
 

 

 

 

 

 

 

 

2021（令和３）年度 

 

事業計画 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉法人 野洲慈恵会 
 

 

 

 

 

 



法人本部 

 

Ⅰ．2021年度の経営方針および重点目標  

2018 年度から実施している３カ年の第１期中期事業計画が 2020 年度で終了するため、

その評価を踏まえ 2021年度から 2023年度までの第２期中期事業計画を作成した。 

第１期中期事業計画では、近隣市町での大規模施設開設に伴う利用率低下や野洲市の

補助金削減への対応、小規模施設であるぎおうの里の収支改善等、収支面からの経営の安

定化、介護中における事故の発生や感染症の集団発生防止などを優先事項として取り組

んできた。その結果、改善すべき点はあるものの、一定の収支改善を図るとともに、利用

者の安全対策も実施することができた。 

  一方職員の確保は非常に厳しい状況にあり、非正規職員や派遣職員数が増加するなど

職員構成が変化していく中で、利用者への適切なサービスや地域における公益的な取り

組みが求められている。 

2021 年度には野洲市内において他法人が経営する 100 床の特別養護老人ホームが開設

する予定であり、それに伴う介護事業の収益面や人材確保面への影響も予想されるが、こ

のことを、改めて法人経営や施設運営面についての見直す機会ととらえ、サービスの充実

や職員の確保・定着支援に取り組む。 

社会福祉法人が地域における重要な社会資源であり、地域の生活課題や福祉課題への

積極的に対応する役割があることを今一度認識した上で、2021 年度の事業計画は、法人

の理念や基本方針に基づき、第２期中期事業計画の１年目の計画として位置付け、計画実

践に取り組むとともに、適切な法人運営に努めていく。 

 

Ⅱ．第２期中期事業計画の課題とそれに対する 2021年度事業計画 

重点的取組事項１ 利用者支援に関する課題および計画 

（１）課題：●利用者への基本姿勢について 

      利用者支援にあたり、法人職員の基本的姿勢や倫理的遵守事項を定めたも

のやそれに類するものが策定できていない。 

    計画：利用者支援にあたり法人職員としての利用者への基本姿勢や、遵守すべき倫

理的な遵守事項・行動基準等を定めた（仮称）野洲慈恵会職員倫理規程を策

定する。 

（２）課題：●利用者や家族からの意見のサービスへの反映について 

      可能な範囲で利用者や家族の声や意見をサービス提供に反映させているが、

法人としてサービスの改善に活かす仕組みが不十分である。 

    計画：定期的な利用者や家族へのサービスに対する満足度調査の実施やその結果

をサービス提供に反映することを目的として、調査内容や調査結果をサー

ビス提供に反映する手順・仕組みを整備する。 

（３）課題：●非常災害対策について 

非常災害発生時における対応について、さらに継続して検討する必要があ

る。 



    計画：①第１期中期事業計画期間中に作成した地震災害に対するＢＣＰ（事業継続

計画）の見直し作業をすすめる。 

②風水害に対するＢＣＰを策定する。 

 

 重点的取組事項２ 事業の運営に関する課題および計画 

 （１）課題：●通所介護事業について 

       通所介護利用者の平均介護度は 2.36であり、一定のリハビリニーズを有す

ると考えられるが、専門的なリハビリサービスは実施できていない。 

    計画：リハビリ専門職を採用した場合の職務内容、人件費等の費用面、取得が可能

になる加算やそれに伴う収入面、採用方法、採用職種等について検討して、

具体的な案を示す。 

 （２）課題：●居宅介護支援事業について 

       介護支援専門員の確保が困難になってきている状況の中で、法人内で３カ

所ある事業所の統合を含めた安定的な運営について検討する必要がある。 

    計画：居宅介護支援事業所の安定的な運営方法や事業所を統合した場合の利点や

欠点等について検討して整理する。 

 （３）課題：●保育事業について 

       地域の保育ニーズに合わせて定員超過をして受け入れを実施してきたが、

今後の保育ニーズや野洲市の施策を踏まえ定員変更を検討する必要がある。 

    計画：野洲市における保育ニーズを踏まえて、定員を変更して現行の 80人から 85

人とする。 

 

 重点的取組事項３ 地域とのつながりに関する課題および計画 

 （１）課題：●地域ニーズの把握について 

       法人・施設において地域における公益的な取り組みを実施しているが、地域

（の福祉）ニーズの把握やそれに応じた公益的な取り組みが不十分である。 

    計画：①福祉・介護・保育等についての地域（の福祉）ニーズを収集する。 

②今まで収集してきた地域ニーズの情報を集約し整理する。 

 （２）課題：●情報公表・広報について 

       地域に公表すべき法人・施設情報の内容や公表手段等について、さらなる取

り組みが必要である。 

    計画：地域に情報発信している内容や情報発信ツールの現状等を把握し、課題につ

いて整理する。 

 （３）課題：●福祉避難所の運営について 

       当法人内の特別養護老人ホームは災害発生時における福祉避難所としての

役割を有しているが、具体的な準備や対応手順が明確ではない。 

    計画：災害発生時において福祉避難所を実施する場合の実施手順等について、協定

を締結している野洲市と協議する。 

 

 



 重点的取組事項４ 人材に関する課題および計画 

 （１）課題：●キャリアパス制度について 

       法人としての職員に対するキャリアパスの仕組みが構築できていない。 

    計画：キャリアパスを構成する職員育成関連制度である目標管理制度、研修制度、

資格取得支援制度等の試行および仕組みのさらなる検討を実施する。 

 （２）課題：●働き方改革への対応について 

       正規職員と非正規職員の職務内容、待遇面、改善すべき格差などについて、

継続した検討が必要である。 

    計画：雇用形態ごとの職務内容、待遇面、職員の働き方の現状について整理し、対

応可能な改善策を検討する。 

 （３）課題：●職員処遇の改善について 

       賃金水準、有給休暇取得状況、時間外勤務、短時間労働、福利厚生などの職

員処遇面について、継続的に取り組む必要がある。 

    計画：職員処遇の現状を定期的に指標化し把握するとともに、改善の必要性やその

内容等について検討する。 

 

 重点的取組事項５ 財務に関する課題および計画 

 （１）課題：●収益の確保について 

       近隣地域において、高齢者介護の施設や事業所が増える状況の中で、安定的

な事業運営や将来の事業展開に必要な収益を確保する必要がある。 

    計画：①介護事業は利用率向上や加算取得等の取り組みを通じて収益を確保する。 

②各事業の法人全体での利用率等の年間目標値を下記の通りとする。 

         特別養護老人ホーム 96％以上 

         短期入所生活介護  87％以上 

         通所介護      75％以上 

         居宅介護支援    延べ 4,400人以上（１事業所あたり 122件／月） 

       ③保育事業は地域の保育ニーズを考慮して定員増を図る。 

（２）課題：●費用の適正化について 

      法人の収益や規模を踏まえた適正費用（特に人件費）や職員配置について継

続した検討が必要である。 

   計画：法人の収益額や今後の事業展開に必要な資金の積立額等を考慮して、人件費

比率を下記の通りとする。 

        高齢者施設 72～73％ 

        保育園   77～78％ 

        法人全体  73～74％ 

（３）課題：●積立資産の蓄積について 

      将来の事業展開や大規模修繕に備えての積立資産が十分ではない。 

   計画：収益の確保や費用の適正化の取り組みを通じて、2021 年度の経常増減差額

は、5,000万円以上を確保する。 

 



 重点的取組事項６ 新たな事業展開と経営組織に関する課題および計画 

 （１）課題：●新たな保育事業について 

       野洲市において新たな民間保育園の整備について事業者選定公募がなされ

た場合の当法人の対応について検討が必要である。 

    計画：野洲市の保育園整備に関する計画や情報を把握するとともに、建設する場合

の費用、補助金、確保すべき職員数、保育方針等について検討する。 

 （２）課題：●地域包括支援センターの運営について 

       野洲市では地域包括支援センターの日常生活圏域への設置を検討しており、

民間事業者への業務委託がなされた場合の法人の対応について検討が必要

である。 

    計画：野洲市の第８期介護保険事業計画の内容や地域包括支援センターの整備に

関する計画・情報を把握するとともに、受託する場合の課題等について検討

する。 

 （３）課題：●法人本部のあり方について 

       将来を見据えた法人本部体制の在り方や、法人事務と施設事務の役割整理

等について継続した検討が必要である。 

    計画：将来的な法人本部の機能や人員体制、法人事務と施設事務の役割等について、

その在り方や課題を検討する。 

 

 恒常的取組事項の課題及び計画 

 （１）課題：●感染症予防について 

       施設内で感染症予防や発生した場合の拡大防止の取り組みを実施しており、

今後も継続した取り組みが必要である。 

    計画：①感染症個々の予防の取り組みを通じて、各施設・事業所内における感染症

の集団発生を防止する。 

       ②新型コロナウイルス感染症については、地域の流行状況や国・県等の動向

を踏まえて必要な対応を実施する。 

       ③感染症の予防対応、研修の内容等を法人内で統一して実施する。 

 （２）課題：●利用者の安全対策について 

       2018 年２月に法人内施設で発生した入浴時における死亡事故について、そ

の記憶を風化させないためにも、事故を振り返るとともに安全対策につい

て継続した取り組みが必要である。 

    計画：①入浴時における安全対策を十分に実施するとともに、死亡事故や利用者の

生命に危険を及ぼすような事故の発生を防止する。 

       ②各施設・事業所内での事故発生やその対応状況を共有し、事故防止の取り

組みに反映する。 

       ③入浴事故が発生した 22日を毎月「安全介護の日」として定め、この日は

事故発生０を目指す。 

 （３）課題：●職員採用について 

       必要な職員確保が十分にできておらず、継続して採用活動について検討す



る必要がある。 

    計画：①職員配置数を明確にして、採用職種、採用人数、採用基準等の採用計画を

作成して、それに基づき採用活動を実施する。 

       ②採用ツールを定期的に見直しして実際の採用活動に反映する。 

 （４）課題：●労働災害の対応について 

       腰痛を含めた労働災害の減少に向けて継続して取り組む必要がある。 

    計画：①各施設で定例に実施する衛生委員会で、安全衛生の取り組みや労働災害、

腰痛発生状況等を把握して共有する。 

       ②①の内容を集約して法人全体で取り組むべき対応を整理して実施する。 

 （５）課題；●ぎおうの里の収支について 

       職員配置数の見直しを中心として一定の収支改善が見られているが、サー

ビス面への影響を踏まえ、収支改善について検討が必要である。 

    計画：①サービス面への影響を考慮した上で、職員体制の見直しを実施する。 

       ②利用率の向上や加算取得について実施する。 

 （６）課題：●規程の見直しについて 

       法人内の各種規程について、施行日から年数が経過していたり、現状に即し

ていないものもあり、継続して見直しが必要である。 

    計画：①法人内規程の中で見直しが必要なものについて整理する。 

       ②①に基づき新たな規程の作成や部分的な修正を実施する。 



悠紀の里・悠紀の里びわ・デイセンターさくら 

 

Ⅰ．2021年度の事業方針および重点目標 

事業方針  

 2020 年度は、特別養護老人ホーム利用者の入院延べ日数が 1,000 日を越えるなどが原因

で目標利用率の達成に至らず、また、ショートステイの利用率昨年度比に関しても５％減と

なるなど、利用率の安定が大きな課題であったため、改善に向けた業務の見直しや調整を行

っていく。 

人員の補充が困難な状況も続いており、派遣職員の採用などで補ってはいるが十分な補

充が行えておらず、積極的な採用活動を通じて職員の定着・安定に関する課題を解消してい

く。 

設備についての老朽化への対策は予算にあげ随時修繕を行っており、今後も計画的に更

新をしていく。 

さらに、職員の支援者としての基本的姿勢、認知症の理解を深め、誰のために仕事をして

いるのか、ご本人はどう思っておられるのかをあらゆる場面で想起できるようになるため、

委員会活動を中心に研修などを実施し学習できる機会を増やしていく。 

利用者に適切なサービス提供を行うためには、職員の確保、育成、定着が最も重要な課題

だと考えており、職員の就労意欲ややりがい、職務に対する向上心につながるような仕組み

や取り組みを行い、定期的な人事交流を通じて、良好な関係作り、雰囲気を作っていく。 

 また、コロナ禍において感染症予防の取り組みが重要になっている。現在の取り組みを継

続しながら、感染症を発生させないよう、発生したとしても最小限になるよう対策していく。 

「施設が地域に果たせる役割」について、特に防災に関して検討し、今までの取り組みを

進めながら、地域の皆様と連携してともに歩んでいける施設となるよう、計画的に実践して

いく。 

 法人の中期事業計画に基づき、下記の重点項目達成を目標に、適切な施設運営を行い、す

べての人の豊かな生活の実現を目指した福祉実践を展開していく。 

 

重点目標 

１．職員の確保と育成、定着のための仕組み作り、就労意欲ややりがい、職務に対する向上

心につながる取り組み行う。 

２．安全・安心で、適切なサービスを提供する。 

３．地域と密着し、特に防災に関して連携し、非常時において協力しあえる関係を構築する。 

 

Ⅱ．各課題とそれに対する事業計画 

１．事業実施や利用者支援に関する課題及び計画（各事業別） 

（ア）特別養護老人ホーム悠紀の里 

（１）課題：利用者のサービス利用時の安全対策 

       施設内での感染症予防や入浴時を始めとした利用中における重大な事故

防止、さらに非常災害発生時の対応について、継続して取り組む。 



     計画：①感染症予防については、近隣及び滋賀県内における感染症発生状況や、

各施設の感染症対策状況を法人リスク部会、リスクマネジメント防災

委員会で毎月定期的に確認・共有し、感染症予防の取り組みについて、

法人内での統一性を高める。 

        ②事故予防については、各施設における入浴時を含めた事故の発生状況

や安全対策を法人リスク部会、リスクマネジメント防災委員会で毎月

定期的に確認・共有する。さらに２月 22日を法人として「安全介護の

日」と定め、発生した事故を法人全体で共有するとともに、毎月 22日

は施設としても「安全介護の日」として事故ゼロを目指す。 

        ③「緊急時対応訓練」を通じ、緊急時の通報や心肺蘇生の方法を身につけ、

最低限必要な対応を全員が行えるようにする。 

      ④風水害発生時の事業継続計画が未作成のため作成し、土砂災害警戒区

域に指定されていることから、事業継続計画に基づいた防災訓練を年

１回実施する。 

（２）課題：利用者への基本姿勢と環境整備について 

     計画：職員の支援者としての基本的姿勢、認知症の理解を深める。 

        ①委員会活動を中心に研修などを実施し学習できる機会を増やす。 

        ②職場環境や利用者の状況を把握し、ストレスが高い状態で職務が行わ

れていないかを随時確認し、改善を行う。 

（３）課題：各事業の目標利用率の達成 

     計画：利用率は過去３年間の実績を踏まえ下記の通り設定する。 

        特別養護老人ホーム  ：９６％ 

①目標利用率達成のため、申込者ができるだけ早期に入所できるよう、利

用者退所後の空床管理を適切に実施する。 

②体調不良の早期対応を行い、主治医と連携し健康で安全に生活できる

ことを支援する。 

 

 （イ）特別養護老人ホーム悠紀の里びわ 

（１）課題：利用者のサービス利用時の安全対策 

       施設内での感染症予防や入浴時を始めとした利用中における重大な事故

防止、さらに非常災害発生時の対応について、継続して取り組む。 

     計画：①感染症予防については、近隣及び滋賀県内における感染症発生状況や、

各施設の感染症対策状況を法人リスク部会、リスクマネジメント防災

委員会で毎月定期的に確認・共有し、感染症予防の取り組みについて、

法人内での統一性を高める。 

        ②事故予防については、各施設における入浴時を含めた事故の発生状況

や安全対策を法人リスク部会、リスクマネジメント防災委員会で毎月

定期的に確認・共有する。さらに２月 22日を法人として「安全介護の

日」と定め、発生した事故を法人全体で共有するとともに、毎月 22日

は施設としても「安全介護の日」として事故ゼロを目指す。 



        ③「緊急時対応訓練」を通じ、緊急時の通報や心肺蘇生の方法を身につけ、

最低限必要な対応を全員が行えるようにする。 

④風水害発生時の事業継続計画が未作成のため作成し、土砂災害警戒区

域に指定されていることから、事業継続計画に基づいた防災訓練を年

１回実施する。 

（２）課題：「生活の質」の向上に繋がる生活環境作りを行う。 

     計画：多床室であるという利点を活かし、職員の動線や業務内容を見直すことで、

利用者とゆっくり関わる時間を作り、その日その日の「食」と「余暇の活

用」の場面で利用者に寄り添い楽しめる活動を通して「生活の質」の向上

に努める。 

①生活空間が狭くても、安心できる居室空間を作る。 

②季節ごとに催されるイベントで「食」に関わる内容に関しては、利用者

のやりたいことを反映して企画する。 

③食事毎の適切な姿勢の確保と維持をする。 

 

（ウ）悠紀の里ショートステイサービス 

（１）課題：介護計画を作成する中で個別を意識し、また家族を含めた個々のニーズを

把握することで、利用者がここでの暮らしをより楽しみ、「また来てもい

い」と思うことができるようにする。 

     計画：①利用者全員の介護計画を作成する。 

②個々に利用者本人、家族の意向をくみ取り、充実した時間を過ごすこと

ができるよう取り組む。 

③家族や本人の事情を把握し、快く受け入れをしていく。 

（２）課題：適切な言葉遣い、適切な対応を心掛け、不適切な言動に対しては注意喚起

を行える環境と雰囲気を作り、安心して利用することができるショート

ステイを目指す。不適切な対応やスピーチロックといった身体的拘束に

繋がる介護は決して行わない。 

     計画：①内外の研修や勉強会へ積極的に参加し、心身拘束や虐待への知識と理解

を深める。 

②身体的拘束やそれに繋がるような不適切な介護や言動に対しては相互

に注意しあえる関係作りを行い、なぜだめなのかを学習する。 

（３）課題：困難なケース、緊急的な受け入れの幅を広げ、利用率を維持し向上を図る。

利用率は過去３年間の実績を踏まえ下記の通り設定する。 

      短期入所生活介護  ：８７％ 

     計画：①新規利用者を確保し、安定した利用率の維持と調整を行う。 

②困難なケースや緊急的な受け入れの幅を、他職種と連携しながら広げ、

体制を整える。 

③社会的に必要な受け入れであることを充分に理解し、対応する。 

④職種間で情報共有を行いスムーズな受け入れを行う。 

 



 （エ）デイセンターさくら 

（１）課題：通所介護事業には、登録の空きがある曜日があり、利用率を向上させる余

地がある。利用率は過去３年間の実績を踏まえ下記の通り設定する。 

      通所介護（介護保険）：７５％、通所介護（通所型Ａ）：２５％ 

     計画：①毎月初めに前月の実績配布をする際と月後半に情報提供票を配布する

際に、登録の状況を居宅介護支援事業所に直接渡して通知し、顔の見え

る関係を構築していく。  

        ②利用者や居宅介護支援事業所に対し、都度ニーズ把握の声掛けと、新規

契約時にスポット利用が可能であることを伝える。 

        ③毎月１回さくら便りでデイの様子や特色について情報発信する。  

（２）課題：利用者一人一人が楽しめ「さくらに行きたい」と言ってもらえ、笑顔で充

実した時間を過ごすことができるデイサ－ビスとなる。 

     計画：①利用者個々の好みや機能、目標に応じ選択できるようにレクリエ－ショ

ンを行う。 

        ②心身の機能向上と個別目標達成の為、季節毎の外出や催しに参加し社

会交流を行う。 

③共有スペ－スや個々での空間が居心地よい居場所となるよう提供する。 

（３）課題：ケアの統一、決定事項などの周知徹底を毎日行う必要がある。 

     計画：全職員が業務や利用者の情報を共有し、統一して適切なケアが行えるよう

チ－ムケアを実践する。 

（４）課題：地域全体、利用者のリハビリニーズが把握できておらず、サービス提供で

きていない。 

     計画：①地域におけるリハビリニーズを居宅介護支援事業所に確認したり、直接

利用者に聞き取りなどを実施したりして、状況を把握する。 

        ②リハビリの専門職採用を検討し、業務の内容などを整理する。 

        ③２階の広いスペースを活用し、リハビリサービス提供に必要な備品の

整備を検討する。 

  （５）課題：登録人数の減少、新規利用者の数が少なくなってきている現状に加え、職

員体制が十分に整えられない状況がある。 

     計画：①通所介護の定員３５人を３０人に変更し、適切なケアを提供できるよう

にする。 

        ②新規利用者獲得のため、地域ニーズの把握、居宅介護支援事業所との密

接な連携をとっていく。 

        ③職員体制を整えるための求人活動を充実させていくことや、業務の見

直しを行う。 

 

 （オ）悠紀の里居宅介護支援事業所 

（１）課題：地域包括ケアシステムの一翼を担い、地域福祉の拠点となることが求めら

れている。 

     計画：①地域の困難事例、多問題事例の対応を地域包括支援センターと連携をし



て行う。                                              

②地域ケア会議に参加して、地域課題や地域資源の不足を上げて、社会資

源の創設に繋げていく。 

        ③介護保険以外の制度活用や、インフォーマルサービスなど社会資源の

情報を整理して、利用者が選択できるよう情報提供や提案を行う。 

        ④地域のサロンに出向き、地域力が向上するための働きかけや、住み慣れ

た地域で生活が継続できるための情報提供など支援を行う。 

（２）課題：特定事業所加算を取得する事業所として、その役割を果たす。地域の多種

多様なニーズに対応出来るようにケアマネジメント力を向上させる。 

     計画：①事例検討会を定期的に開催する。事例検討を通じて気づきを得たり、視

点を広げたりし、ケアマネジメント力を向上させる。 

        ②市内の他居宅介護支援事業所と連携し、事例検討会を年に２回開催す

る。多種多様な事例に対応出来るスキル向上の学びの機会を得る。 

        ③制度やサービスの勉強会をして情報共有を行う。 

        ④ケアマネジャー個々が研修目的を持ち、目標を立てる。目標に添って研

修参加を行い、事業所内で伝達研修を行うことで事業所内のスキルア

ップに繋げる。        

（３）課題：利用者、家族の満足度を向上させる。給付数を安定させて、加算の取得を

確実に行う。 

     計画：①利用者の満足度を上げて、選ばれる事業所を目指す。法人で実施される

満足度調査を参考にして、課題の改善に取り組む。 

        ②週間利用票にセルフケアやインフォーマルサービスを加え生活全般の

見える化を行うと共に、社会資源の活用を提案し自立支援と生活の改

善を目指す。 

③野洲市、湖南市の高齢福祉・介護保険担当課、地域包括支援センターと

関係性を強化して、新規の受け入れを積極的に行う。 

④医療機関や老人保健施設とも連携を取る。  

⑤加算の漏れや間違いがないようにチェックを行い、記録を残す。  

⑥給付は一人３５件以上を目指す。 

 

（カ）各事業の共通事項 

課題：利用者や家族からの意見のサービスへの反映 

       利用者や家族からの声や意見を、法人としてサービスの改善に活かす仕

組みが十分ではなく、2020年度に満足度調査を実施できなかった。 

     計画：2021 年度に利用者や家族を対象にした満足度調査を実施して、結果を法

人として集約する。そして満足度調査結果から法人・各施設の課題を検討

し、翌年度の事業計画に反映させる仕組みをつくる。 

  

２．収入・支出に関する課題及び計画（施設全体） 

（１）課題：各事業別に設定している目標利用率の達成が不十分である。 



     計画：悠紀の里の事業別利用率は過去３年間の実績を踏まえ事業ごとに下記の

通り設定する。 

         特別養護老人ホーム  ：９６％、短期入所生活介護  ：８７％ 

         通所介護（介護保険） ：７５％、通所介護（通所型Ａ）：２５％ 

居宅介護支援：月１０５件 

        また目標利用率達成のため下記の点を重点的に取り組む。 

         ①特別養護老人ホーム：待機者ができるだけ早期に入所できるよう、利

用者退所後の空床管理を適切に実施する。 

                    体調不良時の早期対応を行い、入院日数を減

らす。 

         ②短期入所・通所介護：居宅介護支援事業所との情報交換や情報発信、

良い関係を構築し連携をより一層深める。 

（２）課題：設備更新など、中長期的な資金繰り計画が未策定である。 

     計画：設備更新時期などを把握し、法人とともに設備更新について検討して、計

画を作成する。 

  

３．人事や労務に関する課題及び計画（施設全体） 

（１）課題：人件費や職員配置数の適正化 

収入に応じた人件費や職員配置数の適正化への取り組みが不十分である。 

     計画：①時間外勤務実施時の手順を継続し、実施状況を分析する。特に時間外勤

務の多い職種の業務適正化の方法について検討し、ノー残業デイを確

実に実施していく。 

②人材派遣については、職員体制の維持に必要がある場合は契約を実施

するが、可能な限り法人の直接雇用への切り替えをすすめる。 

③職員配置数を明確化して、人件費総枠を適正に管理する仕組みを作る。 

（２）課題：人材確保や採用活動 

新卒者の採用が不十分であり、また新卒者以外の求人募集に対する応募

が少なく、十分な採用につなげられていない。 

計画：①法人の採用活動への参画や施設内の地域貢献広報委員会の活動等を通

じて、応募者の数を増やすための様々な採用活動を実施する。 

    ②就職フェアなどへ参加し、施設の魅力を伝えていく。 

（３）課題：労働災害や職場環境について十分な検討が行えていない。 

計画：①労働安全衛生委員会の中で、産業医に助言をしてもらいながら環境整備

を行っていく。 

②職員の腰痛予防に関して、ノーリフトの研修に参加するなどして知識

を深め、積極的に移乗用リフトなど福祉用具の購入を行っていく。 

 

４．施設経営や組織に関する課題及び計画 

課題：風通しのよい、働きやすい職場作りと、職員の経験値を上げ育成するとい

う観点から、定期的な人事交流を実施し、良好な関係作り、雰囲気作りが



必要である。 

     計画：①法人と相談しながら定期的な人事異動を検討し人事交流を図る。 

        ②計画的な人事交流を行うため、体制検討や状況把握など運営会議で情

報共有し、計画を立案する。 

  

５.地域との関係や地域貢献に関する課題及び計画（施設全体） 

（１）課題：広報活動の充実 

広報活動が十分できていない。 

     計画：積極的に地域に出かけ、「施設が地域に果たせる役割」、特に防災について

地域の方々と一緒に考える。 

（２）課題：福祉避難所としての役割 

       災害発生時における福祉避難所としての役割を有しているが、具体的な

準備や対応手順が明確ではない。 

     計画：福祉避難所開設の流れについては事業継続計画に盛り込み済みであり、そ

れをもとに、野洲市からの福祉避難所開設の依頼を想定した訓練を実施

する。 

（３）課題：しがＤＷＡＴ（滋賀県災害派遣福祉チーム）のメンバーとして登録してい

るが、メンバーの知識が十分ではなく、派遣要請があったとしても適切に

活動ができない。 

    計画：①しがＤＷＡＴ事務局が企画する研修会や訓練などに参加し、役割や必要

性、実際の活動内容などについて知識を深める。 

       ②派遣要請があった場合のことを想定し、業務調整などのシナリオを作

成する。 



あやめの里 

 

Ⅰ．2021年度の事業方針および重点目標 

 事業方針 

  あやめの里は、2000年（平成 12年）地域住民の願いの下、「人としての普通の暮らし」

の実現を住まいとケアサービスの提供を行うために設立された。加齢や疾患により介護

を要する状態になったとき、どのように過ごすことができるのか。その家族はどのように

感じるのか。私たちは、その高齢期の介護や支援を必要とされる方が、自分自身の暮らし

や思いを表出できる支援者となり得るのか。利用者主体を尊重し、普通の暮らしの支援を

事業運営の基本とする。 

  そして、利用する皆さまの豊かな暮らしの実現が、ケアスタッフの誇りとなり、介護の

魅力を感じ「ともに生きる」あやめの里にする。 

 

 重点目標 

  「やさしさ」をケアで、「相手への尊重」をコミュニケーションで、 

  「すみません」より「ありがとう」 感謝できる暮らしの実現を！ 

 

１．あなたを大切にします。（あやめの里ブランドの確立） 

 利用者の意思や人格を尊重し、「人と人のつながり」を感じることのできる日常生活

をともに過ごします。そして、その存在が誰かによって成り立つ役割を人との関係性の

中で成り立つ姿を追求し、ICF（国際生活機能分類）の参加に位置づけます。 

 ２．自分（スタッフ）の創造性を大切にします。 

「なんでも言える、聴ける安心安全な職場」 

自分自身のケアを客観的に意識し、仕事で幸せを感じます。 

 ３．地域の方の安心の源泉となります。 

   「何かあればあやめの里がある」という存在になります。 

あやめの里が大切だから助けようという存在になります。 

 

Ⅱ．各課題とそれに対する事業計画 

１．利用者支援や事業運営に関する課題および計画（各事業別） 

（ア）特別養護老人ホームあやめの里【利用率９４％】 

（１）課題：私（利用者）の生きてきた人生の集大成として「人」として尊重され、「人

と人のつながり」を感じながら過ごすことができる。 

     計画：①視線を合わせてお名前をお呼びして、あいさつをし、反応を待ってから

ケアを行う。利用者の心と身体の動きに呼吸を合わせた自立支援ケア

を提供する。（毎日のケア時）→介護技術研修会を開催する。（６月） 

         やさしい介護（あやめの里）の実践と外部の専門職による指導 

        ②認知症ケア研修、行動の理解、背景を探る研修会を開催する。（９月） 

         「あやめの里認知症ケアの理念」の掲示・復唱（毎月） 



        ③「一日１らしさ」記録を継続し、その個別性と「参加・役割」に着目し

た ICF分析を継続する。（１件/１か月） 

        ④「らしさ・＠」「ICF分析シート」から情報分析を行い、施設サービス計

画書等に反映し、その人らしい暮らしができているか等、指標でモニタ

リングする。（サービス担当者会議） 

（２）課題：私（利用者）の生きてきた人生を周囲の人から尊重され、ご家族とともに

豊かに生きること、可能な限り安楽と人の温もりを感じながら暮らすこ

とができる。（生活の延長線上にある看取りケアの実践） 

     計画：①看取り期の意向確認書を看取りマニュアルに追加し、あやめの里のケア

サービスとして位置づける。看取りマニュアルの読み合わせをする。

（ケアマネジメント委員会） 

        ②看取り期以前から、ご本人のかけがえのないもの、ご家族の想いを引き

出し、施設サービス計画書または、介護計画書に位置付け、生き甲斐と

しての１ページを過ごす。（各ユニット３ケース） 

        ③看取り期においての意思確認について、ご本人の自己決定として捉え

ることのできる看取り研修会を実施する。（５月～６月）講師依頼済。 

        ④今日の日の安らぎや心地よさ、人と人のつながり、リハビリテーション

としての時間を過ごすことができる。アロマの取組（医務主催、介護連

携）レクリエーション（多職種協働）を実施する。 

        ⑤新しい提案やケア内容について、気軽な話し合いを実行する。 

        ⑥看取り後の振り返りやご家族の思いをお伺いし、サービス内容につい

てモニタリングする。（１件以上/年）         

（３）課題：課題１、課題２の取組により、選ばれるサービス展開を行い、利用率 94％ 

を目指し、利用者、家族、地域の住民の方の安心した暮らしにつなげる。 

     計画：①定例の入所検討委員会において、次期入所候補者を決定し、退所から入

所期間を 10日以内にする。 

        ②①の意図は、特養の利用意義を職員間で共有し、利用したい方が利用し

安心して暮らしていただくためである。 

        ③特養利用者の事例検討会を相談援助部（居宅介護支援専門員の協力の

下）開催する。（10月） 

 

（イ）ショートステイサービスあやめの里【利用率８０％】 

（１）課題：ショートステイを利用することで、心身の機能維持向上を図り、在宅での

暮らしの継続を支援する。 

     計画：①居宅におけるケアマネジメントに位置付けられたサービス提供者とし   

て、どのように機能しているか事例検討会を基に可視化する。（１回/年） 

        ②視線を合わせてお名前をお呼びして、あいさつをし、反応を待ってから

ケアを行う。利用者の心と身体の動きに呼吸を合わせた自立支援ケア

を提供する。（毎日のケア時）→介護技術研修会を開催する。（６月） 

         やさしい介護（あやめの里）の実践と外部の専門職による指導の機会を



持つ。 

        ③認知症ケア研修、行動の理解、背景を探る研修会を開催する。（９月） 

         「あやめの里認知症ケアの理念」の掲示・復唱（毎月） 

        ④「一日１らしさ」記録を継続し、その個別性と「参加・役割」に着目し

た ICF分析を継続する。（１件/月） 

        ⑤短期入所生活介護計画書の実施内容が「居宅での暮らしの継続」のため

にどのような効果があるのかというモニタリングを行う。（サービス担

当者会議開催時に確認する）モニタリング件数 24件（２件/月） 

（２）課題：課題１を職員間で共有し、ショートステイあやめの里の事業計画を共有し、

日常のケアにおいて展開する。 

     計画：①短期入所生活介護計画書の立案、ちょうじゅへの転記。実施記録。 

        ②記録内容検索によるモニタリング。 

        ③担当利用者 １件/２か月 ４時間の業務時間を確保、②を実施する。 

        ④モニタリング内容を掲示、もしくは回覧し、スタッフ間で共有し、ポジ

ティブコメントや新しい提案等あれば気軽に話し合う。（ユニット会議

等） 

（３）課題：課題１、課題２の取り組みにより、選ばれるサービス展開を行い、利用率

80％を目指し、利用者、家族の安心した暮らしと地域の方の安心につなげ

る。 

     計画：①ショートステイあやめの里において、居宅サービス計画書を確認し、そ

の機能を果たしているかサービス事業所スタッフ内で共有する。 

②あやめの里内での多職種連携においてニーズとサービスの意義を対話

する。ユニット会議等で、ショートステイサービスの意義等効果につい

て確認する。 

③居宅サービス事業所利用者（デイ・ショート同時開催）の事例検討会を

相談援助部（居宅介護支援専門員の協力の下）開催する。（11月） 

 

（ウ）デイサービスセンターあやめの里【利用率８２％（総合事業含む）】 

（１）課題：デイサービスを利用することで、心身機能に対する予防に着眼し、在宅で

の暮らしの継続を支援する。 

     計画：①居宅におけるケアマネジメントに位置付けられたサービス提供者とし   

て、どのように機能しているか事例検討会を基に可視化する。（１回/年） 

        ②視線を合わせてお名前をお呼びして、あいさつをし、反応を待ってから

ケアを行う。利用者の心と身体の動きに呼吸を合わせた自立支援ケア

を提供する。（毎日のケア時）→介護技術研修会を開催する。（６月） 

         やさしい介護（あやめの里）の実践と外部の専門職による指導の機会を

持つ。 

        ③認知症ケア研修、行動の理解、背景を探る研修会を開催する。（９月） 

         「あやめの里認知症ケアの理念」の掲示・復唱（毎月） 

        ④「一日１らしさ」記録を継続し、その個別性と「参加・役割」に着目し



た ICF分析を継続する。（１件/月） 

        ⑤通所介護計画書の実施内容が「居宅での暮らしの継続」のためにどのよ

うな効果があるのかというモニタリングを行う。（サービス担当者会議

開催時に確認する）モニタリング件数 24件（２件/月） 

  （２）課題：加算を取得しているサービス内容と通所介護計画書に明確にサービスを展

開し、成果を発揮できているか確認していく。 

     計画：①居宅サービス計画書と加算要件を確認する。 

        ②①に位置付けられた内容を通所介護計画書に立案し、サービスの実施

につなげる。 

        ③デイ会議においてその関連性をスタッフ間で理解できるケアマネジメ

ントの勉強会を開催する。（１回/年） 

（３）課題：課題１、課題２の取り組みにより、選ばれるサービス展開を行い、利用率

82％を目指し、利用者、家族の安心した暮らしと地域の方の安心につなげる。 

     計画：①居宅の介護支援専門員と相談員の連携を速やかに対応する。楽しく伝え

られる月末報告を定例化する。 

        ②サービス特性の整理を行う。 

        ③サービス担当者会議において、デイサービス利用による在宅生活にど

のように効果を得ているのか質問し、スタッフ間で共有できるように

する。 

④居宅サービス事業所利用者（デイ・ショート同時開催）の事例検討会を

相談援助部（居宅介護支援専門員の協力の下）開催する。（11月） 

 

（エ）ケアプランセンターあやめの里【３０件/人】 

（１）課題：利用者、家族の望む、自己決定を尊重した、自立支援型のケアマネジメン

トを効果的に発揮できるよう取組む。 

     計画：①ケアマネジャー自身が気づきの得られる事例検討会を開催する。 

        ②効果的なご利用者の方とのコミュニケーションができる ICT（情報通信

技術）化を取り入れる。 

（２）課題：特定事業所加算の取得と同じ意図を持つ仲間を増やすためケアマネジャー

１人採用する。 

     計画：①ケアプランセンターあやめの里の魅力を事業所内で共有し、発信する。 

②ケアマネジャー育成のための OJT（職務を通じての研修）プログラムを

事業所内で共有する。 

（３）課題：災害発生時に担当利用者の速やかなケアマネジメントが実践できるしくみ

をつくる。（継続） 

     計画：①災害台帳の基本案をつくる。 

        ②あやめの里 BCP（事業継続計画）に基づき、居宅介護支援事業所として

の初動対応をシミュレーションする。(１回/年) 

（４）課題：課題１、課題２の取り組みにより、選ばれるサービス展開を行い、利用件

数 30件/人とし、利用者、家族の安心した暮らしを支援する。そのことが、



地域の方の安心につなげられるケアマネジメントを展開する。 

     計画：毎月登録と利用管理を行い、居宅介護支援利用ニーズ把握をする。 

 

（オ）各事業の共通事項 

  （１）課題：利用者のサービス利用時の安全対策 

「やさしさを運転で、おもいやりを介護技術で、あいさつで和を表現しよう」 

（継続） 

     計画：①感染対策において根拠を明確にし、正しく理解し、標準予防策の実践訓

練を行う。 

        ②入浴マニュアルを使用した人財育成を行う。人財育成プログラムに基

づき、説明を行うことで、説明者の教示することの学習、新任は受講す

ることで学習する。 

        ③災害訓練として地震対応訓練を１回以上実施し、フローチャート（災害

対策マニュアル）検証を行う。 

        ④訓練と災害対策備品確認ができる年間スケジュールを作成する。 

        ⑤２月 22日は法人として「安全介護の日」、毎月 22日は「事故のゼロの

日」としてポスターを作成し、啓発活動をする。 

         

２．地域とのつながりに関する課題および計画（施設全体） 

（１）課題：地域の方のおかげで運営できていることに感謝し、あやめの里のノウハウ

については地域に還元し、「ともに生きる」を体現化していく。（継続） 

     計画：①野洲市生涯学習センターに出前講座を登録する。 

        ②講座等依頼は積極的に引き受ける。 

        ③情報発信としてブログをアップする。(２回以上/月) 

        ④法人地域貢献と広報に関する部会と連携し、SNSにおける情報発信ツー

ルを使用する。（アップの仕組みを作る） 

（２）課題： 実習生や職場体験、インターンシップ等外部の方の受入を行い、介護、

福祉について共に学び、「ともに生きる」を体現化する。 

     計画：①実習や訪問は断らずに引き受ける。(２校/年) 

        ②介護実習担当者を増やす。(１人/年) 

        ③実習担当業務や採用担当業務を行うときには、組織の業務として出向        

くことができるようする。 

 

３．人事や労務に関する課題および計画（施設全体） 

（１）課題：採用部会、法人本部と連携し、あやめの里において介護職５人 居宅介護

支援専門員１人 看護職員１人 調理職員２人 相談援助職１人仲間を増

やす。 

     計画：①働きがいや働きやすさについて主任会議で話し合う。 

        ②働きがいや職場の満足について調査研究を実施する。（９月実施） 

        ③野洲慈恵会、あやめの里の魅力を映像化、文字化して発信する。 



        ④実習、インターンシップの受け入れを行う。（２回/年） 

                ⑤野洲慈恵会の資格取得支援利用を３人以上活用し、キャリアアップを

応援する。（５月希望調査） 

（２）課題：介護による腰痛予防に取り組み、抱えない介護を実践する。  

     計画：①対象者に移動・移乗アセスメントを共有し、移乗方法を統一できるよう

に計画書に明記する。 

        ②あやめの里での福祉用具の種類を整理する。 

        ③立位支援ロボットを導入する。（対象者と環境アセスメントを行う。）リ

フトの使用を促進する。（４月） 

        ④抱えない介護（腰痛予防）の研修会に参加する。 

 

４．収入・支出に関する課題および計画（施設全体） 

（１）組織全体で収支状況について把握共有する。（継続） 

     計画：①主任会議においてサービス提供管理として、利用率とサービス提供状        

況の報告を提供者として主任及び総括主任が行う。 

        ②サービスの意義について、常に確認する。 

                ③毎月月末締めで常勤換算数を明らかにして、運営会議においてその要         

因を検証する。 

        ④2020 年度決算の理解と 2021 年度内収支状況モニタリングを運営会議

で確認し進捗状況を把握する。必要に応じて主任会議で報告し、共有す

る。 

（２）課題：開設 2１年として修繕課題が多くある。 

   計画：下記表の通り。 

内容 現状 予想見積額 

①デイサービス 入浴脱衣室 床、

天井、換気（湿度対策） 

湿度による床の腐食、応急処置に

よる修繕で床に段差が生じ転倒

のリスクが生じている。 

3,000,000 円 

②デイサービス特浴更新 2000 年設置 20 年使用老朽 6,000,000 円 

③デイサービス特浴排水、電気工事 

特浴に脱衣室がなく、浴室内脱衣

しているため、特浴の設置場所を

移設する。 

500,000 円 

④デイサービス特浴脱衣室改修 特浴を移設し、脱衣室が必要。 2,000,000 円 

⑤デイサービス特浴移乗用リフト 
要介護重度の方を抱き抱えてい

る。 
1,000,000 円 

⑥デイサービス手洗い場、口腔ケア

用洗面所 

トイレの手洗い場で口腔ケアを

実施し混雑し、蜜状態になる。 
1,500,000 円 

⑦６丁目周囲テラス改修 

ショートステイ外周の木製デッ

キ腐敗し、陥没しており危険が生

じている。 

5,000,000 円 



   

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次期準備 

       電気キュービクル 

       フロア床改修 

       来客トイレ 

       ４丁目 ５丁目周囲テラス 

       喫煙所、職員休憩室環境整備 

       ベッド、移乗用リフト 

（３）課題：環境整備により、業務の整理を行い、利用者のケアの質の担保を行い、作

業効率をあげる。（継続） 

計画：①環境整備を継続する。 

        ②５S活動の継続、三定管理を基本ベースとする。 

        ③書類管理と会議フォーマットの一元化を検討する。 

        ④データ保存共有化、介護ソフトの利用を行い、合意形成の効率化を図る。 

        

５．施設運営や組織に関する課題および計画（施設全体） 

人財育成→ミドルマネージャー育成 

「なんでも言える、聴ける安心安全な職場」パートナーシップのある職場を創る。 

（１）課題：向かっていく事業目的を同じにして、ケアの実践者と人と人をつなぐマネ

ジメント業務として確立し、リーダー級が抱え込まないようにマネジメン

トスキルを身につけていく。キャリアを超えて「HELP」といえる安心・安

全な職場、パートナーシップ関係を築くことの第１歩を踏み出す。 

     計画：①運営会議メンバーがマネジメントについて学ぶ。 

        ②マネジメントを業務として認識し、人と人をつなぐ役割を持ち、その時

間を勤務予定表作成時に確保する。 

        ③相談してもらえる環境づくりのために、「曖昧なことを曖昧なままにし

ない」「相手の可能性を信じる力」と「相手の自己決定」を尊重できる

コミュニケーションスキルの勉強会に参加する。（４回/年） 

⑧受水槽整備 
開設時から使用しており、耐久年

数が経過している。 
7,500,000 円 

⑨デイサービス送迎車 令和２年度納車間に合わず。 3,500,000 円 

⑩特養 浴室用リフト 

特養利用者要介護３以上の入所

要件で入浴介助の身体介護時の

職員の腰痛予防のできる選べる

入浴方法が必要。 

1,500,000 円 

合計  31,500,000 円 



        ④法人の人材育成部会と連携し、目標管理制度（職務ガイドライン）のチ

ェックをして、正規職員 80%が実施できるようにする。項目について精

査し、部会に提案する。 

        ⑤あやめの里人財育成プログラムの総合的な進捗管理を行い、状況に合

わせた個別研修会を開催する。 

（２）課題：業務の多様化、効率化のために ICT活用を推進する。 

     計画：①事業所内メール、オンライン会議の活用を行い、人と人をつなぐコミュ

ニケーションの機会が作れるようにシステムを作る。 

        ②回覧や起案・決済の業務効率化システムが実現できる手法を検討する。 

        ③写真管理がスムーズにできるシステムを検討する。 

（３）課題：事業計画の進捗状況を管理し、実行可能とする。 

     計画：①2021年４月 月別計画書を作成し、掲示する。 

        ②運営会議に掲示し、事業計画を基に会議運営を行う。 

        ③課題１の実施によるマネージャー業務遂行時間を確保し、勤務シフト

を作成する。 



ぎおうの里 

 

Ⅰ．2021年度の事業方針および重点目標 

事業方針 

 ぎおうの里は開設 16年目を迎え、介護人材不足の中、多様な働き方を認める職員体制を

構築しつつ、小規模施設の課題である効率性を高める工夫を行い、一定の成果が得られつつ

ある。しかし、外部環境では新型コロナウイルスの流行、市内に特養の開設、介護報酬改定

等、新しい課題も生じている。 

 このような中、将来に渡ってより良いサービスが継続して提供できるよう、４つの重点目

標を掲げ事業運営に取り組む。 

 

重点目標 

１．人材育成、チームケアの向上、情報共有の効率化を通して、働く人のモチベーションの

向上、働きやすい職場作りを行い、介護サービスの質の向上を目指す。 

２．介護方法の改善や福祉用具の活用等によりノーリフトケアを推進し、職員にも利用者に

も安心で安全な介護サービスの提供を目指す。 

３．流行する新型コロナウイルスに対し、継続的に感染症対策を検討・実施する。また、事

業所内で発生した場合の影響を最小限に止めるための工夫や、事業所間の協力体制づく

りを推進する。 

４．より良いサービスが将来に渡って継続的に提供できるよう、収支バランスを考慮して効

率的で計画的な運営を行う。 

 

Ⅱ．各課題とそれに対する事業計画 

１．事業実施や利用者支援に関する課題及び計画（各事業別） 

（ア）特別養護老人ホームぎおうの里 

（１）課題：利用者のケアについて、施設サービス計画書との連携や、職員の認識・対

応の統一が不十分である。 

     計画：介護計画書の作成・更新・評価については、月初から月末までの１ヵ月の

期間設定とし、月末にプリントアウトした介護計画書を部署内および関

係部署へ回覧し共有することとする。回覧後は、所定のファイルボックス

に入れ、いつでも誰でも確認ができるようにする。また、介護計画書につ

いては、職員それぞれのスキルや理解度に差があるため、介護過程の展開

や介護計画書を作成することの意義等を学ぶ機会を４ヵ月に一度(７月・

11月・３月)設ける。 

（２）課題：利用者の重度化により、職員の介護負担が増大しており、腰痛など身体へ

の影響が出ている。また、無理のある介助により、利用者にとっても心理

的不安や身体的負担がある。これまで介護技術向上の取り組み等も不十

分であり、職員の介護技術のスキルに差が生じている。 

計画：ノーリフティングケアの実践を通して、「自分流介護」を無くし、利用者・



職員双方に安全・安心なケアを提供する。 

        ①ノーリフティングケア導入にあたり、「ノーリフティングケアの必要性

と目的」「自己管理・身体の使い方などの方法」「技術習得」の勉強会を

行う。 

   ②ノーリフティングケアの理解度を確認する機会を設ける。 

   ③利用者・職員双方にとってのリスクを抽出する。 

   ④リスク抽出後、ハイリスクの対象者については、ケアカンファレンス

にて個別にアセスメントを行い、対策を協議する。 

        ⑤移乗サポートロボットＨＵＧを使用する利用者の選定とアセスメント、

評価をケアカンファレンスにて行う。                                                                 

 

 （イ）ショートステイサービスぎおうの里 

（１）課題：提供しているレクリエーションが代わり映えせず、退屈している利用者も

いる。また、職員が業務に追われてしまい、一緒に過ごす時間がなかなか

取れない状況が続いており、工作などのレクリエーションを企画しても

活用しきれていない。利用者がそれぞれの楽しみを見つけられるような

環境作りを行うと共に、職員が利用者と関わる楽しさを感じ、楽しみや、

やる気を持って職務にあたる事ができるようにしたい。 

     計画：コロナ禍により、密にならないようなレクリエーションがフロアの広さで

は難しい。その中でも利用者の要望に添えるようなレクリエーションを

提供するためにレクリエーションの種類をそれぞれの職員が把握し、活

用できるようにしていく。また、計画したレクリエーションを職員全員が

周知し協力できるようにし、前年度の評価を確認して反省点を踏まえた

計画ができるようにする。 

（２）課題：コロナ禍により、一層業務が多忙になることで職員間のコミュニケーショ

ンが大切になってくる。挨拶をしっかりすることで、コミュニケーション

を取りやすくしていきたい。働きやすい職場環境を作り、職員の定着につ

なげたい。新任職員の指導担当者の育成を行いたい。 

     計画：コロナ禍による業務の増加の負担を軽減するため、挨拶をしっかりするこ

とにより職員同士のコミュニケーションを深め、お互いに協力できる環

境づくりを行う。研修への参加（職場環境作りやコミュニケーション関連、

人材・指導者育成関連）。新人職員に対する指導方法の見直し。 

（３）課題：利用率を維持し、収入の安定化を図りたい。 

     計画：利用につながるよう魅力のある行事、活動等を紹介しながら、必要に応じ

て空き情報をケアマネジャーに配布し、密に連携を図る。ショートステイ

での行事や取り組みの様子等をケアマネジャーに知ってもらえるように、

広報紙のようなものを作成し、毎月各事業所に配布する。 

 

 （ウ）デイサービスセンターぎおうの里 

デイサービスは「ひとりひとりに応じたサービス提供を心がけ、安全で楽しく安



心して過ごせる居心地の良いデイサービス創りを目指します」を基本方針とし、利

用率の向上・レクリエーションの充実・職員の質の向上に取り組む。 

（１）課題：利用率７５％を目指す。 

     計画：新規利用者・スポット利用を登録人数一日 33人程度見込み、常時受け入

れる。各居宅介護支援事業所に登録空き情報、スポット可能人数を提供し、

利用に繋げる。毎月、実績・利用情報提供書を各居宅介護支援事業所に届

け、介護支援専門員と利用者の状況を共有し、連携を密にする。利用人数・

スポット利用受け入れ状況を共有し、常時、受け入れられるようにする。 

（２）課題：レクリエーションの充実 

     計画：新型コロナウイルス感染症感染拡大に充分注意し、手指消毒、マスク着用

にてレクリエーションを提供する。１ヶ月のうち、１週間は利用者が選べ

るレクリエーションを提供する。提供するレクリエーションの目的を設

定し、随時評価する。全職員がレクリエーションを提供できるように担当

制にし、手順などを共有する。利用者のみなさんが取り組めるレクリエー

ションを提供する。動きのあるレクリエーションでは事故のないように

充分見守りをする。新型コロナウイルス感染症感染拡大予防の観点から

レクリエーションのできることの制限を設けているが、収束動向により

レクリエーションを拡大していく。 

（３）課題：職員の質の向上 

     計画：日々の利用者個々の状態変化を連絡帳にてしっかり確認する。デイ会議で

は利用者個々の状態変化・変更をしっかり共有し、把握する。全職員にア

セスメント用のファイルを配布し、常時、利用者のケアを確認し、統一し

たケアを提供する。全職員が接遇・認知症研修に参加する。職員の個人チ

ェック表を作成し、配布し、毎月、個人評価する。 

  

（エ）ケアプランセンターぎおうの里 

（１）課題：質の高いケアマネジメントに向けた取り組み 

      多様化するニーズや社会情勢のもと､本人･家族の望む暮らしの実現に向

け､医療や地域を含むその他機関との積極的な連携を図り､自立支援型ケ

アマネジメントを行う必要がある｡ 

     計画：ケアマネジメントの進むべき方向性について研修し､事業所内で事例を通

して互いに研鑽する｡ 

（２）課題：業務の標準化を図るシステムの構築 

      繁忙化するケアマネジメント業務において､組織として業務の標準化を

図る必要がある｡ 

     計画：業務を整理･マニュアル化し､常に修正を加え最新のものとし､業務に従事

する際の指針とする｡ 

（３）課題：地域づくり事業の継続 

      滞っている地域民生委員との学習会を再開し､地域とのつながりを再構

築する必要がある｡ 



   計画：地域の民生委員･地域包括支援センター・社会福祉協議会等と協議を重ね､

学習会を定期開催し､互いに研鑽する｡滞った間の新たな課題について検

討する｡インフォーマルサービスとして位置づけることを視野に取り組

む｡ 

 

 （オ）医務 

（１）課題：新型コロナ感染症の流行に伴い、感染リスクがある。 

     計画：①法人・施設で決められた予防策を守る事で集団発生を予防する。 

②感染症発生時にクラスターを発生させないように拡大防止し最小限に

とどめる 

        ③施設内で利用者が発症し、入院できない時の対応を検討しておく。 

        ④地域の流行状況や、国・県の動向を踏まえてワクチン接種実施や研修な

ど必要な対応を実施する。 

  （２）課題：業務の効率化を図り、働きやすい職場をめざし職員の定着を図る。 

     計画：業務分掌表を使い役割分担する。 

 

 （カ）調理 

（１）課題：満足度の向上 

     計画：旬の食材を使用して行事や季節を感じる料理を提供する。 

（２）課題：栄養ケアマネジメントの実践 

     計画：毎日ユニットに出向いて利用者の様子を観察する。ケアカンファレンスで

決定したプランを調理職員全員で把握し実践する。 

（３）課題：安心・安全な食事作り 

     計画：衛生管理マニュアルを厳守し食中毒や感染症を予防する。 

 

 （キ）事務 

（１）課題：事務所内の書類・物品や PCデータが整理できておらず煩雑になりわかり

にくい。 

     計画：施設単位で行う介護保険関係、勤怠関係等、会計関係等のデータを共有フ

ォルダで保管し、どの事務職員が見ても直感的にわかるようなファイル

管理をする。事務所内の棚中央下の引き出しを整理し、よく使用する原紙

類を収納し、カウンター下の備品についても、初めての職員でもわかりや

すく整理し表記する。書類整理にあたり、参考資料や各種議事録などをＰ

ＤＦとして保管し、紙面資料を破棄・減少する。 

  （２）課題：重複業務や用途不明資料、非効率手順業務がまだあり、時間外業務の増加

や整理業務の遅延が起こっている。 

     計画：デイリー業務、マンスリー業務の明確化と優先順位の決定。締日を把握し

時間内で効率よく仕事ができるよう検討する。残業時間を月それぞれ 10

時間以内に抑えるよう業務を調整する。年間業務は期限設定が曖昧なた

め、遅延が起こりやすいため、スケジュールを作り期限内に終わらせるよ



うにする。各資料の内容を確認し、重複資料の撤廃、統一化する。オンラ

イン電子申請などを利用し、手作業の業務、外出業務を減少する。 

（３）課題：他部署職員などに対して十分にコミュニケーションが出来ていない。ま

た、新たな職員を迎えるにあたり、先輩職員が新任職員研修内容を知らな

い。 

     計画：職員全員の名前と顔が一致できるよう、書面の確認だけではなく、初見の

職員には自ら自己紹介する。また「おはようございます」「おつかれさま

でした」と挨拶する。事務職員以外の職員に対し入力業務等相談会を開催

し、負担軽減に事務職員として助言する機会を設ける。年に２回（概ね半

年に１回）法人が行う新任研修の内容などを周知する。 

 

（ク）各事業の共通事項 

（１）課題：介護サービスの質の向上のため、2020 年度より推進している業務改善を

継続実施する必要がある。 

     計画：厚生労働省が示す介護サービス事業における生産性向上ガイドラインを

参考に業務改善計画を作成し、３ヶ月ごとに進捗確認を行う。 

（２）課題：利用者、職員およびその家族の健康や生活を守るため、新型コロナウイル

ス対策を継続的に実施する必要がある。 

     計画：新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策マニュアルを見直すととも

に、新型コロナウイルス感染症に係る BCP（事業継続計画）を作成する。

また、感染症対策マニュアルおよび BCPに基づき、研修および対応訓練を

年１回以上実施する。 

 

２．収入・支出に関する課題及び計画（施設全体） 

（１）課題：事業継続のため、収益の確保が必要である。 

     計画：ぎおうの里における各事業別の利用率目標を下記の通りとする。 

        特養           ９６％ 

        ショートステイ      ８７％ 

        デイサービス（介護保険） ７５％ 

        デイサービス（総合事業） ２０％ 

        居宅介護支援       １２２件／月 

        また上記実現のために以下の基準を定める。 

        特養 退所後新規入所まで 7日以内 

        特養 退院許可後退院まで 3日以内 

        ショート 実利用人数   月 85名以上 

        デイ   実利用人数   月 75名以上 

        居宅 常勤 CM１人当たり  月 30件以上 

 

（２）課題：事業継続のため、資金計画が必要である。 

     計画：今後 10年間の資金収支計画、設備投資計画を作成する。また、継続的な



サービス提供を行うため、サービス活動増減差額 1.5％以上を目指す。 

 

３．人事や労務に関する課題及び計画（施設全体） 

（１）課題：市内に新しい特養が開設されることに伴い担い手の確保がより一層厳しさ

を増し、無資格や未経験の方を採用後に育成する機会が増えることが想

定される。 

     計画：法人の支援制度を活用し、年間３名以上の福祉系資格取得支援を行う。ま

た、介護に携わる職員で、医療・福祉関係の資格を有さない者のうち、認

知症介護基礎研修修了者が３年後に 100％となるよう研修受講を進める。

2021年度については 40％以上となるよう計画的に実施する。 

（２）課題：介護サービスの質の向上のためには、働く人のモチベーションの向上、働

きやすい職場作りを推進する必要がある。 

     計画：以下の目標や検討機会を持って、労働環境改善を図る。 

        ①有給休暇取得率 75％以上 

        ②有給休暇５日以上取得者（10日以上付与者のうち）の割合 100％ 

        ③有給休暇３日連続取得者の割合 30％以上 

        ④時間外労働 前年比 20％減 

        ⑤ノー残業デイの実施状況の分析と対策 ６ヶ月に１回 

        ⑥退職理由の分析と対策 ６ヶ月に１回 

 

４．施設運営や組織に関する課題及び計画（施設全体） 

課題：介護方法の改善や福祉用具の活用等により、職員にも利用者にも安心で安

全な介護サービスを提供したい。 

     計画：ノーリフトケアの考え方をベースにサービス提供を行うこととし、考え方

や方法の浸透を図るための研修や福祉用具の活用等を進める。また、腰痛

要因となる業務等のリスク調査を継続的に行い、必要な対策を行う。 

 

 ５．地域との関係や地域貢献に関する課題及び計画（施設全体） 

課題：新型コロナウイルス対策のため、ボランティア活動や集合しての運営推進

会議、その他地域住民にぎおうの里の運営に参加していただく機会が大

きく減少している。 

     計画：感染症対策を行いつつ、ボランティア活動、介護相談員、実習等の受入れ、

対面での運営推進会議開催等、地域に開かれた運営を行うための方策を

検討する。また、災害対策訓練については地域住民の方の参加を得られる

方法を検討する。 

 



きたの保育園 

 

Ⅰ．2021年度の事業方針および重点目標 

  野洲市の子育て環境として、県下でも上位クラスの待機児童数になっている。このこと

に乗じて、一時保育の利用者の理由として『就労』が増加している。市の施策として、令

和６年４月までに２ヶ園の認可保育園を開設しようと計画されているが、現状として具

体的な待機児童対策がないのが実情である。それどころか、保育士不足の影響を受けて必

要最小限の受け入れとなっている施設もあるほどである。きたの保育園においても、深刻

な保育士不足は継続されており、子どもの受け入れに大きな影響が出てきている。 

  以前から問題にされていた、保育園と幼稚園の配置基準にみる処遇格差の是正が進ん

でおらず、公定価格の見直しも改善されていないのが実状である。保育者の処遇について

は処遇改善費Ⅱの副主任という立場が職員間の分断を招いている等の報告もあり、処遇

改善策にも問題があることが示されたままである。 

また、保育内容『暮らしのある保育』については、保育方針・保育目標と常に照らし合

わせながら進める。以上のことを実行するために、働きやすい職場環境を職員全体で考え

て、『個々に今できること（保育業務・事務業務など）を明らかにし、全職員が無理なく

取り組める職務に個々が全力を出し切る』職員集団を目指していく。その結果として『互

いのことを認め・助け合う』職員集団になることを目指していく。 

 

重点目標 

１．組織や会議の見直しをはかり、情報共有がスムーズに行われる職場を構築する。 

２．研修や学習の充実をはかり、職務に対する意識や向上心を高める。 

３．地域の中にある施設としての役割を果たす。 

 

Ⅱ．各課題とそれに対する事業計画 

１．利用者支援や事業運営に関する課題および計画（各事業別） 

（ア）きたの保育園 

（１）課題：異年齢保育の充実 

『暮らしのある保育』というテーマをもとに子どもの想いに、いかに 

気付き、寄り添えるかを追求していく。 

     計画：①子どもの姿を共有するための会議（計画会議・年間総括会議・責任者・      

おうち会議など）を定期的に開催し、充実させる工夫を行う。行事など

の会議も不定期に招集して行う。 

        ②保育システムを確立し、書類業務の簡素化および書類時間の確保を行 

い、保育を円滑にしていく。 

        ③暮らしの基本となる「食」について、様々な取り組みを企画・実行して 

いく。 

（２）課題：研修・学習の取り組みを重ねる。 

        「子どもの発達」「食事」「安全」など日々の暮らしをつくる中で必要とさ



れる様々なことだけでなく、「社会情勢」「平和問題」など大人もひとりの

人として感性を磨き成長することで、子ども達の育ちに返していくよう

にしていく。 

     計画：①年間研修計画を作成し、多くの職員が積極的に参加できる体制作りを行

っていく。また研修報告会を行い、職員全体の共通認識にしていく。 

②園内に講師を招き、職員全体での園内研修の取り組みを企画・実行して

いく。 

（３）課題：「保育の到達を明らかにする」 

過去のあゆみなど確認する中で、いままでの保育の到達が見えてきてい

るので、今後の保育へ反映させていく。 

     計画：保育園としては 18年目を迎える年になるが、過去の振り返りの１つの形

として「記念誌」を作成していく。 

 

（イ）きたの保育園（一時保育） 

（１）課題：利用状況の改善 

社会情勢など利用者を取り巻く環境を把握し、行政と共に地域社会を良

くするために何が必要なのかを考えて、実行していく。 

     計画：待機児童数・その他利用状況の把握を行い、行政や他施設と協議を重ね改

善策を検討していく。 

  （２）課題：利用者増加に伴う予約の受け方 

  利用者数が増加したために、利用枠の取り合いが激化し、予約時間になる

  と、電話が殺到する状況になっている。 

     計画：具体策を検討・実行して、毎月会議の中で検証していく。 

（３）課題：施設全体での情報共有 

     個別な情報共有は難しいが、現状の「取り組み」「悩み」「特殊な個別配慮」

  などについては、共有することが可能であると考える。同一施設で職員 

        が意識しあう工夫を考える。 

     計画：他施設の見学を行うなど、様々な意見を参考にして検証していく。 

 

（ウ）きたの子育て支援センター 

（１）課題：理念の共有 

職員の交代等が続き「きたの子育て支援センター」で大切にしてきた理 

念・役割を再確認し進めていく。 

     計画：過去の事例（総括）などを振り返り、理念を確信に変えていく。 

（２）課題：他機関との連携を深める。 

  他機関との情報共有など行うことで、地域における役割を果たしやすく

  していく。 

     計画：他施設の見学を行うなど子育て支援センターの現状を把握して、よりよい

  地域社会づくりに貢献していく。地域に向けた情報発信の場として検討 

 していく。 



（３）課題：施設全体での情報共有 

 個別な情報共有は難しいかもしれないが、現状の「取り組み」「悩み」「特

殊な個別配慮」などについては、共有していこうと考えている。同一施設

で職員が意識しあう工夫を考えていく。 

     計画：他施設の見学を行うなど、様々な意見を参考にして検証していく。 

 

（エ）各事業の共通事項 

（１）課題：働きやすい職場作り（職員関係・処遇など） 

 職場に対する「考え方」「価値観」など様々で、一定の方向性で意思統一

した職場づくりができていない。 

     計画：①指示系統がはっきりとした組織体制を構築し、会議の役割・内容を明確

にして情報共有をスムーズにしていく。会議の改善として、レジメの作

成など準備を大切にしたり、議事録の活用を丁寧にしたりする。 

②コミュニケーションに関する研修・学習を取り入れ、先ずは個々の想い

を伝え合える職員集団を目指す。 

③「メンタルヘルスケア」に関する機関と連携を行い、働きやすい職場に

するために、個人および職員集団のあり方を考える。 

（２）課題：保育者不足・人材確保 

 保育業界として慢性的な保育者不足に直面している。きたの保育園にお

いても同様の問題に悩まされている。休暇対応・休憩対応・書類時間・会

議時間・研修時間・土曜出勤の確保のために、人材の確保が急務である。 

計画：①土曜保育専属の職員の導入およびシルバー人材、無資格者の活用など

  による人材確保を検討していく。 

②離職率の低い職場作りが、新規採用者にとっても魅力的な職場につな  

がることを考え、働きやすい職場づくりに努めるとともに、大学など各

関係機関にリクルートしていく。 

  ③初任給基準など給与体系・休暇日数など処遇の見直しを検討していく。 

 

２．地域とのつながりに関する課題および計画（施設全体） 

課題：地域との関係づくり 

前年度の園長交代より、地域のあらゆる施設・機関との連携が不十分なた

め、引き続き関係づくりに努める。 

     計画：①各関係施設・機関へ連絡をとり、関係を深めていく。 

  ②地域関係者と各行事を通じて関係を深め、積極的な交流を行っていく。 

 

３．人事や労務に関する課題および計画（施設全体） 

（１）課題：同一労働同一賃金の取り組み 

  「働き方改革」の動きを受けて、同一労働同一賃金の社会的動向を見な 

がら対応を検討する。 

     計画：学習会・研修などを繰り返し、今後の対応を検討していく。 



（２）課題：研修・会議などの時間確保 

 土曜日・祝日に研修を出張として行った場合に休暇の保障が困難である。  

また、各種会議を行う場合でも、日中・週末など多くの時間がとられてし

まい、職員の疲労蓄積につながり、疲弊しきっている。 

     計画：①「出張扱いの研修」「自主研修の補助制度を利用した研修」「講師を園へ

招く研修」など様々な形態で、研修時間を確保していく。 

②会議については内容を明確にし、会議日程に余裕が持てる頻度に改善

していく。 

  

４．収入・支出に関する課題および計画（施設全体） 

（１）課題：人件費比率の安定 

  公定価格による収入が決まっている中で、安定的に施設運営するために

  は人件費の把握および補助収入に関する人材把握が必要と考えている。 

     計画：①処遇改善費の活用を積極的に検討していく。 

  ②各世代の人数把握（人件費）をもとに、３年後、５年後など予測を立て

   た上で、採用計画を作っていく。  

（２）課題：経費削減（水道・光熱費など） 

  諸経費が前年度より増える傾向が見られている。 

     計画：無駄遣いをなくすといった職員の意識を高め、徹底していく。 

 

５．施設運営や組織に関する課題および計画（施設全体） 

（１）課題：運営委員をはじめとする組織体制の見直し 

  組織として形成する前に、個が尊重される職員集団の形成が急務である

  状態で、現状に合った組織を模索する必要がある。 

     計画：①職員との合意形成をつくるための会議を持ち、新年度の組織づくりを考

えていく。 

②中期（３ヶ年計画）目標を立てて、組織づくりを計画的に進めていく。 

（２）課題：人材育成・「個」の活躍 

  職員一人一人が主体者として活躍するには、まだ不十分な環境にある。 

個々の能力・感性を十分に発揮できる職場づくりを考えていく。 

     計画：個々の力が十分に発揮できる職場環境の構築が最優先で、そこから「個」

  の力を伸ばすための研修・学習会を重ねていく。 

（３）課題：産休・育休・時短制度の保障（土曜保育・休日） 

 産休・育休・時短制度などの保障を理解し守りつつ、最大限に力を発揮で

きる環境を検討していく。 

     計画：①制度理解のための研修・学習会に参加し、理解を深めていく。 

  ②職員全体で認識を深めて、制度利用者の受け入れ方を検討していく。 

 

６．その他の課題および計画 

（１）課題：園舎および設備の老朽化に伴うメンテナンス 



  エアコン・防犯カメラをはじめとする各設備の老朽化が予測される。 

     計画：①大規模な修理になる前に、点検・メンテナンスを行っていく。 

  ②修繕費として積立金を予算として確保する。 

（２）課題：記念誌の発行により保育の振り返りおよび今後の展望を確認する。「異年

齢保育」をきたの保育園の歴史とともに振り返り、今後の「異年齢保育」

を考える一つの要素として活用していく。 

     計画：記念誌完成を機会に、きたの保育園の歩みを振り返る場をつくり、職員同 

  士の親睦を深める時間を作っていく。 

  （３）課題：野洲市の待機児童問題解消における保育園としての協力 

        待機児童解消に向けて、野洲市の事業計画に保育園整備が検討されてい

る。野洲市より民間園等への定員増加や受け入れ増加などの要請がされ

ている。また、野洲市内に数ヵ園の新園建設も検討している状況である。 

     計画：①定員増加など野洲市と連携を取りながら進めていく。 

        ②新園建設に向けても、情報を共有しながら検討し、野洲市と連携しなが

ら地域の待機児童解消問題に取り組んでいく。 

 

 


