
月 日

　 4・11・18

　 5・17  訪問診療 ＊手塚所長による診療

4 9

月 13  事故再発防止委員会

16・17  介護スタッフ内部研修

17 ＊情報交換　＊菅原介護支援専門員出席

19

20

20

20～21

20～21  介護福祉士実務者研修説明会

23

23  サービス提供者連絡調整会議

25

26

27  誕生会 ＊1F入所者1名(4/27家族でケーキ・5/2プレゼント贈呈)

　 2  誕生会 ＊1F入所者1名(プレゼント贈呈)

 9・16・23

5 9・22  訪問診療 ＊手塚所長による診療

月 10～11  防火管理者初任者講習

13  ふくろうの郷「母の日」 ＊女性入所者へカーネーション贈呈

14  誕生会 ＊2F入所者1名（プレゼント贈呈・全員でケーキを食す）

15・16・17  お花見

16  身体拘束委員会 ＊４月経過報告（ベッド柵およびセンサー設置状況等）

21・22

24  誕生会 ＊3F入所者1名（プレゼント贈呈・全員でケーキを食す）

27  身体拘束委員会 ＊５月中間経過報告(ベッド柵およびセンサー設置状況等)

28

31  身体拘束委員会 ＊５月経過報告（ベッド柵およびセンサー設置状況等）

31  根室管内社会福祉施設連絡協議会

＊報告第１号

　

6 ＊議案第１号  平成29年度事業報告

月 ＊議案第２号  平成29年度一般会計決算認定

＊議案第３号

＊議案第４号

＊議案第５号

＊議案第６号

＊議案第７号  平成30年度事業報告（４月～５月）

＊議案第８号  平成30年度第１回定時評議員会の開催

6  事故再発防止委員会

10  感染委員会 ＊感染に係る活動内容報告

6・13・20

6・19  訪問診療 ＊手塚所長による診療

 知床開き千人踊り見学会 ＊役場前にて出発式見学

 ふくろうの郷「父の日」 ＊男性入所者へ花束プレゼント

18・19

19

＊議案第１号  平成29年度事業報告

＊議案第２号  平成29年度一般会計決算認定

＊議案第３号

＊議案第４号

＊議案第５号

＊議案第６号

＊議案第７号  平成30年度事業報告（４月～５月）

＊議案第８号  役員報酬規程の承認

23  誕生会 ＊1F入所者1名（プレゼント贈呈・全員でケーキを食す）

25  サービス提供者連絡調整会議

＊議題第２号  理事会および定時評議員会開催報告(概要)

＊議題第４号  次回開催日時の確認（予定）

27  身体拘束委員会 ＊６月経過報告（ベッド柵およびセンサー設置状況等）

28  労務管理セミナー

29

4  研修委員会 ＊７月研修内容の確認

　 4・11・18

7 4・19  訪問診療 ＊森山医師による診療

月 7  七夕短冊飾り

10  行事委員会 ＊第４回ふくろうの郷夏まつり　実施計画

16  誕生会 ＊1F入所者1名（プレゼント贈呈・全員でケーキを食す）

19

19  羅臼高校進学・就職企業説明会

＊事故・ヒヤリハットについて

＊講師＝遠藤Ｒ・川村ＳＲ・村井R・松澤介護主査

26  行事委員会 ＊第４回ふくろうの郷夏まつり　実施計画

27

30  身体拘束委員会 ＊７月経過報告（ベッド柵およびセンサー設置状況等）

30

2・9  行事委員会 ＊第４回ふくろうの郷夏まつり　実施内容協議

　 6・7・9

8 7・22  訪問診療 ＊森山医師による診療

月

19  （社協）第２回福祉の集い

21

21  研修委員会 ＊９月研修内容の確認

21  町内ケアマネ会議 ＊情報交換・居宅介護の事例他

＊議題第１号
22

＊議題第２号

　 ＊議題第３号  次回開催日時の確認（予定）

23  ふくろうの郷夏まつり

＊内服介助について

＊講師＝菅原生活相談員(兼務＝ケアマネジャー)

27

27  サービス提供者連絡調整会議

31  身体拘束・虐待防止委員会

4・20  訪問診療 ＊森山医師による診療

＊1F入所者1名（プレゼント贈呈・全員でケーキを食す）

9 ＊2F入所者1名（プレゼント贈呈・全員でケーキを食す）

月 6  停電 ６日朝３：００～夜中１１：５８ ＊蓄電設備稼働・発電機（２台）にて対応

　 10・12・14

　 10  理事長訓示 ＊職員への訓示（施設の役割と職員）

12  根室振興局　集団指導

14

20  研修委員会 ＊10月研修内容の確認

20  平成30年度第２回理事会 ＊報告第２号

＊議案第９号  平成30年度事業報告（６月～８月分）

＊議案第10号  報告事項

＊看取り介護について

＊講師＝森看護師

26

28

3

3

10 4・16  訪問診療 ＊森山医師による診療

月 5 　

9・11・12

10

10  身体拘束委員会

　

13  非常用照明光度点検

16  町内ケアマネ会議 ＊情報交換・居宅介護の事例他　　＊菅原相談員出席

18  平成30年度 介護保険施設等集団指導 　

19～25  社会福祉施設長資格認定講習 　

＊2F入所者1名（プレゼント贈呈・全員でケーキを食す）

＊3F入所者1名（プレゼント贈呈・全員でケーキを食す）

20

＊認知症について

＊講師＝村井Ｒ・川村ＳＲ 　

26 　

　

＊議題第１号 　

26 ＊議題第２号 社会福祉法人優秋会 理事会開催報告

　 ＊議題第５号  次回開催日時の確認（予定）

29

29  町内サービス提供者連絡調整会議

2

4

11 5 ＊内部研修について

月 6・22  訪問診療 ＊森山医師による診療

　

　

＊2F入所者２名（居室にてプレゼント贈呈・記念撮影）

＊3F入所者１名（プレゼント贈呈・全員でお菓子を食す）

　 12・14・16

16  身体拘束委員会 ＊10月経過報告（ベッド柵およびセンサー設置状況等）

16 釧根地区老施協研修会「総合研修Ⅱ」

＊感染症について

　 ＊講師＝森　看護師

26

3

　 ＊報告第３号

12

月 5  平成30年度第３回理事会 ＊議案第11号

＊議案第12号

＊議案第13号

＊議案第14号  報告事項

6・20  訪問診療 ＊森山医師による診療

6 ＊１２月開催内部研修について

10  感染委員会 ＊感染防止対策に係る実践内容確認と周知

10  看護委員会 ＊内服薬の管理方法と看護全般について

10・12・14

11  町内ケアマネ会議 ＊情報交換・居宅介護の事例他　　＊菅原相談員出席

17  サービス提供者連絡調整会議

18 そば打ち実演・試食会

18 羅臼町地域ケア会議 ＊高齢者の総合的自立支援の取組検討他 ＊菅原相談員出席 　

　
＊議題第１号

19

＊議題第２号 平成30年度 第３回理事会開催報告

＊議題第３号

＊議題第４号  次回開催日時の確認（予定）

21

23  身体拘束委員会 ＊11月経過報告（ベッド柵およびセンサー設置状況等）

26

＊食事介助について

＊講師＝菅原生活相談員　村井リーダー

7  羅臼町新年交礼会 ＊走上理事長出席＜漁協ホール＞

9・22  訪問診療 ＊森山医師による診療

1 15  医療・福祉団体懇談会

月 15・16・18

＊1F入所者２名（プレゼント贈呈・記念撮影・お菓子を食す）

＊2F入所者１名（プレゼント贈呈・記念撮影・お菓子を食す）

＊3F入所者１名（プレゼント贈呈・記念撮影・お菓子を食す）

21

＊身体拘束・虐待防止について

＊講師＝松澤介護主査

25

30

1

1  豆まき ＊施設内にて豆まき

2 3  身体拘束委員会 ＊１月経過報告（ベッド柵およびセンサー設置状況等）

月 7 ＊２月開催内部研修について

7  防災委員会

＊2F入所者１名（居室にてプレゼント贈呈・記念撮影）

＊１F入所者３名（プレゼント贈呈・全員でお菓子を食す）

　 12・14・15

　 13・27  訪問診療 ＊森山医師による診療

15  町内ケアマネ会議 ＊情報交換・介護事例報告他　　＊菅原相談員出席

19  看護委員会 ＊看護のインシデントレポートと看護全般について

＊議題第１号

25 ＊議題第２号 社会福祉法人優秋会第３四半期監査実施報告

＊議題第４号 その他報告事項

　 ＊議題第５号  次回開催日時の確認（予定）

25

25  サービス提供者連絡調整会議

＊内服介助について

＊講師＝菅原生活相談員

26

28  身体拘束委員会 ＊新規入居者への対応

1  ひな祭り ＊施設内にてひな祭り

6  防災委員会

3

月

12・14・15

13・27  訪問診療 ＊森山医師による診療

25・26  介護スタッフ内部研修 ＊認知症について　　＊講師＝菅原生活相談員

26

26

　
＊報告第４号

28  平成30年度第４回理事会
＊議案第15号

＊議案第16号

＊議案第17号

＊議案第18号

＊議案第19号  報告事項

　
＊報告第２号

28  平成30年度第２回定時評議員会
＊議案第８号

＊議案第９号

＊議案第10号

＊議案第11号

＊議案第12号  報告事項

* ①事故･ヒヤリハット委員会　②身体拘束･虐待廃止委員会　③感染･褥瘡委員会　④給食委員会の４委員会は、

＊Ｈ３０年度第２回避難訓練実施方法の検討

 社協主催　介護保険事業推進におけ
る課題等情報交換会

＊＜役場＞情報交換・施設長出席

 各階ユニット会議 ＊事故・ヒヤリ報告　＊ケースカンファレンス討議　

 平成30年度特定給食施設等従事者研
修会

＊＜中標津町＞篠永栄養士および施設長参加

 H30年度 第４回（31回） ＊入退所報告、入所判定

＊Ｈ３０年度第１回避難訓練実施方法の検討

＊車椅子や布タンカを用い、避難階段を使用しての避難訓
練・通報及び消火訓練他

 避難訓練

 研修委員会

 事故・ヒヤリ委員会 ＊H3１年１月分事故報告・ヒヤリハット報告の確認

 誕生会

22
 　　     入所判定委員会 ＊委員７名出席（内、事業者委員４名）

 給食委員会 ＊給食費及び栄養管理状況報告他

 消防立入検査 ＊施設内の検査　　施設長対応

＊情報交換・施設長出席＜役場会議室＞

 各階ユニット会議 ＊事故・ヒヤリ報告　＊ケースカンファレンス討議　

5・15・27  誕生会

21・22  介護スタッフ内部研修

 役員と正職員との懇談会 ＊理事６名・監事２名・職員５名出席　＜静＞

25

 給食委員会 ＊給食費及び栄養管理状況報告他

26・27  介護スタッフ内部研修

＊＜役場＞情報交換・施設長出席

＊髙橋　宏 氏による手打ちそば実演試食会

 Ｈ30年度第５回 運営協議会

 平成30年４月～10月「ふくろうの郷」
事業報告

＊委員１0名出席（内、理事長他事業者委員３名）

「社会福祉法人優秋会」および「ふくろの
郷」に対する意見・要望

＊ホールにてクリスマスプレゼント贈呈・スタッフおよび
子供たちの踊り披露・全員でケーキを食す

 クリスマス会

 事故・ヒヤリ委員会 ＊H30年11月分事故報告・ヒヤリハット報告の確認

 研修委員会

 研修委員会

 行事委員会 ＊そば打ち実演試食会打合せ

 平成30年度第２四半期（７月～９月分）
監査報告

 北海道最低賃金額改正に伴う賃金規程の
一部改正

 平成30年度社会福祉法人優秋会事業報告
（９月～１０月）

 平成30年度社会福祉法人優秋会
収支補正予算

 各階ユニット会議 ＊事故・ヒヤリ報告　＊ケースカンファレンス討議　

＊実地指導職員（根室振興局）中尾主査・小平主査

31
 平成30年度介護保険施設等の実地指
導監査

23・24  介護スタッフ内部研修

＊入退所報告、入所判定

＊七夕行事食（そうめん）

 給食委員会 ＊給食費及び栄養管理状況報告他

24
＊委員６名出席（内、理事長他事業者委員４名）

 各階ユニット会議 ＊事故・ヒヤリ報告　＊ケースカンファレンス討議　

27・28  介護スタッフ内部研修

20

　　〃　　1名（居室でプレゼント贈呈）

＊委員１0名出席（内、理事長他事業者委員３名）

＊2F入所者1名（プレゼント贈呈・全員でケーキを食す）
14・27  誕生会

＊職員の踊り　＊野外（食事・ゲーム）

 給食委員会 ＊給食費及び栄養管理状況報告他

 H30年度 第２回（29回）

 　　     入所判定委員会

 地域密着型小規模特別養護老人ホームふく
ろうの郷介護老人福祉施設運営規程の一部
改正

 Ｈ30年度第２回 運営協議会

＊＜釧路市・施設長出席＞　「働き方改革と労働情勢」

 給食委員会 ＊給食費及び栄養管理状況報告他

＊議題第１号
 平成30年度４月～５月「ふくろうの郷」事
業報告

＊議題第３号
（社福）優秋会およびふくろうの郷に対す
る意見・要望

 各階ユニット会議 ＊事故・ヒヤリ報告　＊ケースカンファレンス討議　

19

26

＊＜体育館＞　＊施設長出席

 平成29年度北海道指導監査結果報告および
措置状況報告書の承認

 平成29年度羅臼町指導監査結果報告および
改善状況報告書の承認

 平成29年度第４四半期および一般会計決算
監査結果報告

 地域密着型小規模特別養護老人ホームふく
ろうの郷短期入所生活介護事業所運営規程
の一部改正

＊＜役場＞情報交換・施設長出席

 平成29年度第４四半期および一般会計決算
監査結果報告

 平成29年度北海道指導監査結果報告および
措置状況報告書の承認

 平成29年度羅臼町指導監査結果報告および
改善状況報告書の承認

＊事故報告に基づくケガの原因と対応策及び今後の対応

17

 各階ユニット会議 ＊事故・ヒヤリ報告　＊ケースカンファレンス討議　

 介護スタッフ内部研修 ＊感染症について　＊講師＝森看護師

 事故・ヒヤリ委員会 ＊H30年５月分事故報告・ヒヤリハット報告の確認

 定時評議員会

 事故・ヒヤリ委員会 ＊H30年６月分事故報告・ヒヤリハット報告の確認

24  H30年度第１回　運営協議会

＊平成３０年１～３月、平成２９年度会計決算監査
＊横岩監事・嶋監事

 加算関係会議 ＊看護体制に係る加算の見直し

＊委託業者「㈱総合防災」による点検（異常なし）

24

＊事故報告に基づくケガの原因と対応策及び今後の対応

＊給食費及び栄養管理状況報告他　

＊H30年３月分事故報告・ヒヤリハット報告の確認 事故・ヒヤリ委員会

 研修委員会

＊委嘱状交付、入退所報告、入所判定

＊介護スタッフの「５月内部研修」の内容協議

 給食委員会

＊急変時の対処法　＊講師＝木坂看護師

 羅臼町内介護支援専門員連絡会

＊＜役場＞研修受講者１３名出席

 消防用設備保守点検

 釧根地区老人福祉施設協議会総会 ＊＜釧路市＞H30年度通常総会　＊施設長出席

＊＜役場＞情報交換・施設長出席

＊＜端野町＞　＊施設長受講（防火管理者変更届済）

＊施設玄関横の桜見学

平成３０年度　社会福祉法人 優秋会　ふくろうの郷　事業報告

事    業    名 事    業    内    容

 各階ユニット会議 ＊事故・ヒヤリ報告　＊ケースカンファレンス討議　

＊＜別海町＞H30年度通常総会　＊施設長出席

 中標津保健所管内栄養士会総会 ＊＜中標津町＞H30年度通常総会　＊篠永栄養士出席

* 各階ユニット会議は毎月開催。　リーダー会議は、必要に応じて開催。

* お誕生会　～　毎月開催

　毎月開催。　⑤５防災　⑥行事　⑦研修　⑧相談・苦情の各委員会は必要に応じて随時開催。

　⑨入所判定委員会は、３ヵ月に１回の開催。

 給食委員会 ＊給食費及び栄養管理状況報告他

23  定例監査・定期監査

 介護スタッフ内部研修 ＊事故・ヒヤリハットについて　＊講師＝村井R・遠藤R

 第１回理事会

 地域密着型小規模特別養護老人ホームふく
ろうの郷介護老人福祉施設運営規程の一部
改正
 地域密着型小規模特別養護老人ホームふく
ろうの郷短期入所生活介護事業所運営規程
の一部改正

 中標津保健所管内栄養士会 研修会 ＊＜中標津町＞H30年度第１回研修会　＊篠永栄養士出席

5

 羅臼病院避難訓練協力 ＊施設長・佐藤主査参加　

＊事故・ヒヤリ報告　＊ケースカンファレンス討議　

＊委員７名出席（内、理事長他事業者委員３名）

＊委員１１名出席（内、理事長他事業者委員３名）

＊委嘱状交付、H２９年度運営状況・第５回理事会開催概
要・H３０年度事業計画の報告、施設運営に対する意見・要
望の聴取

 H30年度第１回（28回）

          入所判定委員会

 各階ユニット会議

＊センサー使用状況の確認他

＊＜春松小学校＞　＊七夕短冊飾り作品展示

 定例監査
＊平成３０年度会計・業務監査（４～６月）
＊横岩監事・嶋監事

 Ｈ30年度第３回 運営協議会

 平成30年４月～７月「ふくろうの郷」
事業報告

 事故・ヒヤリ委員会 ＊H30年７月分事故報告・ヒヤリハット報告の確認

＊＜役場＞情報交換・施設長出席

「社会福祉法人優秋会」および「ふくろの
郷」に対する意見・要望

 給食委員会 ＊給食費及び栄養管理状況報告他

5・16  誕生会

 敬老会 ＊居室にて花束贈呈・写真撮影・行事食用意

25・26  介護スタッフ内部研修

 各階ユニット会議 ＊事故・ヒヤリ報告　＊ケースカンファレンス討議　

＊停電の影響により１０月１８日に変更

 平成30年度第１四半期（４月～６月分）監
査報告

 H30年度 第３回（30回） ＊入退所報告、入所判定

 　　     入所判定委員会 ＊委員６名出席（内、事業者委員３名）

 中標津保健所管内 感染症予防研修会 ＊＜中標津町＞H30年度研修会　＊森看護師出席

 中標津保健所管内栄養士会 研修会 ＊＜中標津町＞H30年度第2回研修会　＊篠永栄養士出席

 釧根地区老人福祉施設協議会 研修会 ＊＜釧路市＞H30年度個別研修（１）　＊菅原相談員出席

 各階ユニット会議 ＊事故・ヒヤリ報告　＊ケースカンファレンス討議　

＊センサー使用状況の確認他

＊施設長・森看護師・菅原相談員・佐藤事務主査・篠永栄
養士対応

 誕生会19・20

 平成30年４～９月「ふくろうの郷」 事業
報告

＊羅臼町地域包括 平成30年度認知症講演会　＊７名参加
12  介護スタッフ　外部研修

 Ｈ30年度第４回 運営協議会

「（社福）優秋会」・「ふくろうの郷」・
「運営協議会全般」に対する意見・要望

＊委員８名出席（内、事業者委員３名）

22・23  介護スタッフ内部研修

 給食委員会 ＊給食費及び栄養管理状況報告他

＊情報交換・施設長出席

＊講師  孝仁会 北海道大野記念病院　柏 木    基 医師

＊施設長対応

＊＜別海町＞施設長・菅原相談員出席

＊＜神奈川県＞施設長出席

 釧根嚥下食栄養研修会 ＊＜釧路市＞H30年度研修会　＊篠永栄養士出席

 行事委員会 ＊そば打ち実演試食会およびクリスマス会　打合せ

26

22
 介護スタッフ他　外部研修
「北海道介護関係職員医療連携支援事業」

＊＜中標津町＞認知症ケアスキルアップ研修会 ＊８名参加

＊講師＝北海道認知症介護指導者　酒井賢一　氏   

 給食委員会 ＊給食費及び栄養管理状況報告他

＊<中標津町> トーヨーグランドホテル　施設長出席

 事故・ヒヤリ委員会 ＊H30年８月分事故報告・ヒヤリハット報告の確認

 事故・ヒヤリ委員会 ＊H30年９月分事故報告・ヒヤリハット報告の確認

 事故・ヒヤリ委員会 ＊H30年10月分事故報告・ヒヤリハット報告の確認

9・12・20  誕生会

 中標津りんどう園施設開園
３０周年記念式典他

 各階ユニット会議 ＊事故・ヒヤリ報告　＊ケースカンファレンス討議　

6  定例監査
＊平成３０年度会計・業務監査（７～９月）
＊横岩監事・嶋監事

＊<釧路市>プリンスホテル　施設長出席

 介護スタッフ内部研修19・20

25・26  介護スタッフ内部研修

 各階ユニット会議 ＊事故・ヒヤリ報告　＊ケースカンファレンス討議　

14  定例監査
＊平成３０年度会計・業務監査（１０～１２月）
＊横岩監事・嶋監事

 Ｈ30年度第６回 運営協議会

Ｈ30年4～12月「ふくろうの郷」 事業報告

「（社福）優秋会」・「ふくろうの郷」・
「運営協議会全般」に対する意見・要望

＊委員１３名出席（内、事業者委員４名）

＊議題第３号

＊＜役場＞情報交換・施設長出席

＊議題
第３・４号

＊報告第１号

 平成31年度社会福祉法人優秋会 収支予算

6

14

 平成30年度第３四半期（10月～12月分）
監査報告

 平成30年度社会福祉法人優秋会事業報告
（H30年11月～H31年2月分）

 平成31年度社会福祉法人優秋会事業計画

 平成31年度社会福祉法人優秋会 収支予算

 平成31年度社会福祉法人優秋会 役員報酬
総額

 平成30年度第１四半期から第３四半期監査
実施報告（4月～12月分）

 平成30年度社会福祉法人優秋会事業報告
（Ｈ３０年４月～Ｈ３１年２月）

 平成31年度社会福祉法人優秋会事業計画

 平成31年度社会福祉法人優秋会 役員報酬
総額

＊車椅子や布タンカを用い、避難階段を使用しての避難訓
練・通報及び消火訓練他

18   避難訓練

（社福）羅臼町社会福祉協議会
評議員会

＊施設長出席

 給食委員会 ＊給食費及び栄養管理状況報告他

10・17

 給食委員会 ＊給食費及び栄養管理状況報告他


