 備考

（大華）

行事内容 備考

（香旬）

行事内容 備考

毎月2回お

やつ作り

毎週土曜日

カラオケ

第1・3金曜日

買い物外出

第1・3日曜日

ビデオ上映会
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5 神幸祭・野球観戦 買い物外出

6 買い物外出

7 海水浴・そうめん流し 買い物外出

8 プール・花火大会 買い物外出

9 夏祭り 買い物外出

10 運動会・風船バレー大会 買い物外出

11 炭坑節祭 買い物外出

12 クリスマス会・餅つき 買い物外出

1 初詣 買い物外出

2 節分 買い物外出

3 買い物外出


