
2020 年度 社会福祉法人 愛寿会 運営計画 

 
１ 法人は、3つの運営理念を踏まえ、サービスを提供します。 

① 安心、安全、明るい施設。いつも笑顔であなたのそばにいます。 
② 温かい心といたわりの気持ち。充実した快適なサービスを一丸となってお
届けします。 

③ 地域の皆さんと手を繋ぎ、豊かな社会づくりに貢献します。 
 
２ 法人は、次のスタンスでサービスを提供します。 

① 特養、在宅での部門間の連携を一層強化し、サービス内容を充実していきま
す。 

② 利用者や家族の皆さまと喜びを共有し合えるよう、日々の暮らしを支援し
ていきます。 

③ 地域の皆さまとの触れ合いを大切にし、地域と共に、暮らし、成長し、未来
を拓くよう地域福祉の向上に努めていきます。 

④ 職員が自由に発言でき、意欲を持って仕事に取り組める職場づくりを目指
します。 

 
３ 法人は、社会の動向を踏まえて、利用者・家族や地域のニーズに応えた事業を

行います。 

（1）他法人とも連携し、地域における公益的な取組を実施する責務（無料又は低
額な料金でサービスを提供するなど）を果たし、地域社会のニーズに応える。 

（2）2018 年度は 3 年に１回の介護報酬の改正が行われた。改定率は 0.54％増額
で決定したが、当法人においては 0.27％程度の増額にとどまり、通所介護事
業等減額となる事業もある。また、本改定では自立支援など新たな視点に立っ
た介護サービスが厚く評価されることとなった。こうした介護サービスの潮
流に対応を図り、利用者満足を高めるとともに、経営基盤を確固たるものにし
ていく。 

（3）地域のニーズや足立区の介護保険事業計画等を踏まえ、紫磨園駐車場を活用
した新施設整備計画を検討する。検討メンバーを職員から選抜し、研究を進め
て、2020 年（平成 32 年）以降の施設整備を目指す。 

（4）特養の事業計画（詳細は、別途策定） 
  ① 入院者・退所者の増加、介護事故の増加傾向など要介護度重度化による施

設運営への影響が顕著である。業務体制を見直すとともに、看取り支援、医
療行為、重度認知症等の対応などサービスの充実を図る。 
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  ② 特養ベッド稼働率が低迷しており、事業実績に影響を及ぼしている。入院
者・退所者の増加が背景にあるが、新規入所者の補充が追い付いておらず、
新規入所の短期間化が喫緊の課題である。生活相談員の配置見直しや業務
改善等により早期の改善を図る。 

③ 給食提供方法の見直しを図る。 
    現在は、外部委託による施設内調理方式により給食を提供している。人件

費上昇に加えて食材費も上昇しており、委託費の大幅な上昇が避けられな
い。すでに、利用者にも価格転嫁を強いている状況である。 

国内労働者人口の減少、世界的な食糧不足による食材調達コスト上昇と 
いった社会情勢から、コスト上昇トレンドは今後さらに厳しいものとなる
ことが予測される。介護報酬制度下で制約が課せられた食費収入において、
いかにコスト上昇に対応するかが、大きな経営課題となっている。 
これに対応するため、外部委託による施設外調理（外部セントラルキッ

チン）方式の導入を次年度までに検討する。 
④ 以下の事項を中心に、紫磨園のセールスポイントを打ち出し、入所希望者
の確保を図る。 

    ア 看取りの充実と医療機関との連携の強化 
    イ 多様化する食への対応 
    ウ 認知症利用者へのきめ細かな対応 
    エ 機能訓練の充実 
    オ 紫磨園サポーター制度（仮称）の立ち上げ 
（4）在宅サービスセンター（デイサービス）の事業計画（別途策定） 

① 2018 年度に取り組んだ事業所再編や自立支援型サービスへの移行などの
効果が表れ、2019 年度を通じて利用実績の改善が図られた。 
デイサービス事業の維持発展には、今後もたゆまぬサービス刷新により他

社との差別化を図り、一時的な競争優位を連鎖して獲得していくことが必要
である。外部で展開される最新のデイサービストレンドの分析やノウハウの
吸収、自法人内での業務改善をさらに進める。 

  ② 法人内の通所連絡会の活動の充実により、業務改善と地域の課題への取
り組みを強化する。 

  ③ 地域包括支援センターや居宅介護支援センターと連携し、地域住民に向
けた介護予防の取り組み等を積極的に展開する。地域住民や関係機関との
接触機会を増やし、将来の利用者予備軍となる層の掘り起こしを図る。 
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（5）地域包括支援センターの事業計画（別途策定） 
① 2020 年度は、足立区からの業務委託内容が大きく見直される。特に、地
域包括ケアシステムの実現に向けて「生活支援コーディネーター業務」が新
たに付加される。地域における通いの場の創出や地域の担い手の発掘などが
期待される成果である。具体的な実施スケジュールを策定し、計画的に事業
を進めていく。 

    地域包括支援センターが目指すものは、当法人がこれまでに進めてきた
地域貢献活動に合致する内容でもあるため、法人内のデイサービスや居宅
介護支援センターの積極的な協力体制を継続していく。 

② 法人内のセンター連絡会の活動の充実により、業務改善と地域の課題へ 
の取り組みを強化する。 

（6）居宅介護支援センターの事業計画（別途策定） 
① 2020 年 2 月から、法人内居宅介護支援センターを統合し、「あいじゅケ 
アプランセンター」として再編した。これにより主任介護支援専門員２名、
介護支援専門員４名の体制となった。 
現行の介護報酬算定構造では、事業所規模を大規模化して、かつ特定事業

所加算を取得する居宅介護支援事業所が、サービスの質の担保においても収
益性の点においても有利となる。当法人でも、この方向性で事業運営を進め
ていく。 

 
4 法人は、サービスを提供する職員の確保と資質の向上に努めます。 

（１）基本方針 
① 施設・在宅を含めて、より良いサービスを提供するには必要な有資格の職
員を採用する。併せて、副主任以上の役職者には介護福祉士又は社会福祉士
及び介護支援専門員の有資格者又は受験を予定する者を充てる。 

② 職場内外での研修制度の充実が不可欠である。キャリアパスを踏まえ、各
階層に応じた・きめ細かな研修を関係機関と連携し、実施する。 

③ 人事考課制度を活用しながら、職員の能力の向上と職務への積極性を  
高める。非常勤職員についても人事考課制度を着実に実施し、長期的な視点
からスキルアップ、キャリアアップを図る。 

④ 産業医と連携し、職員の健康管理には万全を期し、職務に専念できる よ
うにする。 
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（2）人事給与制度の再構築 
① 目的 

介護現場を直撃する深刻な人材不足が続く中で、いかにして現在の人材 
を確保しつつ、法人のキャリアパスに則りながら将来を見据えて育成をして
いくのかは極めて大切な経営課題である。下記に示す、法人が抱える現状の
課題を解決するために、人事給与制度の再構築を進める。 

    ・「次の次」の役職候補者の選定と育成 
    ・役職者の選任基準、求める能力等の明確化 

・職務内容に応じた給与体系の導入 
（均衡待遇の実現。役職者の処遇改善を含む。） 

・職員への人事給与制度の浸透（処遇や制度の見える化） 
   ・長期雇用を前提とした人材育成や人事制度だけではリスクが大きい 

  ② 具体的な検討内容 
   ア 給与制度の再設計 
      基本給を勤続給+職務給に分割 
      範囲給の上限額・下限額の見直し 
   イ キャリアパスの見直し 
      階層減または飛び級制度の導入 
   ウ 限定職群の見直し 
   エ 役割基準書・職群別業務切り分けの作成 
   オ 人事考課シート等の改定 
  ③ 実施スケジュール 
    2020 年 2 月～9 月まで 
 
５ 法人は、経営基盤を強固なものとします。 

（1）安定的な運営には経営基盤を強固なものにすることが求められる。特養の収
益に依存するというこれまでの考えを払しょくし、各施設の数値目標（サービ
ス利用率）を掲げ、具体策を全員で考え、実行し、その達成を目指す。 

実施事業 目標値 
特養（定員 120 名） 
ショートステイ（定員 10 名） 

平均入所率 年 92% 
平均稼働率 年 180% 合計 年 98％ 

紫磨園在宅 SC（定員 43 名） 月平均利用率  90% 
西綾瀬在宅 SC（定員 49 名） 月平均利用率  84% 
あいじゅケアプランセンター 介護支援専門員 1 人当たりケアプラン
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担当件数 
要介護 月 35 件/人 
要支援 月 9 件/人 

地域包括支援 C 西綾瀬 介護予防プラン担当件数（自己作成分） 
月 27.9 件 
介護予防プラン担当件数（外部委託分） 
月 118.3 件 

地域包括支援 C 新田 介護予防プラン担当件数（自己作成分） 
月 63.4 件 
介護予防プラン担当件数（外部委託分） 
月 95.9 件 

 
（2）2040 年に向けて生産年齢人口の減少、高齢化の進展に伴う介護ニーズの増大
が予測されている。特に人材不足については現在でも深刻な状況にある。このた
め、当法人では、①人手不足にも介護サービスの質を落とすことなく対応する運
営モデルの確立、②ICT・ロボットの活用、③就業環境の改善と人材確保、とい
った課題に継続的に取り組む必要がある。以下の具体策を本年度中に実行して
いく。 

  ① タイムスタディによる現状業務の可視化 
  ② 現状業務の効率化の具体策検討 
  ③ 人員配置シミュレーション検討 
  ④ ICT 機器・ロボットの導入（東京都補助金活用） 
 
６ 法人は、課題の解決と対応に向け、全職員が一丸となった取組みを推進しま

す。 

（1）2040 年問題への準備と対応に向けての取組みの着手は決して早いものでは
ない。とかく日々の仕事に追われがちであるが、先を見据えた計画の準備を進
めていくことが求められる。 

   そのためには職員の意識も変わることが必要であり、その際中核をなすの
は役職者のリーダーシップの発揮である。役職者が法人全体の視点に立って
行動することが強く求められる。経営会議や主任会議のみならず、職場の会議
でもこうした視点で活性化を図り、風通しの良い職場にしていく。 

以上 
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令和２年度 

（2020年度） 

Ｖｏl .１ 

事 業 計 画 

特別養護老人ホーム 紫磨園 

紫磨園在宅サービスセンター 
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人口減少に伴う国全体の労働力不足に加え、仕事として不人気の職種である介護業界。 

その中、昨年来、歴史ある福祉系専門校の閉校や学科の休校など、業界の状況は、極め

て厳しい状況である。 

そんな中、超高齢社会をけん引する我々は、仕事の魅力を発信し、職種・世代・性別・

障害の有無を問わず、働き続けられる魅力ある職場を作ることが最重要課題である。 

そのために、専門職としての知識と技能、進化するテクノロジー、それに、人と人との

つながりを融合させ、最良の方法でのサービス提供を実現させる一年とする。 
 

                          

 

令和 ２年 4月 1日 

 

                              園 長  小 林  弘 
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Ⅰ 理念・方針 

１ 社会福祉法人愛寿会 倫理綱領 

２ 組織・業務体制 

 

Ⅱ 重点事項 

 １ オール紫磨園 

①  働き続けられる職場づくり 

②  地域貢献活動の進展 

③  給食提供方式の変更準備 

④  サポーター制度創設 

 

２ 在宅サービス（ 短期入所・通所介護 ） 

①  ライフライン機能の発揮（ 短期入所 ） 

②  ＡＤＬ維持向上の具現化（ 通所介護 ） 

 

Ⅲ 人材育成 

１ 年間計画 

２ 資格取得支援 

 

Ⅴ 経営目標 

１ 入所率、利用率 

２ 年間事業活動収支差額目標 

３ 対策 

 

Ⅵ 運営実績（ 2013 ～ 2019年度 推移）   

１ サービス提供実績 

２ 事業活動収支状況 

３ 施設サービスの利用状況 
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Ⅰ 理念・方針 

  １ 社会福祉法人愛寿会 倫理綱領 

  【前文】 

 私たちは、介護を必要とする人たちが安心して笑顔で暮らせる社会の実現を願っています。 

  そのため、私たち「社会福祉法人 愛寿会」においても、利用者一人ひとりがニーズを満 

  たし、心豊かな生活を送れるよう支援する福祉施設職員として、ここに倫理綱領を定めま 

  す。専門職としての自覚を持ち、最善の福祉サービスを提供できるよう努めます。 

 １．利用者の気持ちを大切にします。 

    利用者の基本的人権を擁護し、その自己決定を最大限尊重しながら、一人ひとり

  が心豊かな生活を送れるように、利用者の立場に立った福祉サービスを提供して

  いきます。 

  私たちは、利用者のニーズを知るためにあらゆる知識と技術を駆使します。真の

  ニーズを受け止め代弁していく役割があることを自覚し、行動します。 

 ２．専門職としての自覚を持ちます。 

     私たちは、常に専門的知識、技術を学ぶと共に、豊かな教養を身に付け、人間性を

  高め、より専門的なサービスの提供に努めます。自己の実施したサービスについ

  て専門職として責任を負います。 

 ３．プライバシーの保護に努めます。 

   私たちは、プライバシーを保護するため、職務上知り得た個人情報を許可なく口

  外いたしません。 

 ４．常に利用者に寄り添い、温かい心で援助します。 

   利用者に関心を持ち、積極的にかかわり、共感し、その気持ちに寄り添い支援

  いたします。 

 ５．利用者に不快な思いはさせません。 

     私たちは、利用者への体罰、暴言、セクハラなどにより、利用者に不快な思いは

  決してさせません。 

 ６．利用者を差別しません。 

     性別、宗教、障害の程度などにより、利用者を差別しません。どの利用者にも公

  平公正にサービスを提供します。 

 ７．積極的な連携と協力を図り、最適なサービスを提供します。 

     私たちは、利用者に最適なサービスを総合的に提供するため、福祉、医療、保健

  その他の関連機関と積極的な連携を図り協力します。 

 ８．地域社会と共に歩み、地域福祉を推進します。 

     私たちは、地域社会の一員として地域社会に溶け込み、利用者が地域社会に気兼

  ねなく参加できる機会をつくります。地域が抱える福祉問題を解決していくため、

  専門職として積極的に地域社会に関わっていきます。   

           ≪職員一同≫ 
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紫磨園

事業所長

特 養

（正規４５ 非２２）

統括主任 手川

介護主任 脇屋

【介護】35-21
主任 １人

副主任 ２人

常勤（正規） ３５人

常勤（非正規） ５人

非常勤 １６人

【相談】 4
統括主任 １人

常勤 １人

SS 担当 １人

（介護兼） １人

【看護】 ４

副主任 １人

常勤 ３人

【機能訓練】1-1
作業療法士(副主任) １人

マッサージ師（非） １人

【給食・栄養】1
管理栄養士 １人

通 所

（正規５ 非１２）

主任 野島

副主任 北田

【介護・相談】4-12
常勤（正規） 4人
常勤（非正規） 3人
非常勤 8人

【看護】1-1
常勤 (非正規) １人

委託 １社

【機能訓練】１

柔道整復師（正規）１人

  ２ 組織・業務執行体制 

① 組織図

【業務委託】

・給食    …（株）メフォス

・清掃    … シルバー人材センター

・シーツ交換  … シルバー人材センター

・朝夕 食事時間… シルバー人材センター

・洗濯 … NPO 法人Well”s 
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Ⅱ 重点事項 

１ オール紫磨園 

① 働き続けられる職場づくり

ア）業務の可視化と効率化

昨年度、生産性向上プロジェクトを立ち上げ、その中で、介護

の仕事の総量を調査し数値化し、業務内容を可視化した。 

今年度は、得られたデータから介護関連業務を再構築し、限ら

れた人員でも、耐えうる業務体制を再構築する。 

また、一般職と管理監督職（マネジメント職）の仕事の内容差

がわずかであることも確認できたことから、職責ごとの役割を明

確にする必要性もあり、この課題にも課題解決も並行して取り組

む。 
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イ）定期トーキングの実施

 これまで、人事評価制度で期首・期末の面談を実施してきた。

今年度は、期首・期末加え、一般職 ⇔ 指導職 が個別かつ定例

的に面談する機会（１０分/回/月）を設け、「業務提案」「仕事の

悩み相談」の他、法人・施設・役職者からの思いを伝える場とし

て、活用する。 

ウ）多様性の尊重 

職員の経験・年齢・家族の状況・ハンディキャップなど、個人

個人の生活環境や特性など、お互いに尊重し助け合いながら、安

定した介護サービスを提供していく。 

また、職員の持つ特技・趣味・趣向・関心ごとなど、強みを介

護サービス提供に活かせる育成体制とすることで、仕事対するモ

チベーションの向上を図っていく。 

② 給食提供方式の変更準備

昨年来、各サービスにおける食事提供部分の赤字解消策についての議

論を重ねてきた。その結果、最低賃金の上昇に伴う人件費の高騰や、食

材費の高騰などによる経費増が見込まれ、現状の方式での食事提供の継

続は、不可能であるとの結論に至った。そのため、今年度中に安価で美

味しい食事提供方法への変更の準備を行い、次年度 2021年度から変更し

た内容で実施する 

③ サポーター制度の創設

紫磨園の入居者・利用者の福祉向上を図るため、広く人材を求め、法

人・施設サービスへの参画・助言等を求める。また、会員同志での交流機

会を設け、地域課題や会員個人の生活上の問題などを話し合う場として

も活用する。さらには、会員の代表を評議員として任免し、運営に積極的

な参画を求めていく。

④ 地域包括ケアシステムへの貢献

昨年度、これまで町会・自治会・住区センター等、イベント協力から

始まった地域との関係が、更なる進展を見せた。 

今年度は、昨年４月に足立区で初めて設置された「認定・栄養ケアス

テーション」が、足立区の介護予防事業「はつらつ教室」を２か所、年

間を通して受託することが既に決まるなどの進展を見せている。 

デイサービスにおいても、地域包括支援センターから運動指導を依頼

されるなど、活動の範囲を広げていることから、更なる地域活動の発展

に力を注ぎ、地域包括ケアシステム構築への貢献度を高めていく。 

12
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２ 在宅サービス（ 短期入所・通所介護 ） 

①  ライフライン機能の発揮（ 短期入所 ） 

 これまでも、区役所・地域包括支援センター・地域のケアマネから、

緊急支援の要請には、積極的に応え、昨年度は、２６施設中２番目の受

け入れ件数であった。今年度も、引続き地域おける困難事例の解決に向

け、前向きに関与し、地域の介護におけるライフライン機能を更に発揮

していく。 

 

②  ＡＤＬ維持向上の具現化（ 通所介護 ） 

 ２９年度途中から、園内通貨による模擬社会型自立支援サービスや、ト

レーニングマシンによる、筋力トレーニングなどサービス内容の大転換

を図った。丸２年が経過し順調に利用者を獲得してきた。 

今年度は、個々の状態変化を「バーセルインデックス」を用いて数値化

する事で、効果を検証していく。 

 

Ⅲ 人材育成 

  １ 年間計画 

日 程 内 容 等 備 考 

３月中旬 
業務管理評価シート配付・記入・提出 
・三か年計画読み込み 
・31年度 事業計画読み込み目標設定 

・一般職 ⇔ 主任等 
・主任   ⇔ 管理職 

４月上～中旬 育成面接（ 期首 ） 
・一般職 ⇔ 主任等 
・主任   ⇔ 管理職 

４月末 評価シート提出・回収 経営企画課長 
 ６月・９月 定期面談 ・一般職 ⇔ 主任等 
１０月中旬 介護支援専門員 試験  
１月中～下旬 業務管理評価シート配付・記入・提出 

異動希望調査記入・提出 
 ・一般職 ⇔ 主任等 
・主任   ⇔ 管理職 

１月末 介護福祉士・社会福祉士 国家試験  

２月中 育成面接 （ 期末 ） ・一般職 ⇔ 主任等 

２月末 評価シート提出 
・一般職 ⇔ 主任等 
・主任    ⇔  管理職 

３月末 育成面接（ 期末 ）終了 
・一般職 ⇔ 主任等 
・主任    ⇔  管理職 
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２ 資格取得支援 

 個人個人の目的をもったスキルアップの支援と、組織力強化のため雇用形態にかか 

わらず、以下の、資格取得を積極的に推進する。 

・介護支援専門員、介護福祉士、社会福祉士、主任介護支援専門員

・介護職員実務者、認知症ケア関連、介護予防運動指導員、レクリエーション介護士

Ⅳ 経営目標 

１ 入所率、利用率 

① 施設サービス 入所率

※ 緊急措置、緊急ショート等含む

② 通所介護 利用率 （ 定員４３名 ）
通所介護

90 ％（ 38.7 人/日 ） 
※ ９０％を超えた際は、速やかに定員増（５０人）を検討する。

２  年間事業活動収支差額目標 

（ 千円 ）

３ 対策 

① 収入増

ア）施設サービス 利用率向上（空床の活用）

イ）通所介護 個別機能訓練加算・ＡＤＬ維持加算の取得

ウ）通所介護 利用率の向上５％及び定員増

② 支出減

ア）オール紫磨園体制による人・物の効率的運営

イ）ＩＣＴ活用による効率的運営

ウ）職員定着による間接経費の削減

特 養 短期入所 計

92％（110 人） ※180％（18人） 98％（127人） 

施設サービス 通所介護 計

１５，０００ ５，０００ ２０，０００
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Ⅴ 運営状況（ 過去６年 ） 

1. サービス提供実績 （入居率・利用率）

① 特別養護老人ホーム・ショートスティ

② デイサービス

2. 事業活動収支状況

特養 SS 計
26 年度 92.9% 113.3% 92.7%
27 年度 96.1% 90.7% 92.6% 大規模修繕による一時休止
28 年度 92.4% 158.0% 97.4%
29 年度 87.7% 197.7% 95.6%
30 年度 89.7% 185.8% 97.1%
31 年度 90.0% 154.8% 95.0% ２月末実績

備　考
・特養
・ショートステイ

利　用　率

定員
述べ

利用者
利用率 備　考

26 年度 39 7,629 63.1%
27 年度 35 7,931 73.1% 　〇４月～　　定員減　39→35名
28 年度 35 7,042 64.9%
29 年度 35 6,911 63.7%

30 年度
39
43

9,563 79.1%
　〇11月～

① 新田デイ受入
② 定員増　35 → 39名

31 年度 43 10,691 80.2%
 〇４月～ 定員増　　39 → 43名

※２月末実績（11か月分）

デイサービス

（千円）
特養＋SS 通所介護 居宅支援 計

26 年度 ▲ 14,235 ▲ 7,600 ▲ 1,668 ▲ 23,503
27 年度 18,893 ▲ 3,709 ▲ 1,382 13,802
28 年度 5,565 ▲ 8,513 ▲ 3,748 ▲ 6,696
29 年度 ▲ 12,684 ▲ 1,122 ▲ 1,165 ▲ 14,971
30 年度 19,547 ▲ 13,570 ▲ 2,777 3,200
31 年度 9,438 535 ▲ 3,075 6,898 ※決算見込み

収支差額
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26 年度 3.62
27 年度 3.88
28 年度 4.05
29 年度 4.15
30 年度 4.19
31 年度 4.24 ※２月末実績

平均介護度

3. 特別養護老人ホームの状況

① 平均介護度（ 年度末在籍者 ）

② 入院状況

 
 
 
 
 

 
 

③ 退所者

（内）

看取 率

26 年度 39 13 33% 2年  5か月
27 年度 30 23 77% 2年11か月
28 年度 36 19 53% 2年  8か月
29 年度 44 16 36% 2年10か月
30 年度 45 18 40% 2年 ４か月
31 年度 28 7 25% 2年 ６か月 ※２月末実績（１１か月分）

退所者数退　所
退所者

平均在所期間

実人数 延日数
26 年度 118 1,884
27 年度 53 999
28 年度 75 1,641
29 年度 142 2,446
30 年度 167 2,831
31 年度 166 2,412 ※２月末実績（１１か月分）

入退所・入院
入　　院
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職員
職員

＋S人材
26 年度末 2.67 2.56
27 年度末 2.58 2.35
28 年度末 2.56 2.27
29 年度末 2.62 2.33
30 年度末 2.64 2.34
31 年度末 2.55 2.25

令和２ 年度始 2.46 2.21 ※見込

介護・看護
配置状況

介護・看護

１年
未満

１年
以上

26 年度 4 13 17
27 年度 3 5 8
28 年度 1 3 4
29 年度 0 1 1
30 年度 0 6 6
31 年度 2 5 7 ※見込

常勤介護職員
退職者数

計
勤続年数

④ 介護職員退職者 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

⑤ 介護・看護配置数 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

以 上 
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2020 年度 西綾瀬在宅サービスセンター事業計画

１ 事業方針

（１） 社会福祉法第 3 条の理念に基づき、介護保険サービスを必要とする

ものに対し、基本的人権と生命の尊厳を保持することを基調として、

その環境・年齢及び心身の状況に応じ、適切な通所介護サービスの

提供をする。

（２）通所介護の算定区分変更

年間稼働率・収入目標

本年度は、昨年度の定員変更（増員）と利用延べ人員数より算定区

分が通常規模から大規模Ⅰへ変更となる。それに伴い減収が見込まれ

る（－3,000 千～－3,500 千）。 

対応策（＋2,000 千～） 
①はじめてのフレイル予防教室 ２期実施。

②嘱託医の雇用契約解除。

③看護職員の配置を一部訪問看護 ST へ変更。

⑤年度内における定員変更の検討（定員 49 名→54 名増員）。

④新規契約に関しては支援２以上とし、利用者認定受け入れ比率調

整（支援：介護＝１：５）。

（３）生産性向上への取り組み

職員業務の見える化（タイムスタディの実施）することで、業務内

容や役割分担の見直し（標準化）、ICT の活用（自動化）を進めてい 
く。

（４）新たな事業に向けて

 現サービスの拡充や訪問介護等への新規参入、また保険外サービス

  も含め検討していく。

２ 実績目標

定員 49 名 目標 利用率 84％ 
※同一法人居宅の通所対象者

当センター利用者割合（2019 年度上半期 73％）
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2019 年度実績 2020 年度目標 
定員 49 名 定員 49 名 

月間平均利用者数 40 名 41 名 
月間平均登録者数 124 名 127 名

月間平均利用率 81％ 84％
（+2,000 千）

※目標数値

2019 年度 収入見込み 118,100 （単位千円） 
2020 年度 収入目標 118,600～（単位千円） 

  【通所事業 サービス活動収支差額】

2019 年度 差額見込み 7,000  （単位千円）

2020 年度 差額目標 7,500～ （単位千円） 

３ 西綾瀬としての取り組み

・能力に応じた自立した３つの活動

Ⅰ 歩く自信と体力維持

屋外での歩行訓練を日課として取り入れ、個別性を重視した運動。 
Ⅱ 人とのつながりと五感への刺激 

日々のレクリエーションと季節の行事。

Ⅲ 自信と意欲の高まり 

料理、手芸、健康、生け花、書道、美容、6 つのクラブ。 
※園芸等の試行。

４．３か年計画

「ビジョン１ 施設サービスの新たな展開」 

① 「利用したい、相談したい」と感じられる雰囲気づくり

・紫磨園デイ利用者交流の実施（2020 愛寿会オリンピック）。

・新人職員向けのトレーナープログラム作成。

・介護予防運動指導員１名養成。

・レク介護士１名養成。

② 自立支援と重度化防止に向けた質の高いケア

・独自運動のプログラム開発。

・加算対象以外の住環境調査。
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・バーセルインデックスの研修と試用実施（2022 加算算定）

③ 認知症利用者への心のケアと実践

・認知症介護実践者研修受講 1 名、認知症サポーター養成講座

・認知症介護実践リーダー研修受講１名。

・認知症施設内研修 年２回（講師：研修受講者）。

・認知症ケア専門士１名養成。

④法人内、外部事業者との交流や研修を通して、相互理解とサービ

ス内容の向上を図る。

・外部事業者（デイ）との交流研修（常勤・非常勤１日）。

  「ビジョン２ 地域に根差した施設づくり」 

① 事業所内合同企画を通し地域に還元できるサービスや行事の実

施。

・通所 「はじめてのフレイル予防教室」3 か月・2 期。 
足立区公園自主管理制度。

仮称「西綾瀬お菓子ポイント事業」の検討（30 千）。 
介護予防教室：講師派遣

（弘道住区センター年 4 回 有料）。 
② 地域ボランティアの活用と社会参加

・通所包括 ボランティアコーディネーター1 名養成。

・絆協力員 ボランティアへの取り組み。

③ 介護体験ボランティアや実習生等の受け入れ。

・近隣の児童施設との交流（現在 4 施設）。

・介護職員等の実習生。

  「ビジョン３ 施設環境の整備」 

① 設備の充実と有事対策

・自治会との有事における意見交換、備蓄管理の検討（100 千）。

・2022 年 中規模修繕 エアコン交換（足立区と協議中）。

・2020 年 和式トイレの洋式化予定（足立区）。

・デイ用テーブル 10 台購入（500 千）。

・リハビリ機器購入（500 千）。
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５．センター行事

2020 年度年間行事について

月 行事 月 行事

４月 花見 １０月

５月 菖蒲湯・五月人形 １１月

６月 １２月 クリスマス会

７月 七夕 １月 初詣

８月 納涼大会 ２月 節分 

９月 敬老会 ３月 雛まつり

６．基本業務

① 身体介護サービス

日々の生活において欠かすことのできない排泄、食事、歯みがき等

を個々の身体機能に合わせて、自立支援を目的に介助を行う。

② 機能訓練について

利用者が楽しく継続して参加できるよう、集団体操だけでなく

個々の身体状況に応じた機能訓練（身体機能の維持）の内容を行っ

ていく。

③ 入浴サービス

入浴の支援が必要なご利用者に対して、身体状況に応じた介助を

基本に個々の心理面まで配慮した入浴を実施する。

④ 食事サービス

利用者の意向を反映する献立作りを目指し、嗜好調査を委託会社

と協力して行い、献立内容の改善に取り組んでいく。

※本年度は、毎月、各都道府県のご当地メニューを提供していく。 

⑤ 訪問美容サービス

 事前予約にてセンター来所時、福祉専門の美容師によるカットサ

  ービスを提供する。※有料のため、サービス提供時間には含めない。 

⑥ 送迎サービス

送迎車からご自宅へのドア・ツー・ドアを基本とする。また、ご家

族からの要望に関してはできるだけ考慮し、ご利用の方が安心して施

設に通うことができるよう努める。
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   ７． その他 
①  元気応援ポイント事業について 

   65 歳以上の方がもっと元気なることをめざし、福祉施設対象の

ボランティア受け入れ施設として事業に参加、地域貢献の役割を担

っていく。 
 

②  介護職員等の実習生受け入れについて 
資質の高い介護職員等の人材を養成するための実習施設として、 

その役割を果たしてきたが、今後とも積極的にその役割を担って

いく。 
※専門学校（介護福祉士養成課程実習）、大学（教職課程介護体験 

事業、社会福祉士養成課程実習）、東京都福祉人材センター（職 
場体験事業）。 

※今後の人材確保を目的に、センターより実習依頼元へのアプロー 
チを検討していく。 

 
③  保護観察対象者に対する社会参加活動の受け入れについて 

     東京保護観察所で行っている、犯罪や非行をした保護観察対象

者に社会貢献活動を行わせ、自己有用感、規則意識、社会性の成

長を促すことにより、改善厚生・再発防止を図る事業にも取り組

む（年６回）。※足立区保護司会（社会貢献活動）。 
 

④  非常災害について 
避難訓練 年２回、通所介護、居宅、包括職員と通所介護利用者 

合同訓練を実施する。また、通所介護における BCP 計画策定と備 
蓄の選定と管理について検討していく。 

 
⑤  通所連絡会について 

     法人内の通所介護に勤務する指導職を中心に、業務における意見

交換を行い、共通したサービスと独自性にもったサービスを提供

できるよう取り組んでいく※本部：適宜開催。 
参加者 管理職 曽根 

紫磨園 野島 北田 
西綾瀬 石川 

検討課題 ・業務改善と新たなサービス検討。 
・研修企画の検討。 
・事故報告等。 
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                                        社会福祉法人 愛寿会 

2020 年度   

あいじゅケアプランセンター事業計画書  

 
１．事業方針 
（１）収支改善に向けた取り組み 
  ①実績目標の達成。 
  ②業務内容における労働時間の標準化 
  ③テレワークによる業務の効率化、居宅介護支援システム変更の検討 
  ④地域支援の拡充（ケアマネジャー増員） 
（２）法人事業所への紹介率（75～79％） 
（３）他社サービスの情報収集 
（４）法人への新事業・新サービスの提言 
 
１．実績目標（職員１人担当：要介護プラン３５件）※特定事業所加算Ⅱ算定 
職員 6 人体制 
１か月あたり 要介護件数 要支援件数 訪問調査 

件数 

担当件数     210 件     54 件  11 件 
 
【プラン比率 要介護 1～2：3～5＝7:3 算定＋要支援＋訪問調査料】  
2019 年度 収入見込み 35,440（単位千円） 
2020 年度 収入目標 48,060（単位千円） 

 
【収支差額】 
2019 年度 差額見込み －7,060（単位千円） 
2020 年度 差額目標 5,560（単位千円） 

 
２．事業内容 
   利用者からの委託を受けて介護保険法の趣旨に従い利用者が可能な限り

居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活が営む事ができるよ

う居宅支援を行う。事業に当たり保険者、医療、地域包括支援センター、

介護保険施設、他の居宅介護支援事業者等々と綿密な連携を図りながら総

合的なサービス提供に努める。 
 
(１) 居宅サービス計画書の作成  
   利用者の居宅を訪問し利用者、家族と面接して解決すべき課題を把握し

その課題分析に基づき、利用者及びその家族の意向を充分に尊重しながら
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計画原案を作成する。サービス担当者会議では適切な各サービス提供がな

される様に調整する。

(２) モニタリング及びアセスメント

毎月の訪問以外にも利用者、家族、各サービス提供事業者との連絡を綿

密に継続的に行い、居宅介護サービス計画の実施状況等を把握し利用者の

解決すべき課題に応じて居宅サービス計画の変更、サービス提供者との連

絡調整、その他必要な支援を行う。

(３) 医療機関との連携

疾病・受傷により入院された利用者が退院して自宅での生活に戻るに当

たり、医療保険から介護保険への利用が迅速にスムーズに行えるよう、入

院時から連絡相談対応、退院時カンファレンスを積極的に行っていく。

  又「在宅支援診療」を受けている利用者の方々は高い医療ニーズなので、

主治医、訪問看護等医療との連携を密に取り合い、きめ細かく適切なサー

ビス提供が出来るように努める。

(４) 各種申請代行、施設入所への支援

介護保険に関する各種申請の代行を行う。利用者(家族)が介護施設への

入所を希望した場合、紹介等の支援をする。

(５) 給付管理

居宅サービス作成後、その内容に基づき給付管理票を東京都国民健康保

険団体連合会に提出する。

(6) 訪問調査

足立区の委託を受け、要支援、要介護認定の為の基本調査を行う。

調査にあたっては、みなし公務に携わる者としての立場を自覚し、公正・

中立の立場で行う。

３．介護支援専門員の資質・専門性の向上

(１) 専門知識及び技術向上

介護支援専門員としての向上、事業内容・目標の達成の為に内外的な研

修に参加し実践を積み、専門的知識・技術の向上に努めていく。研修の参

加については業務時間内の場合、他の介護支援専門員が参加者の担当ケー

スに関する調整など行い一方が支障なく研修に参加できる体制を図る。業

務時間外の場合は所属長の許可の元所定の手続きを行い、業務として参加

する。
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(２) 苦情解決 
   不満や苦情があれば、迅速かつ適正に行う。受付時は、対象者に不快感

を与えないように対応する(法人苦情対応規定)。 
 
(３) 個人情報の取り扱い 
   個人情報の取り扱いを適正に行い、言動や行動に注意し秘密保持に努め

る(法人個人情報規定)。  
 
４．特定事業所加算（Ⅱ）の算定要件 
  ①常勤かつ専従の主任介護支援専門員１名配置。 
  ②常勤かつ専従の介護支援専門員３名以上配置。 
  ③２４時間連絡体制。 

④利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達 

等を目的とした会議を定期的（おおむね週１回以上）に開催する。 
    ※毎週金曜日 ８：３０～９：３０ 

 ⑤地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合において 

も、積極的に居宅介護支援を提供する。 

⑥地域包括支援センター等が実施する事例検討会等に参加する。 

⑦運営基準減算又は特定事業所集中減算の適用を受けていない。 

   ⑧介護支援専門員１人当たりの利用者の平均件数が４０名未満とする（介護 

予防支援の受託件数を含む）。 

   ⑨介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に 

関する実習」等に協力又は協力体制を確保する。 

   ⑩他法人が運営する居宅介護支援事業所と共同で事例検討会・研究会等を 

実施する。 

 
５．管理者による監査の実施 
  2018 年度介護保険法改正により管轄が東京都より足立区へ移行となり、

今後は定期的な実地指導が行われることとなる。内部監査を本年度（前年度

は管理職同席）より管理者にて実施し、運営基準等のコンプライアンスの徹

底を図っていく。 
◎監査方法 

・監査員 管理者（主任介護支援専門員） 
・時 期 年 1 回、事前通告（１カ月前）→監査は１日とする。 
・内 容 ①各職員の要介護のケース→無作為にて２ケースを選ぶ。 

      ②ファイルの整理確認。 
③確認事項→居宅介護支援 運営基準減算チェックリスト使用。 
④監査員は、ケースファイルと福祉見聞録（記録等）、現地職員 
と確認する。 

⑤不備に関しては、管理者へ報告し職員への指導を行う。 
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７．居宅連絡会について

 管理職とケアマネジャーが、事業内容や収支等の意見交換を通して業務

の確認と改善に努める。また研修等のフィードバックを行うことで、居宅

介護支援事業のスキル強化を図っていく。

・場所 西綾瀬事業所

・毎月、第２金曜日 9：00～9：30（居宅ミーティング後）
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2020 年度 地域包括支援センター西綾瀬 事業計画 

 

 

1. 2020 年度 事業方針（重点項目） 

 

① 地域との関係づくりの強化 

  西綾瀬管内にある 20町会自治会の関係者との関与度について自己評価を行い、 

関与度の高い地域については、出前の介護予防教室の打診、企画を共に行い地域住民との関係性をよ

り強化していく。低い地域については、地域課題について実態把握を通じて情報収集を行い、会長等

役員の他、役員以外の協力者（絆のあんしん協力員や老人クラブ等）との連携を図っていく。 

② 誰もが気軽に集いやすい居場所作りの強化 

現在ボランティアによる運営が充実している、認知症カフェと男性の孤立予防グループの活動は維

持。その他、ビデオ体操を毎週新規開始し、独自の介護予防事業から自主グループの創出を試みる。

また、孤立しやすい介護者（男性、若年世代）のケアに重点を置いた家族介護者教室を企画し、自助

グループの創出を図っていく。 

 

2. 事業方針に対する目標 

① ・町自治会との連携による出前講座  

2019年度 年１回実施→2020 年度 年４回実施 ※加算取得 

・関係性の自己評価の低い自治会における新規絆のあんしん協力員獲得 

2019年度 0 名→2020 年度 ４名 

② ・西綾瀬在宅ＳＣと連携し、独自介護予防事業から２つの自主グループ創設を図る ※加算取得 

・実態把握と独自介護予防事業の展開からフレイル予防教室参加率向上を図る ※加算取得 

 2019 年度 12/14名 →2020 年度 20名（42％増） 

・家族介護者の自助グループ１つ創設 

 

3. 2020 年度の事業体制 

 

○地区担当（実態把握訪問、虐待主担当、出前介護予防教室主担当、孤立ゼロプロジェクト地区担当） 

・西綾瀬自治会（３自治会） 看護師：奈良 

・西綾瀬町会（３町会） 新任職員 ※着任までは奈良代行 

・弘道１丁目、弘道 2丁目町会（５自治会、２町会） 社会福祉士：大井 

・弘道 2丁目自治会、青井２丁目（５自治会、２町会）主任介護支援専門員：岡田 
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○事業・行事主担当 

・センター長：伊藤 

事業評価、内部監査、地域ケア会議課題検討会、住区センター・教育機関等との連携、実態把握リス

ト管理、支援困難ケース進行管理、予防プランフォロー、虐待防止ネットワーク委員会 

 

・看護師（介護予防事業担当）：奈良 

実態把握、ビデオ体操、物忘れ相談、男性孤立予防グループ（GG会） 

 

・社会福祉士（地域ネットワーク担当）：大井 

実態把握、２層協議体、絆のあんしん連絡会、認知症カフェ（おひさまカフェ） 

 

・主任介護支援専門員（包括的継続的ケアマネジメント事業担当）：岡田 

実態把握、地域ケアネットワーク事業、地域ケア会議、予防プラン請求業務フォロー 

 

・その他職種：新任職員 

実態把握、家族介護者教室、孤立ゼロプロジェクト 

 

・プランナー：新任職員（非常勤週 3回） 

全予防プラン担当（直営 35件、委託 108件）・請求業務、その他事務作業 

※予防プラン収入見込み 別紙参照 
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令和 2 年度 地域包括支援センター新田 事業計画（案） 

1. 平成 31 年度に取り組む重点項目

・地域ニーズに沿った事業運営

地区担当制の導入・各事業担当の明確化、事業の定期的な見直しを習慣化することで、地域ニーズに沿

った事業運営を目指す。そのため、センター長の管理機能を強化し、ＰＤＣＡサイクルを徹底していく。

→①地区担当制：業務の均衡化、②各事業担当の明確化：縦割り分担化、③事業の定期的な見直し：PDCA
サイクルの非徹底により地域ニーズを捉えておらず、ニーズに沿った事業運営は出来ていない。地域づ

くりのための動きも一切できていないため、より具体的な行動指針と目標の設定が必要。

・地域の関係者との連携を強化

町会や自治会、絆のあんしん協力員・協力機関等との連携状況においては、個人差や地域差が見られて

いる。今年度は各地区担当が主となり関係構築・連携強化に努めネットワーク構築を行っていく。また、

機関紙を年 3 回発行し関係作りのツールとしても活用していく。 
→職員の異動による地域との関係性が希薄になったことと例年通りの関わり方により、更なる連携強化

には至っていない。関係性が出来ていると感じていた地域では関係者からケース相談はあるが、それ以

上の関りには発展せず、職員の顔と名前が浸透していないことや、過去の職員名が未だに出ることから

関係性が濃密であることは考えにくい。

・自主グループの創出

河川に挟まれ分断された地域のため、活用出来る社会資源に限りがある。地域内の互助力向上に向け

集いの場や活動の機会が必要であることから、関係機関等と共同し自主グループの創出を行う。

→そもそも自主グループの創出に向けた動きを一切していない。年度途中で既存のサロンや通いの場の

支援に方針転換し、協力機関とのマッチングを実施してきた。新規サロン（尾久橋スカイハイツ）の支

援から体操教室の自主化には繋げたが、新たな自主グループ創出に向けたノウハウ不足が残存している。 

2. 令和 2 年度に取り組む重点項目

・地域情報と地域ニーズの把握、社会資源の整理

地区担当制を見直し、複数体制を取ることにより地域分析機能の強化を目指す。ベースとして各職員

が地域の基礎知識を持つことや各事業の繋がりを意識しながら業務にあたることが必須のため、日々

の朝礼やミーティング等で情報共有実施。

・地域を知るための行動指針

→月 1 回以上各地域の関係機関や協力機関、情報を持っている人と話をする機会を作る。

※情報をもらうことや依頼をするだけでなく、相手方にも優位な情報や打診が出来るよう心掛ける

地域の情報が得られた場合には適宜職員間で報告し合い、情報をまとめる。

各事業の参加者の意向を確認する。
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年報、月報から相談の傾向や課題を把握する。

住区センター、学習センター、サロンの内容の把握

→写真付きの冊子を作製し、情報提供しやすいツールとして活用。

・自主グループの創出

生活支援コーディネーター業務に求められる自主グループの創出に向け、法人内の資源や協力機関と

連携し、自前の介護予防教室を新田・江南エリアで展開する。本年度内に 2 つ以上自主グループの創

出を目指す。

・介護予防教室の予定

→新田：学習センター…偶数月の第二金曜 ＋ 包括 DS スペース…奇数月の第二金曜

（人数によって二部制）

江南：住区センター…奇数月の第四金曜

会場設営や血圧測定などを参加者に対応してもらうことで、自主性を促す。

・各事業の参加者数向上に向けた工夫と活用

既存の事業（認知症カフェやもの忘れ相談、あんしん連絡会など）参加者が少なく、それぞれの周知

や活用が不十分な状態である。まずは、各内容の見直しと具体的な目標値を設定し、参加者増加を目

指すことで、地域住民にとっての有意義な社会資源に成り得るよう事業を展開する。

＜認知症カフェ＞

新田：2 名→10名目標 
各月ウェルシアで行っていたが、カフェの雰囲気ではないことと移動等の職員の手間から新田

DS にて実施。隔月から毎月実施に変更することで、カフェに対する認知を向上させる。 
連絡会等に参加している協力員等に呼びかけ、ボランティアとして参加してもらえる様提案。

江南：14.2 名→現状以上の参加を目標 
 カフェの雰囲気を出すために、紙コップ＋インスタントコーヒー→コーヒーカップ＋ドリップ

に変更。（寄付や自治会からの支援で対応）

＜あんしん連絡会＞

新田：12/39 名（30％）→16名 
江南：13.5/65名（20％）→20名（各 10％増） 
昨年からテーマをシリーズ化することにより、継続して参加しやすい内容に変更。来てよかったと

思えるような参加型のワークショップ等や事業に繋がるようなものを目指して対応する。

＜はじらく＞

新田：9/13 名（69％）   男性 3 名：女性 10名 Ｒ2 年度は 5～7 月 
江南：13.4/16名（83％）  男性 1 名：女性 15 名 Ｒ2 年度は 9～12 月 
→「はじめてのフレイル予防教室」に移行 各 15 名定員のため、15 名の登録と 12 名（80％）の

参加を目標とする。

はじらく開始の 2 カ月前から担当職員が該当地域を集中して回り、参加に繋げる。
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＜らくらく＞

新田：9/10名（90％） 男性 1 名：女性 9 名 Ｒ2 年度は 8～10月 
江南：6.4/11 名（58％）   男性 1 名：女性 10名 Ｒ2 年度は 12～3 月 
→「みんなで元気アップ教室（自主化プログラム）」に移行

目標値及び参加者へのアプローチははじらくと同様とする。

  ＜健康みつけ＞

新田：25.1/52 名（48％） 男性 4 名：女性 48 名 
江南：32.2/50名（64％） 男性 7 名：女性 43 名 
→包括独自の介護予防教室に移行 50名登録と 30名（60％）の参加を目標

3. その他取り組み

・ＤＳスペースの活用

介護予防教室と認知症カフェでＤＳスペースを活用するが、その他の展開について法人内でプロジ

ェクトチームを中心に検討。

（案 1）昨年より新田高校との関わりが出来たため、福祉の選択科目の授業 or 部活を通して地域の

高齢者と関わる機会（イベント）をつくる。

（案 2）新田は高齢化率が低く、子育て世代が多いため、子ども食堂の需要はある。調理機器がない

ため、昼食の提供はできないがおやつ等ホットプレートでできるものを地域の高齢者と一

緒に作る機会をつくる。

（案 3）介護予防教室や認知症カフェの参加者かもっとやりたいという声があれば、空いている時間

に自由に使ってもらえるフリースペースとして活用。

・共同評価について

例年新田包括の共同評価の点数平均以下であり、今年度の事業内容の評価できる点がないことが課

題となっている。11 月にヒアリングがあったため、その後の尾久橋サロンの立ち上げやケアマネ支

援等がアピールできていないことも加点が低い要因でもあった。来年度は評価上位の千住西と事業

計画を照らし合わせるなど上位の包括を参考に年度途中でも事業内容を変更・修正する。
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