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はじめに 

２０２５年に向けて、医療、介護、予防、住まい、生活支援が包括的に提供される「地域

包括ケアシステム」の構築のため、制度改正が行われ、また、持続可能な制度にするために

大幅な報酬ダウンが行われ、今までにない厳しい運営を強いられています。医療と介護の機

能分化・連携の強化を軸に、改正されることで介護保険制度が、大きく変わろうとしていま

す。 

このような背景の中で当法人は、社会医療法人きつこう会と連携を深め「地域包括ケアシ

ステム」の構築に積極的に取り組んでいきます。 

人権の尊重とコンプライアンスを意識し、働きやすい職場環境をつくり、質の高い職員の

育成を実践することで職員の定着を図ります。 

幅広い視点で物事を捉え安定した経営とニーズにあった、より質の高いサービスの提供を

めざし、社会福祉法人の使命である地域貢献を積極的に行っていきたいと考えています。 

 

また、平成２６年度を初年度とする「３年後のビジョン」として、『利用者、家族、地域

社会や職員から満足されるよう法人として価値を高め、地域包括ケアの推進に寄与する。』

をかかげ、そのビジョン達成に向けて引き続き取り組んでいきます。 

 

 「３年後のビジョン」を達成するため、「地域貢献の視点」「顧客の視点」「財務の視点」

「業務プロセスの視点」「人財育成の視点」で以下のとおり目標設定することとしました。 

（１）地域貢献の視点   西区の地域包括ケアの担い手としての役割を果たす。 

（２）顧客の視点     科学的根拠に基づいたケア方針を確立し、実践に移す。 

（３）財務の視点     人的資源と物的資源との有効な活用に努め､計画通り実行する。 

（４）業務プロセスの視点 職員の負担軽減を図りながら効率的に業務遂行できる体制を 

構築する。 

（５）人財育成の視点   専門職として自覚と責任のある人財を育成する。 

 

平成２７年度は法人としてそれぞれの視点について以下のとおり取り組みます。 

 

（１）地域貢献の視点 

・平成２７年度に行われる西区地域包括支援センター公募に応募し、地域包括ケアシス

テムの中心的な役割を担い、更なる地域社会への貢献を図ります。 

・施設運営のノウハウを地域社会へ還元すべく、新規事業開設準備室において認知症対

応通所介護事業など地域ニーズに合わせた事業開設準備を行います。 

・地域ニーズを踏まえ地域貢献できる活動を地域貢献委員会にて検討し、実施します。 

（２）顧客の視点 

・平成２６年度に引き続きケアのあり方検討委員会によって検討されたケア方針に基づ 

き、具体的な取り組みと評価を行い、ケア方針の確立を目指します。 

  ・平成２６年度に行った各事業の満足度調査結果に基づき、具体的な取り組みにより利 

用者や利用者家族の満足度を高めます。 

（３）財務の視点 

・今後の事業展開、長期修繕及び資金積立について長期的な計画の立案により安定した

経営ができるよう財務体質の改善を目指します。 
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・平成２６年度に引き続き、各事業において職員一人ひとりがコスト意識を持てるよう 

取り組みます。 

（４）業務プロセスの視点 

・効率的に業務遂行できるよう業務改善委員会を中心に更なる業務改善へ計画的に取り

組みます。 

  ・業務の効率化、利用者情報の共有化のため、パソコンシステムを中心としたＩＴ化を 

更に推進します。 

・職員の腰痛予防に対して腰痛予防委員会において検討し、介護機器などの導入に取り

組みます。 

（５）人財育成の視点 

・職員の資質向上、職員のモチベーションを高めていくよう法人で作成した『キャリア

方針書』を基礎とし、人事考課制度も踏まえ、法人本部に設置した人財育成推進室の下

で着実に人財育成計画、職場研修計画を推進します。 

 

また、各事業においてはこの「３年後のビジョン」を達成するため、平成２７年度の１年

間で行うことを中心に事業計画に盛り込みました。 
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１ 特別養護老人ホーム部門（ショートステイ事業・診療所事業含） 
 

基本方針 

住み慣れた地域で、なじみの人々とふれあい、自分らしく生活できる施設を目指して、「科

学的根拠に基づいた介護の実践と個別ケアの充実」を目標として、個別のニーズに応じた関

わりを深めることができるように取り組んでいきます。 

 

＜特別養護老人ホーム事業（介護保険上：介護老人福祉施設）＞ 

（１）地域貢献の視点 

・１階多目的スペースで営業している「こすもすカフェ」の利用率を更に高め、地域住

民の皆様の憩いの場所となるよう努めます。 

・地域のボランティア活動の拠点としての機能を果たすため、多方面からボランティア

を受け入れることができる体制を整えます。 

・地域の幼稚園や保育所へ職員が出掛け福祉講座を開き、福祉をより理解していただけ

るように啓発活動を行います。また、園児を招き、世代間交流を図ります。 

（２）顧客の視点 

・昨年度同様、認知症や入浴、排泄、食事等に関する「ケアのあり方検討委員会」を開

催し、科学的根拠に基づくケア方針の確立と実施にてご本人にあった個別的ケアに取り

組んでいきます。 

・「接遇リーダー研修」で検討された挨拶や言葉遣い、態度などに関することを職員に

周知し、指導を重ね、適切な対応がおこなえるよう接遇面の向上に努めます。 

・施設で最期までその人らしく、よりよく生きていただけるよう医師・看護師・相談員・

介護職員の連携のもと、質の高いターミナルケア（看取り）を行います。 

（３）財務の視点 

・退所者が出た場合の速やかな入所、入院者の空きベッドのショートステイ利用により、

稼働率の目標を達成できるよう努めます。 

・職員一人ひとりがコスト意識をもって業務遂行を行っていく取り組みとして、節電や

節水、排泄方法や物品の見直しを定期的に行い、排泄用品の削減などを行います。 

（４）業務プロセスの視点 

・「腰痛予防委員会」で検討された介護機器の導入で、重度化した現場に対する職員の

負担軽減を行い、効率的に業務が遂行できる体制を構築します。 

・「業務検討委員会」や「入浴検討委員会」を設置し、業務の流れや個浴による入浴の

検討を図り、適正な人員配置を検討していきます。 

・パソコンをさらに有効活用した他職種間での情報の共有と分析を行い、既存業務の効

率化を進めます。 

（５）人財育成の視点 

・職員一人ひとりにあった個別研修計画や新任職員に対するフォローアップ強化を図る

など、職員研修を充実させてスキルアップ及びモチベーションアップに繋げていくこと

で、離職を防ぎます。また、介護を実践していく中で自己実現が出来るような仕組みを

構築していきます。 
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＜ショートステイ事業（介護保険上：短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護）＞ 

・高齢者世帯による介護負担軽減、独居生活者や高齢者虐待による緊急ショートの受け

入れなどを積極的に行っていきます。 

・西区を中心に短期間で多くの方々にご利用していただくことで、地域の皆様に喜んで

いただき、また稼働率アップに繋げていきます。 

・ケアマネジャーとの連携を密にし、情報を共有化することでご家族様に安心してご利

用していただけるサービスを目指します。 

 
＜診療所（医療法）＞ 

 ・本年度も引き続き入所者の診療業務ならびに健康管理、職員の健康管理を行います。 

 

 

２ 地域支援部 
 

基本方針 

 高齢者が地域で自立した生活を営めるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援サービ

スが切れ目なく提供される『地域包括ケアシステム』の一端を担うため、地域支援部におい

ては医療と介護の連携強化、地域との連携強化を図ります。また、地域住民と接する機会を

積極的に確保することで地域に根ざした信頼される事業所を目指します。 

 各事業の業務改善や研修の拡充によりサービスの質の向上及びモチベーション向上に取

り組み、地域に貢献できる質の高い事業所としての価値を高めます。 
 

＜デイサービス事業(介護保険法上：通所介護)＞ 

 開設日数３６６日で年間延利用者数の目標を９，１６２名とします。 

 地域ニーズ及び介護保険制度改定に合わせた事業を展開し、利用者及び関係者にとって最

適な環境を提供できるように努めます。また、家族を含め地域の関連機関との連携や自立支

援に向けた取り組みを強化することにより、各々の利用者の生活の質を上げることができる

ようにサービスを提供していきます。 
 

１ 年度スローガンを『より良いチームケアの提供』とします｡ 

２ 運営目標として具体的に以下の取り組みを行います｡ 

（１）地域貢献の視点 

    ・地域の活動の場への積極的な参加により、窓口職員の認知度向上を図ります。 

  ・困難な事例についても受け入れ、地域の課題に多機関と一緒に取り組みます。 

（２）顧客の視点 

  ・高齢者に関わる医療や認知症をはじめとした介護に関する知識及び技術の習得と 

実践を行い、利用者、家族の信頼を得ることができるよう取り組みます。 

・生活機能に重点化した計画書の作成とサービスの提供に努めます。 

（３）財務の視点 

・収入の面では目標稼働率を維持することで収入を安定させていきます。 

・支出の面では消耗物品の管理を見直し、前年より低コストを実現していきます。 

（４）業務プロセスの視点 

・法人共通のマニュアルを実行できるようにＰＤＣＡサイクルを繰り返します。 

・ＩＴを更に活用し、業務改善を行います。 
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（５）人財育成の視点 

  ・介護職員、看護職員及び窓口担当職員を「自ら考える」ことができるように計画的に 

育成していきます。 

３ 年間行事計画  ４月：お花見 ７月：七夕 ８月：夏祭り(盆踊り週間)  

９月：敬老祝賀会 １２月：年末ビンゴ大会  １月：初詣 ２月：節分 

その他：毎月誕生会・毎月パフォーマンスボランティア 

 

＜認知症デイサービス事業(介護保険法上：認知症対応型通所介護)＞ 

開設日数２５９日で年間延利用者数の目標を１，４３０名とします。 

 西中学校区内（九条南・九条北・九条東・千代崎）において、今後、急速に増加していく

認知症の方と介護する家族、地域住民、関連機関の方々が気兼ねなく立ち寄ることができ、

相談し、お手伝いし、サービスを利用したりすることができる居場所をつくります。 

 

１ 年度スローガンを『また、明日来ますので。』とします｡ 

２ 運営目標として具体的に以下の取り組みを行います｡ 

（１）地域貢献の視点 

・九条南連合を中心とした地域の行事等に積極的に参加し、事業所及び職員の認知度向 

上を図ります。 

  ・認知症カフェを開催し、認知症ケアの機能を地域に展開していきます。 

（２）顧客の視点 

・対象地域のニーズには積極的に関わり、支援する体制を構築していきます。 

・認知症の方への良質なケアと、介護する家族についての支援を行うことで生活の質の 

改善を目指します。 

（３）財務の視点 

  ・介護支援専門員、医療機関及び地域住民に対し定期的に広報活動を行うことで顔の 

   見える関係を構築すると共に、事業所の質の向上を図ることで利用者を獲得します。 

・計画の通り目標稼働率を達成し、安定した運営体制をつくります。 

・ボランティアなどの社会資源を有効活用することでケアを見守る目を増やします。 

（４）業務プロセスの視点 

・集中した認知症ケアの実践で得た知識及び技術・経験を法人内へ還元します。 

（５）人財育成の視点 

・専門職であることと地域支援の担い手となる人財をつくります。 

３ 年間行事計画   ４月：お花見 ５月：バラ園・端午の節句・菖蒲湯 

６月：外出ランチ ７月：七夕 ８月：夏祭り（地域）  

９月：敬老会 １０月：体力測定会 １１月：外出ランチ 

         １２月：ゆず湯・クリスマス・もちつき １月：初詣 

          ２月：節分 ３月：桃の節句 

その他：毎月行事食・毎月誕生日会 
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＜在宅介護支援センター(老人福祉法上：老人介護支援センター・介護保険法上：居宅介護

支援)＞ 

年度スローガンを『チームで支えたい！あなたと共に今の暮らしをいつまでも』とし､以

下の２事業に取り組んでいきます。 

 

１ 在宅介護支援センター事業 

（１）｢地域包括支援センター｣の総合相談窓口として花乃井地域を中心に地域福祉の担い手 

となる事業として以下の委託業務を行います。 

・総合相談支援、権利擁護、実態把握、介護予防関係などを行います。 

・さらに地域におけるネットワーク構築補助業務、地域ケア会議への参画も行います。 

（２）大阪市の指針（総合相談窓口事業実施規準）に沿い適切な運営を行うために以下の取 

り組みを行います。 

①地域貢献の視点：地域住民に対し、相談会や講習会を積極的に行います 

②顧客の視点：公正・中立性を確保します。 

大阪市個人情報保護条例を遵守します。 

成年後見制度などの活用により利用者の権利を守ります。 

③財務の視点：委託費を最大限に活用し、センターの資質向上に努めます 

④業務プロセスの視点：総合相談窓口システム活用により業務効率の向上を図ります。 

⑤人財育成の視点：国の動向を踏まえ地域包括ケアシステムについて各種研修、相談援 

助技術向上を目的とした各種研修に積極的に参加します。 

（３）西区の地域包括ケアシステムの実現に貢献するため、西区地域包括支援センターの 

受諾を目指します。 

２ 居宅介護支援事業 

（１）居宅介護支援事業所として以下の業務を行います｡ 

・要介護認定申請代行を行います。 

・居宅介護支援業務 

 居宅サービス計画(ケアプラン)の策定および再評価を行います。 

・介護予防支援業務（地域包括支援センターからの委託業務） 

介護予防サービス計画(ケアプラン)原案作成および再評価を行います。 

（２）運営目標として以下の取り組みを行います。 

  ①地域貢献の視点 

特定事業所加算Ⅱの体制を維持し、地域包括ケアの担い手として地域に信頼される事 

業所を目指します。また、認知症サポーター講座を定期に開催し、認知症になっても安 

心して暮らせる街づくりに貢献します。 

②顧客の視点 

その人らしい生活の実現に向け、質の高いケアプランの立案に加え、接遇マナーの向 

上により利用者満足度を高めていきます。 

③財務の視点 

地域包括支援センター、行政機関、主治医、サービス提供事業者との連携を強化し、

利用者確保に努めます。また、医療連携加算や退院退所加算を確実に算定します。さら

に、主治医や訪問看護などの医療系サービスを積極的にケアプランに反映させること安

定した在宅生活の実現を目指します。 
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④業務プロセスの視点 

   福祉見聞録及び表計算ソフトなどを活用し、業務の効率化を図ります。 

⑤人財育成の視点 

年間を通し計画的に研修に参加し、情報共有を行います。また、定期的に事業所内や 

  多根総合病院居宅介護支援事業所などと合同で事例検討会を行うこと、主任介護支援専 

  門員によるスーパービジョン機能強化により専門職としてのチーム力向上を図ります。 

（３）新規の利用者獲得に向けて、以下の取り組みを行います。 

①上記運営目標の取り組みによるサービスの質の向上を図ります。 

②西区地域包括支援センター及び近隣の医療機関、介護事業所との連携強化を図ります。 

③ホームページの内容を強化し、情報発信能力を高めます。 

（４）コミュニティソーシャルワーカーを配置し、大阪府社会福祉協議会とともに社会貢献 

事業を実施します。 

 

＜ホームヘルプサービス事業（介護保険上：訪問介護）＞ 

 開設日数２５９日で年間派遣時間の目標を計３，８８５時間とします。 

 西区において、小さなニーズにも柔軟に応えることができる事業所づくりに努めます。 

また、本人、関係者、地域住民、関係機関と包括的にケアを考えることができるネット 

ワークを構築していきます。 

 

１ 年度スローガンを『自らの専門性を高める』とします。 

２ 運営目標として具体的に以下の取り組みを行います｡ 

（１）地域貢献の視点 

  ・地域の他サービス事業者との関係を深め、事業者間の連携強化に努めます。 

・西区訪問介護事業者連絡会の運営に携わり窓口担当者の認知度の向上を図ります。 

（２）顧客の視点 

  ・内部及び外部の勉強会・研修会の計画を遂行し、資質を高めます。 

（３）財務の視点 

  ・地域のニーズに対し、積極的にサービスを受け入れ、提供します。 

（４）業務プロセスの視点 

・サービス提供責任者を中心にＰＤＣＡサイクルを実現させます。 

（５）人財育成の視点 

  ・職員が互いに専門性を高めることができるチームづくりに取り組みます。 
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＜中央区北部地域包括支援センター(介護保険法上:地域包括支援ｾﾝﾀｰ･介護予防支援)＞ 

年度スローガンを『地域をつなぐ』とし、以下の２事業に取り組んでいきます。 

 

１ 包括的支援事業 

（１） 中央区北部地域を中心に地域包括ケアの要として以下の大阪市委託事業を行います。 

・『総合相談･支援事業』『権利擁護事業』『包括的･継続的ケアマネジメント支援事業』 

『介護予防ケアマネジメント事業』 

２ 介護予防支援事業 

（１）中央区北部地域の指定介護予防支援事業所として要支援者のケアマネジメントを実施 

します。 

３ センターの運営目標として、「地域包括支援センター事業実施基準」におけるすべての

評価項目を満たし、かつ「重点評価事業における応用評価基準」についても10点を獲得で

きるよう、具体的に以下の取り組みを行います。 

（１）地域貢献の視点 

  ・地域包括ケアの担い手として多職種連携を進め、そのネットワークを拡充することで 

地域に貢献します。 

・サービス事業者や地域住民に対して、積極的に出前相談や研修会を行います。 

・地域ケア会議から見えてきた課題に添った取り組みを行うことで地域課題解決に努め 

ます。 

（２） 顧客の視点 

・地域における様々な資源をネットワーク化し有効活用するだけでなく、地域ニーズ把 

握とそれに合った社会資源開発に努めます。 

・個人情報保護、公正中立を確保します。 

・日常生活自立支援事業、成年後見制度などを活用し高齢者の権利を擁護します。 

（３） 財務の視点 

・ＯＡ機器の特性を活用し、コスト削減を図ります。 

・介護予防支援事業における目標値を設定し、達成に努めます。 

・委託費を計画的に活用し、地域に還元します。 

（４） 業務プロセスの視点 

・地域包括支援センター運営システムを活用し、効率化を図ります。 

・業務マニュアルを整理し、より良い業務プロセスを構築します。 

（５） 人材育成の視点 

・積極的に研修に参加し、個々の専門性を高めます。 

・伝達研修を行い、チームの能力向上、質の統一を図ります。 
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３ ケアハウス事業（老人福祉法） 
 

基本方針 

入所者一人ひとりが出来る限り長く住み慣れた施設で暮らし、自分らしい生活が継続でき

るよう、個別ニーズに対応したサービスの提供に努めます。 

また、きつこう会、亀望会各事業との連携により安心して暮らせる支援にも取り組みます。 

 

（１）地域貢献の視点 

・ケアハウスの認知度を上げられるように、地域活動協議会に参加し、積極的に地域行

事への参加を行います。 

・入所問い合わせのあった方へ丁寧でスムーズな対応に努め、高齢者のニーズの把握に

つなげ、地域の中で相談機能を生かせるように取り組みます。 

・災害時拠点施設となることによる準備と整備を進めます。 

（２）顧客の視点 

・入所者の不安点である終活や介護予防に関する知識を深め、相談機能を強化すること

で、安心した生活につながるように取り組みます。 

また、多くの方より相談がある医療面に関して相談にのれるように、地域の医療機関

のとりまとめや、医療知識の向上に努めていきます。 

・入所者の重度化への対応の具体的な検討と実施を行います。 

（３）財務の視点 

  ・空室が続かないよう待機者の確保とスムーズな入所につなげるため、広報活動に力を 

入れます。 

・老朽化した設備を、計画に基づいて修繕して行きます。 

（４）業務プロセスの視点 

・効果的、効率的業務遂行のため、業務の見直しを図ります。 

・アセスメントシートを活用しながら、統一した視点で入所者の把握を行い、状態の変

化に素早く対応できるように取り組みます。 

（５）人財育成の視点 

・個人の課題に合わせた計画的な外部研修の参加により職員の知識向上をすすめ、研修

報告の工夫によりサービスに活かせるように取り組みます。 


