
平成２８年度 社会福祉法人愛光園 事業計画

基本方針及び重点目標

【基本理念】

私たちは、誰もが人間としての尊厳が保たれ、安心して共に生きる社会をめざします。

１．私たちは、誰もが、まず「人として」 受けとめられ、地域の中で自分らしく暮らす

ための支援サービスを提供します。

２．私たちは、誰もが、必要なときに、必要なサービスを利用できるように取り組みま

す。

３．私たちは、誰もが、安心して暮らすために、地域の輪の中で、「共に生きる」実践

と運動を進めます。

【来年度基本方針】

障がいの有無にかかわらず個人の尊厳が保たれ、住み慣れた地域で自分らしい

暮らしを続けられるよう地域生活支援を推し進めつつ、時代の要請に応え、職員

がより働きやすく働きがいのある環境を整えます。

【来年度重点目標】

1. 地域で安心でして暮らせる仕組みを強化・整備します。

（1） ホームヘルプ・ケアマネジメントを充実させていきます。

（2） 利用者ニーズに対応して日中活動を再編成します。

（3） 新しい相談支援のあり方を検討し対応していきます。

2. 新しい時代にあった法人経営を展開していきます

（1） 公益性の高い社会福祉法人として組織の再編成を行います。

（2） 地域貢献・情報発信・地域連携をすすめます。

（3） 障害者差別解消法・女性活躍推進法など、時代の要請に応えます。

3. 人材の確保・育成を進めます。

（1） 人材の確保・育成を進めます。

（2） 明るく働きがいがあり、働き続けられる職場をつくりに努めます。

（3） 多様な人材の活用を図ります。
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平成２８年度会議予定
28年度会議名 日程 会場 備考

理事会 5/19（木)  11/16（水) 3/23(木) 相生
評議員会 5/19（木)  11/16（水) 3/23(木) 相生
経営会議 第２木曜　9時～11時 のぞみ 8月は第1木曜

部長会議
毎週木曜　8時30分～10時30分
（第２週は経営会議/
　最終木は経営小委員会）

のぞみ 5・8・11月の第1木曜は無し

運営会議 第３月曜　17時～19時 相生 7月は第2月曜、8・9月は第4月曜、3月第2月曜

障がい事業部会議 第３金曜　9時30分～11時 応接室
高齢事業部幹部会 第１火曜　17時～18時30分 相生 5・1月は第2火曜
地域包括ケアシステム会議 最終木曜　9時30分～10時30分
部長点検 第３水曜　9時～12時 事業所は4カ月に１回
経営小委員会 最終木曜　 のぞみ 障害8:30～13:30～、高齢10:30～、
食事ｻｰﾋﾞｽ会議 第１金曜　16時～17時30分 のぞみ

QCサークル法人内発表会 18：00～19：30 こぶし 8月3日
QCサークル総務部発表会 16:00～16:30 のぞみ 7月13日
QCサークル高齢事業部発表会 17：30～19:30 相生 7月21日
QCサークル障がい事業部発表会 18：00～20:00 愛光園 7月20日
法人実践発表会 2月最終土曜日予定 2月25日

案
委員会名 日程 会場 委員長 オブザーバー 備考

バザー委員会 第１月曜14時～15時30分 のぞみ 倉科 桑山 4月と1月以降は休み

夏祭り実行委員会 第４火曜　13時30分～15時 相生 皿井 青山
本番は8月20日予定　　8月は第3火曜
9月は第2火曜　10月以降休み

実践発表実行委員会 第２月曜　14時～15時30分 相生 湯浅 日高
発表会2/25　6月以降毎月
10月は第3月曜　1月は第2水曜日でプレ発表

広報委員会 第３火曜　14時～15時30分 のぞみ 伊藤 日高 8月休み
障がい者雇用推進会議 第１火曜　16時～17時30分 のぞみ 皿井 渡部 年３回　7，10，2月
権利擁護委員会 第３木曜　14時～15時30分 のぞみ 三宅 3月は苦情解決第三者委員会　5月は第2木曜
防災委員会 第２火曜　14時～15時30分 のぞみ 三宅奈 渡部 4～7月、11月、2月、3月
安全運転委員会 第１火曜　14時～15時30分 のぞみ 松澤 桑山 安全運転管理者、委員６,９,１２、３月

安全衛生委員会 最終金曜　10時～11時30分 相生 多田 青山
衛生管理者、衛生推進者
（事故）５,８,１１,２月（衛生）４，７，１０，１月
4月は第4金曜

重心地域生活会議 最終金曜　17時～19時 応接室 松澤 偶数月　4月は第4金曜　12月は第3金曜
療育相談担当者会議 第４金曜　16時～17時30分 三宅　和 ４,７,１０,１月
サビ管等会議 第２金曜　10時～11時30分 応接室 三宅　奈 奇数月

就職支援担当者会議 第１金曜 渡部 ６,９,１２,３月

日中活動あり方検討会議 第2月曜　17時30分～19時 応接室 皿井 4、5、6、8、9、11、12、2月

全部長・湯浅・皿井
高齢福祉事業部副グ

メンバー

理事長・部長

各部長

部長・所長
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全部長
部長、所長



平成２８年度会議等日程

曜日 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

月 1 バザー委員会

火 2
第9回説明会・採用試験
高齢事業部幹部会

1 高齢事業部幹部会

水 1 3
第9回説明会・採用試験
QC法人内発表会

2 1 配属先通知 1

木 2 部長会議 4 経営会議 1 部長会議 3 バザー 1 部長会議 2 部長会議 2 部長会議

金 1
新任研修
食事ｻｰﾋﾞｽ会議

3
就職支援担当者会議
食事ｻｰﾋﾞｽ会議

1
第7回説明会・採用試験
食事ｻｰﾋﾞｽ会議

5 食事ｻｰﾋﾞｽ会議 2
第11回説明会・採用試験
食事ｻｰﾋﾞｽ会議
就職支援担当者会議

4 食事サービス会議 2
食事サービス会議
就職支援担当者会議

3 食事ｻｰﾋﾞｽ会議 3
第19回説明会・採用試験
食事ｻｰﾋﾞｽ会議
就職支援担当者会議

土 2 4 2 6 3 1 5 3 4 4

日 3 ひかりのさと例会 1 5
ひかりのさとの会防災フェア
福祉の仕事就職フェア（予定）

3 ひかりのさと例会 7 4 ひかりのさと例会 2 ひかりのさと例会 6 4 ひかりのさと例会 1 5 5 ひかりのさと例会

月 4 2 バザー委員会 6 バザー委員会 4 バザー委員会 8
考課者研修
実践発表委員会
日中活動あり方検討会議

5 バザー委員会 3
内定式
バザー委員会

7 5 バザー委員会 2 6 6 第19回説明会・採用試験

火 5 高齢事業部幹部会 3 7
安全運転委員会
高齢事業部幹部会

5
第7回説明会・採用試験
障がい者雇用推進会議
高齢事業部幹部会

9 考課者研修 6
安全運転委員会
第11回説明会・採用試験
高齢事業部幹部会

4
障がい者雇用推進会議
高齢事業部幹部会

8 防災委員会 6
安全運転委員会
高齢事業部幹部会

3 7
障がい者雇用推進会議
高齢事業部幹部会

7
安全運転委員会
高齢事業部幹部会

水 6 4 監事監査 8 6 リクルーターフォロー研修 10 考課者研修 7 監督層研修 5 9 テーマ別研修 7 4 8 新入職員研修 8 経営会議

木 7 部長会議 5 ひかりのさと例会 9 経営会議 7 部長会議 11 考課者研修 8 経営会議 6 部長会義 10 経営会議 8 経営会議 5 部長会議 9 経営会議 9

金 8 6 食事ｻｰﾋﾞｽ会議 10 第5回説明会・採用試験 8 サビ管等会議 12 9 サビ管等会議 7 食事ｻｰﾋﾞｽ会議 11 サビ管等会議 9 6 食事サービス会議 10 10 サビ管等会議

土 9 7 11 9 13 10 8 12 10 7 11 福祉の就職総合フェア（予定） 11

日 10 8 12 10 14 11 9 13 11 8 ひかりのさと例会 12 12

月 11 日中活動あり方検討会議 9 日中活動あり方検討会議 13
実践発表実行委員会
第5回説明会・採用試験
日中活動あり方検討会議

11
実践発表実行委員会
運営会議

15 12
実践発表実行委員会
日中活動あり方検討会議

10 第13回説明会・採用試験 14
実践発表実行委員会
日中活動あり方検討会議

12
実践発表実行委員会
日中活動あり方検討会議

9 13
実践発表実行委員会
日中活動あり方検討会議

13
実践発表実行委員会
運営会議

火 12 防災委員会 10
高齢事業部幹部会
防災委員会

14 防災委員会 12 防災委員会 16 夏祭り実行委員会 13 夏祭り実行委員会 11 第13回説明会・採用試験 15 広報委員会 13 第16回説明会・採用試験 10
第17回説明会・採用試験
高齢事業部幹部会

14 防災委員会 14 防災委員会

水 13 11 新入職員研修 15 部長点検 13 総務部QC発表会 17 部長点検 14 12 リクルーターフォロー研修 16
部長点検
理事会・評議員会

14 第16回説明会・採用試験 11
第17回説明会・採用試験
実践発表実行委員会

15 部長点検 15 部長点検

木 14 経営会議 12
経営会議
権利擁護委員会

16
部長会議
権利擁護委員会

14 経営会議 18
部長会議
権利擁護委員会

15
部長会議
管理層研修
権利擁護委員会

13 経営会議 17
部長会議
管理層研修
権利擁護委員会

15
部長会議
権利擁護委員会

12 経営会議 16
部長会議
権利擁護委員会

16
部長会議
苦情解決第３者委員会

金 15 障がい事業部会議 13
サビ管等会議

17 障がい事業部会議 15 障がい事業部会議 19 障がい事業部会議 16 障がい事業部会議 14 新入職員研修 18 障がい事業部会議 16
賞与支給日
障がい事業部会議
重心地域生活

13 サビ管等会議 17 障がい事業部会議 17 障がい事業部会議

土 16 14 18 16 20 夏祭り 17 15 19 17 14 18 18

日 17 15 19 17 21 18 16 20 18 15 19 19

月 18
第3回説明会・採用試験
運営会議

16 運営会議 20
監督層研修
運営会議

18 第8回説明会・採用試験 22 運営会議 19 17
実践発表実行委員会
運営会議

21 運営会議 19 運営会議 16 運営会議 20
第18回説明会・採用試験
運営会議

20

火 19
第3回説明会・採用試験
広報委員会

17 広報委員会 21
第6回説明会・採用試験
広報委員会

19
第8回説明会・採用試験
広報委員会

23 第10回説明会・採用試験 20 広報委員会 18 広報委員会 22 第15回説明会・採用試験 20 広報委員会 17 広報委員会 21
第18回説明会・採用試験
広報委員会

21
新入職員研修会（H27）
広報委員会

水 20 部長点検 18 部長点検 22 第6回説明会・採用試験 20
部長点検
障がい事業部QC発表会

24 第10回説明会・採用試験 21 部長点検 19 部長点検 23 第15回説明会・採用試験 21
部長点検
指導層研修A

18 部長点検 22 メンター研修 22 新入職員研修会（H27）

木 21
部長会議
権利擁護委員会

19
部長会議
理事会・評議員会

23 部長会議 21

部長会議
管理層研修
権利擁護委員会
高齢事業部QC発表会

25
経営小委員会
地域包括ケア

22 第12回説明会・採用試験 20
部長会議
権利擁護委員会

24
経営小委員会
地域包括ケア

22
経営小委員会
地域包括ケア

19
部長会議
管理層研修
権利擁護委員会

23
経営小委員会
地域包括ケア

23
新入職員研修会（H27)
理事会・評議員会

金 22
安全衛生（衛生）委員会
療育相談担当者会議
重心地域生活

20 障がい事業部会議 24 重心地域生活 22 療育相談担当者会議 26
安全衛生（事故）委員会
重心地域生活

23 第12回説明会・採用試験 21 障がい事業部会議 25 安全衛生（事故）委員会 23 20 障がい事業部会議 24
安全衛生（事故）委員会
重心地域生活

24
新入職員研修会（H27）
賞与支給

土 23 21 25 23 27 24 22 26 24 21 25 実践発表会 25

日 24 22 26 24 28 25 23 27 25 22 26 26

月 25 リクルーターフォロー研修 23 第4回説明会・採用試験 27 テーマ別研修 25 採用試験第４回 29 26 運営会議 24 第14回説明会・採用試験 28 26 監督層研修 23 27 一般層研修 27 第20回説明会・採用試験

火 26 夏祭り実行委員会 24
第4回説明会・採用試験
夏祭り実行委員会

28
賞与支給日
夏祭り実行委員会

26 夏祭り実行委員会 30 27 25 第14回説明会・採用試験 29 27 24 28 28 第20回説明会・採用試験

水 27 25 指導層研修B-1 29 指導層研修A 27 指導層研修B-2 31 一般層研修 28 26 30 指導層研修B-1 28 25 指導層研修B-2 29

木 28
経営小委員会
地域包括ケア

26
経営小委員会
地域包括ケア

30
経営小委員会
地域包括ケア

28
経営小委員会
地域包括ケア

29
経営小委員会
地域包括ケア

27
経営小委員会
地域包括ケア

29 26
経営小委員会
地域包括ケア

30
経営小委員会
地域包括ケア

金 29 27 安全衛生（事故）委員会 29 安全衛生（衛生）委員会 30 28
療育相談担当者会議
安全衛生（衛生）委員会
重心地域生活

30 27
療育相談担当者会議
安全衛生（衛生）委員会

31

土 30 28 30 29 31 28

日 29 31 30 29

月 30 31 30

火 31 31

研修 説明会（Am)・採用試験（Pｍ）



平成28年度研修計画

ただ参加するだけでなく、事前事後のフォローを強化する（宿題・提出物）

研修参加の報告書の内容を見直し。法人・事業所に何を活かせるか。

2月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

日程 3/22（火）-3/25（水） 5/11（水） 10/14（金） 2/8（水） 3/21（火）-3/25（金）

時間 終日 16：00～17：30 16：00～17：30 16：00～17：30 終日

内容 理念・接遇など 交通安全 コミュニケーション リクルーター 理念・接遇など

講師 内部・外部 東海ホケン （外部）皿井・（高）三浦 （就）辻 内部・外部

会場 相生/のぞみ のぞみ会議室 のぞみ会議室 のぞみ会議室 相生/のぞみ

日程 8/31（水） 2/27（月）

時間 14：00～15：30 14：00～15：31

内容 キャリアパス対応テキスト① キャリアパス対応テキスト②

講師 青山 青山

会場 のぞみ会議室 のぞみ会議室

日程 5/25（水） 6/29（水） 7/27（水） 11/30（水） 12/21（水） 1/25（水） 2/22（水）

時間 16：00～17：30 16：00～17：30 16：00～17：30 16：00～17：30 16：00～17：30 16：00～17：30 16：00～17：30

内容 キャリアパス対応テキスト① キャリアパス対応テキスト① キャリアパス対応テキスト① キャリアパス対応テキスト① キャリアパス対応テキスト① キャリアパス対応テキスト① メンター

講師 渡部　B-1 日高　A 三宅（和）　B-2 渡部　B-1 日高　A 三宅（和）　B-2

会場 のぞみ会議室 のぞみ会議室 のぞみ会議室 のぞみ会議室 のぞみ会議室 のぞみ会議室 のぞみ会議室

日程 6/20（月） 9/7(水） 12/26（月）

時間 10：00～11：30 10：00～11：30 10：00～11：30

内容 労務管理基礎 労務管理演習 会計・予算の立て方

講師 山川 桑山 松本

会場 のぞみ会議室 のぞみ会議室 のぞみ会議室

日程 7/21（木） 9/15（木） 11/17（木） 1/19（木）

時間 10：00～11：30 10：00～11：30 10：00～11：30 10：00～11：30

内容 決算を終えて 人事労務 ストレスチェック 問題解決

講師 光岡会計・内田氏 藤田先生 藤田先生 吉田

会場 愛光園会議室 愛光園会議室 愛光園会議室 愛光園会議室

日程

時間

内容

講師

会場

日程 6/27（月） 8/8（月）～8/11（木） 11/9（水）

時間 14：00～15：30 午前・午後・夜間 14：00～15：30 14：00～15：30

内容 ビジネスマナー 考課者研修 権利擁護 腰痛予防

講師 ローズボイス・石田真紀 桑山 (高齢）OT・PT

会場 相生ミーティングルーム のぞみ会議室 相生ミーティングルーム 相生ミーティングルーム

日程 4/25（月） 7/6（水） 10/12（水）

時間 14：00～15：30 14：00～15：30 14：00～15：30

内容 リクルーターフォロー リクルーターフォロー リクルーターフォロー

講師 桑山 桑山 桑山

会場 のぞみ応接室 のぞみ応接室 のぞみ応接室

日程 上旬 上旬

時間 １７：３０～１９：００ １７：３０～１９：００

内容 介護技術講習 介護技術講習

講師 桑山本部長 内部

会場 愛光園会議室 愛光園会議室

研修数 1 1 2 3 2 3 1 3 1 3 2 2 4 1

会場 時間帯 会場 権利擁護の研修ををボランティア養成講座と一緒に行えないか。

相生会議室 ３０名 ① 10：00～11：30 相生ミーティングルーム 3

愛光園会議室 ２４名 ② 14：00～15：30 のぞみ会議室 16

本部会議室 １５名 ③ 16：00～17：30 愛光園会議室 6

新任研修

テーマ別研修

リクルーター研修

自己研鑚研修

研修名

階層別研修（新入職員）

階層別研修（一般層）

階層別研修（指導層）

階層別研修（監督層）

階層別研修（管理層）

通年で参加

指導層研修 (通年で参加）
　～５年目　A
　６年目～　B-1、B-2

通年で参加

委員会で決定
外部研修でも可



平成 28 年度 ひかりのさとのぞみの家 事業計画

【基本方針】

     円滑な運営体制を構築するとともに、安定した職員体制を維持していくために、人材確

保・育成に努め、利用者ニーズに応じた質の高いサービスを提供します。また、地域で

の生活を含めその人らしい生活の豊かさと生きがいを創造し実践します。

【重点目標】

１ 生命の尊さ・生き方を考える。

（1） 利用者の高齢化により、個々の障がい状況がきびしくなってきている。

限りある人生を一人ひとりが少しでも自分らしく生きていくために、個々の尊厳を重

視し、利用者のニーズに対応した支援をしていきます。

（2） 加齢に伴い、成年後見に対する必要性が高くなってきている。本人・家族を交えて

の勉強会等を実施し、情報を共有し意識を高めていくことが求められている。

（3） 事業所としての特性を活かした生活介護プログラムの充実を図ると共に、法人内の

各生活介護事業所と連携を取り、相互の役割を明確にした上で、一人ひとりの思いに寄

り添った柔軟なサービスを提供していきます。

（4） お楽しみ外出や外部サービスの利用など、今後も個別活動に力を入れていきます。

２ 積極的に社会参加・地域連携を推進していきます。

（1） 地域や各企業のイベントへの参加や、町内の小中学校との交流を継続し、互いに学

び合い理解し合える場を共有していきます。

（2） 地域生活を視野に入れたプログラムを展開する中で、個々のニーズに応じたライフ

ステージを創造し実践していきます。また、新たに移行ニーズを集約し、今後も地域生

活移行を推進していきます。

３ 人材確保・育成に努め、より質の高いサービス提供に努めていきます。

（1） 高まる医療ニーズに対応した医療看護体制の充実を図ります。

（2） 個別に対応した介護・支援・看護スキルの向上を目指し、積極的に研修や勉強会へ

の参加を推進すると共に、主体的に内部研修や勉強会を企画・開催をしていきます。

継続して喀痰吸引や衛生管理者等の資格取得を積極的に奨励します。

（3） 休憩保障や時間外勤務の軽減・日勤時間の改善など、勤務体制の見直しを図り、就

業環境の改善に努めていきます。

（4） 業務改善に積極的に取り組みます。

・職務体制や会議体の整備 ・進捗管理の徹底｛ＰＤＣＡ｝

（5） 食事サービスセンターにおける職員間の連携を深めると共に、誰もが働きがいのあ

る職場環境を目指していきます。また、職員の育成にも力を入れていきます。

今後も、食のあり方を継承し追求していきます。



平成 28 年度 まどか 事業計画

【基本方針】

１ 私たちは、利用者一人ひとりのニーズに基づき、安心できる暮らしの実現と、社会参加

と自己実現を意識した活動を提供します。

２ 私たちは、地域資源の一つとして、関係事業所と連携しながら地域社会に貢献します。

３ 私たちは、「共に」を支援の指針とし障がいの有無にかかわらず、誰もが相互に人格と

個性を尊重し支えあう共生社会を目指します。

【重点目標】

１ 利用者さん身体機能低下・行動特性に応じて、環境面での改善や対策を講じます。

（1） ホールパーテーション設置・内壁塗装・全館 LED 化を実施します。

（2） 非常時への備えを整えます。（メーリングリストの活用・複数の避難シミュレーション）

２ 支援体制や支援内容を見直し、サービスの質を向上させます。

（1） なないろの家Ⅰを安定的に維持するための人材を確保します。（男性非常勤1名確保）

本人に慣れていただくように、なないろの家Ⅱを活用します（1回/月）

（2） 東浦町出身者と期間限定入所希望者を短期入所事業の利用を重ねていただき、有期

限・有目的の新規入所に導きます。（2名）

（3） 第三者評価を受け、サービス向上に反映させます。

３ チーム力を育み、利用者ニーズに応じた人材育成に努めます。

＜身体機能低下する利用者に対して＞

（1） 上級救命講習・喀痰吸引研修を計画的に受講します。（上級救命 4名・喀痰 3 号 2名）

（2） 機能低下を予防するプログラムを学び支援に反映させます。（2名/年研修受講）

（3） 健康や機能面でのスキル向上に努めます。（口腔ケア・介助方法・健康状況知識）

＜強度行動障害・自閉症スペクトラム利用者に対して＞

（1） 強度行動障害支援者養成研修（基礎研修 7名受講・実践研修 1名受講）を受講します。

（2） 研修や関連事業所間交換研修により、強度行動障害・自閉症スペクトラムの支援ス

キルを向上させます。（合同勉強会 2回/年）

（3） 専門家（自閉症スペクトラム支援士やスーパーバイザー）を活用し、助言を支援に

反映させます。（支援士 2回/週、スーパーバイザー3回/年）

＜支援者に対して＞

（1） コミュニケーション力向上に努めます。（4回/年、皿井照久氏）

（2） 成年後見人制度の学習機会を支援者・ご家族対象に実施します。（1回/年、熊田弁護士）

（3） 虐待防止委員会を設置し、権利擁護意識向上に努めます。

（事業所内研修 3回/年、やむを得ない身体拘束の見直しを対象者に最低 4回/年実施）

（4） チーム支援で、利用者さんにタイムリーな支援を届けられるように努めます。

（ADL 会議実施・施設入所と生活介護支援チーム・活動担当者が生活介護支援計画

を作成）

（5） 個別支援計画のスーパーバイズを受け、作成者のブラッシュアップを図ります。



平成 28 年度 障がい者活動センター愛光園事業計画

【基本方針】

愛光園は、様々な重い障がいを有する人たちが地域社会の核となることを目指し、本人主

体の下、一人ひとりの意思を大切にし、自己実現していく取り組みを展開していきます。

１ コミュニケーション 様々な場面において、自己選択・自己決定を大切にしていくために、

コミュニケーションサインの確立を図ると共に汲み取った思いを具現化していきます。

２ 地域社会との連携 通所者一人ひとりが地域の中で役割を持って、地域社会の様々な方

と出会い、個々の力を発揮し、相互理解を深めつつ地域活動に取り組んでいきます。

３ 自立生活 生活主体者である本人が、地域にある社会資源と繋がりを持ちながら、本人らし

い暮らしを求めていけるように、家族と共に地域生活の仕組み作りに取り組んでいきます。

４ 健康・保健 毎日を健康に過ごし、本人らしい生活を送り続けることができるように、

心身の状態を把握しながら健康維持に努めます。

【重点目標】

１ コミュニケーションを深めていくための取り組みを展開していきます。

（1） 様々な場面において、一人ひとりに適したツール(絵カード・画像など)を利用し、

意思の複数確認及び全体での共有をしていきます。

（2） 日常的な活動の中で、本人の表情やしぐさの変化を捉えた上での活動の展開を行っ

ていきます。

（3） 本人の思いから新たな活動の展開を図ったり、様々な企画への参加をしていきなが

ら、楽しみや関係性の拡がりを作っていきます。

（4） 本人の思いを引き出すために、本人主体の活動となるように活動内容を工夫し、エ

ンパワーメントを昻めあっていきます。（道具・環境の整備）

２ 地域社会の様々な方に生活主体者である本人の魅力を伝え、お互いが知り合える取り組

みを進めていきます。

（1） 地域の社会資源と関わる機会を増やすことによって、様々な方と出会い拡げていきます。

（2） ボランティア募集を本人たちと積極的に行い、関心を持って頂ける方を増やしていきます。

３．安心できるための仕組み作りに取り組んでいきます。

（1） 法人の障がい事業部と連携を取りながらグループホームを考える会を進めていき、宿

泊体験について検討・実施していきます。(1回/２カ月)

（2） 家族会向けの勉強会を開催していきます。(1回/年)

（3） 個別支援計画等の個別面談時に、生活主体者である本人と家族に将来の生活について

のニーズを聴き取り、把握していきます。

（4） 各種マニュアルの整備を行っていきます。

４．加齢に伴う心身及び生活の変化を見逃さず、一人ひとりの健康状態を把握できるよう取

り組んできます。

（1） 日常の体調に関わる蓄積されたデータを定期的に整理・考察していきます。

（2） 医療的ケアに関する研修や健康に関する知識習得の為の勉強会を実施していきます。

５．支援体制の整備と支援力の向上を図ります。

（1） 必要な資格取得に向けた研修・講習会へ参加します。

介護職員による痰の吸引等の講習会  2 名 普通救急救命講習会  1 回/年

（2） 新人職員を対象に育成プログラムを作成し、研修等を実施していきます。

（3） PT による定期的な勉強会の開催をしていきます。（1回/月・3回/年）



平成 28 年度 ひかりのさとファーム事業計画

【基本方針】

１．私たちは、利用者の自立を尊重して豊かな地域生活が送り続けられるための就

労支援を行う。

２．私たちは、利用者の様々な就労支援ニーズに対応できる仕組みを構築し、地域

社会に貢献する。

３．私たちは、情報発信や地域交流、商品の製造販売をとおして地域社会と法人を

結ぶ窓口としての役割をはたしていく。

【重点目標】

1. 作業・活動の再検討

（1） 新工賃規程と評価表を運用し、個別支援計画と連動して仲間のモチベーションア

ップを図ります。

（2） 新しい就労事業を検討して、たくさんの働き方を創造します。

（3） 他事業所とグループで交流プログラムを実施して、体験の幅を広げます。

2. 事業の枠組みを見直し、新しい仲間の受け止め

（1） 生活介護と就労継続支援B型の枠組みを見直し、将来像を検討します。

（2） 特別支援学校からの卒業生を受け止められる体制を検討します。

3. 働きやすい職場づくり

（1） 支援や就労事業の専門性を高めるため積極的に研修会等に参加し、法人内で合

同研修など実施、事業所内へフィードバックして事業に活かします。

（2） 権利擁護やコミュニケーションの勉強会を通してチーム支援を強化します。

（3） 部署間の相互理解を深め、協力体制を明確に位置づけます。



平成 28 年度 もちの木園事業計画

【基本方針】

1 私たちは、「働くこと」をとおして利用者の自立を尊重し、豊かな地域生活が送り続

けられるよう支援を行う。

2 私たちは、利用者の様々な就労支援ニーズに対応できる仕組みを構築し、地域社会に

貢献する。

3 私たちは、福祉事業、商品の製造販売、情報発信や地域交流をとおして、誰もが安心

して暮らすために、「共に生きる」実践と運動を進める。

【重点目標】

1 工賃平均を 1万円以上とする（就労継続 B型）。

（1） 環境整備の事業を立ち上げる。

・相生の環境整備（草刈り、剪定作業）を請け負う（年間 100 万円）。

・ひとり暮らし高齢者との交流や「町の便利屋さん」（除草、買い物の代理等）の事

業を試行する。

（2） 利用者工賃の向上と工賃規程の見直し

・就労継続 B型の工賃を月平均 1万円 2千円に引き上げる。

・生活介護の工賃を月平均 7千円に引き上げる。

・仕事の質や量を評価して、就労への意欲を育むために工賃規程を見直す。

（3） 阿久比町の祭り売上げ目標を上げて、露天商として出店する。

・バザー等の売上げを、利用者の働く環境の充実に充てる。

2 新規利用者の受入を行い、利用者数の 10％増を図る。

（1） 発達障がいの利用者を受入するために、支援の専門性を図る。

（2） 利用者の高齢化に対応できるように、支援の専門性を高める。

3 地域生活支援を愛光園地域居住サポートセンターと連携して推進する。

（1） もちの木園利用者のグループホームの新規利用を 1名以上とする。等の

（2） もちの木園利用者のグループホームの体験宿泊する利用を 3名以上増やす。

（3） グループホームの夜間支援等のために職員を定期的に派遣する。



平成２８年度 就職トレーニングセンター事業計画

【基本方針】

１ 私たちは、利用者の自立を尊重して、心豊かな暮らしが送り続けられるよ

う就労支援サービスを提供します。

２ 私たちは、利用者の個別な就労支援ニーズに対応できる仕組みを構築する

ため、常に創意工夫します。

３ 私たちは、障がい者の就労支援をとおして共に生きられる社会づくりに貢

献します。

【重点目標】

１．利用者満足度の向上

(1) 年間就職者数１８名とする。

(2) 安定して働き続けることができるよう定着支援を強化する。

(3) 医療機関や地域関係機関との連携強化を図る。

２．就労支援体制の構築

(1) 日々の平均利用率１００％とする。

(2) 支援スキルの向上と人材育成

・発達障がい者、精神障がい者への支援スキルの向上を図る。

・ＯＪＴの仕組みを構築し、支援手順の明確化・明文化を進める。

３．「共に生きる」実践と社会貢献

(1) 誰もが働きやすい職場とする。

・笑顔であいさつ運動、６Ｓ運動（整理・整頓・清掃・清潔・躾・習慣）、カ

イゼン活動をさらに進化させる。

(2) 地域貢献活動の推進

・就労前の児童を対象とした事業所と連携し、将来の就労生活を見据えた支援

体制の構築を図る。(ニーズの把握、連携方法の検討、見学・体験の実施)

・地域の引きこもりや不登校のサポート事業、発達障がい児をもつ親の会との

関係性を築く。(地域の社会資源を知る、見学・体験の実施)



平成 28 年度 知多地域障害者生活支援センターらいふ(直接支援部門)

事業計画

【基本方針】

誰もが慣れ親しんだ地域の中で、自分で選んだ安らいだ暮らしが続けられるように

安心な居宅介護等のサービスを提供します。

【重点目標】

1 ご利用者・ご家族との懇談会を行ない、らいふ支援体制への理解を求めるととも

に、他事業所利用も含めた利用状況とニーズの把握を図ります。

2 ４事業ごとの各月利用目標を数値化して掲げ、その達成に努めます。

3 ワーク・ライフ・バランス支援の考え方を取り入れた人材マネジメントに取り組

みます。

4 らいふに関わる学生や非常勤職員に、地域生活支援の魅力を伝え、人材の発掘を

して行きます。

5 当面の施設整備として必要な建物修繕を計画的に行なうとともに、将来の大規模

修繕（または立て替え）に向けた計画案作成に着手します。

6 災害ごとの防災計画を作成します。



平成 28 年度 愛光園地域居住サポートセンター事業計画

【基本方針】

私たちは、希望する誰もが安心して地域で暮らし、利用者本人のエンパワメントが高

まる生き方の支援をめざします。

そのために、関連機関や法人内各事業所と連携し、社会資源の開発・活用を推し進め

ながら地域生活支援の仕組みを構築して行きます。

【重点目標】

1 地域ニーズを精査し、法人内各事業所・近隣関係機関との協議の上、必要な地域生

活支援の場を充実していきます。

（1） 高齢化・重度化に対応する支援体制の整備をしていきます。

（2） 地域関係機関との協力体制を拡充していきます。

2 必要な人材の育成と活用を図ります。

（1） 法人内外に働きかけ、夜間・休日支援体制を担う人材の発掘と育成を図ります。

（2） ワーク・ライフ・バランス支援の考え方を取り入れた人材マネジメントに取り

組みます。

（3） 全体会議や各ホーム会議を活用して、支援者の資質向上を図ります。

（4） 新規採用職員に向けた OJT の仕組みを構築します。

（5） 必要な資格の取得や研修会参加を促すための計画立案を徹底します。

3 各グループホームの環境整備を推し進めます。

（1） 耐久消費財の耐用年数を掌握し、計画的に予算化して保守点検整備を行ないま

す。

（2） 定期的に巡回点検して、必要な環境整備を一致協力して行ないます。

（3） 法改正に伴う消防設備の更新とホームごとの防災計画の作成を行ないます。



平成 28 年度 地域生活支援センターりんく 事業計画

【基本方針】

１ 私たちは、希望する誰もが安心して地域で暮らし、利用者本人のエンパワメントが高ま

る生き方の支援を目指します。

２ そのために、ヘルパーステーション(居宅介護事業)及びグループホームセンター（共同

生活援助事業）を一体的に管理・運営し、関連機関や法人内外の事業所と連携して社会

資源の開発・活用を推し進めながら地域生活支援の仕組みを構築していきます。

【重点課題】

1 利用者が安心して暮らし続けられるグループホーム並びに在宅への支援

（1） 障がいの重度化・高齢化に対応していくための環境を整備します。

● 仲間の家のリフターを整備します。

●利用者の泊数増加に対応する支援体制を構築します。

（2） 医療的ケアのニーズに対応していく体制を構築します。

●訪問看護ステーションとの連携を進めます。

● 医療的ケア研修の受講を推進し、喀痰吸引等事業差登録を行います。

（3） 地域生活を支援する人材を育成し、在宅支援の充実を図ります。   

2 安定した支援を提供するための人財の確保と育成

（1） 新採用職員に対しての育成を充実します。

    ●理念・クレドの浸透、関係法令･介護の知識、利用者理解などを取り込んだ研修を

プログラム化し実施します。

    ●管理・リーダー・メンターの振り返りを行い、事業所全体で支えます。

（2） チーム力の向上を目指します。

●外部研修への参加、見学の機会などの機会を積極的に作ります。

   ●確実な情報共有の仕組みを確立します。

   ●業務内容とその進捗状況を「見える化」します。

    ●資格取得など職員個々の目標を「見える化」し、それぞれにあわせた育成を行っ

た上で、誇りをもって働ける事業所にします。

3 地域貢献

（1） 事業所の持っているノウハウを地域に還元します。

●見学者の受け入れるとともに、研修や外部機関での情報発信を強化します。

●地域の中の一員として地域行事に積極的に参加します。

●ボランティアや学生アルバイトなどを積極的に募集・受け入れし、地域に障がい理

解が広がっていくような取り組みを行います。



平成 28 年度 大府市発達支援センターおひさま 事業計画

【基本方針】

  私たちは、日々の療育を通して

1 子どもたちが安心して成長・発達ができ、将来、自分らしく自律した生活ができる力

をつけていく支援をします。

2 家族が子どもと向き合い、主体的な子育てができるように支援をします。

【重点目標】

1 サービスの向上

おひさまが目指す療育の実践のためには、支援力の維持・向上が欠かせません。自己研

磨と共に、高め合う努力も大切です。今年度は園内研修をより充実させます。

（1） 第三者評価を実施します。

（2） 研修を充実させます。

・外部講師による研修 1回

・内部講師による研修 3回

・園内でのグループワーク 2回

・クラス間交換研修（2名 5日間）

2 地域連携

子どもの支援において、横のつなぎと縦のつなぎの両方を積み上げていくことが基本

的な視点であり、特徴でもあります。各関係機関との連携を大切にします。

（1） 保育園での研修（交換研修）を実施します。 1名 5日間

（2） 特別支援学級での研修を実施します。 1名 3日間

（3） 特別支援学校での研修を実施します。 1名 3日間

（4） 大府市内の放課後等デイサービスとの連携を図ります。

・他事業所の訪問 ３か所

・放課後等デイサービスの連絡会議の開催 1回

（5） 自立支援協議会への参加



平成 28 年度 らいふ相談事業 事業計画

障害者就業・生活支援センター ワーク

【基本方針】

国・県事業である障害者就業・生活支援センター事業（知多地域障害者就業・生活支援

センター ワーク）は、知多圏域における障がい者の『働きたい」という願いの実現、安

定した就労生活の継続に向けて、雇用主や関係機関と連携し、必要な就労相談･支援を行

います。

【重点目標】

（1） ご本人や雇用主からの要望に対して一緒に考え、安定した就労生活の実現を目指し

た相談支援業務を行います。

・相談支援件数 4000 件/年

（2） 雇用主ならび公共職業安定所・障害者職業センター・就労移行支援事業等と連携を

図り、職場実習の場を確保し、一般就労に繋がる支援を行います。

・実習 30件/年・就職 25件/年

（3） 主任職場定着支援員の設置に伴い、職員の支援体制を強化し、職場訪問や面談等の

支援を通じ、職場定着率（就職 1年経過後の定着率）の向上を図ります。

・職場訪問件数 35件/月・定着率８５％以上を目指します。

障害児等療育支援事業

【基本方針】

県事業である障害児等療育支援事業（知多地域障害者生活支援センター らいふ）は、

知多圏域の主に乳幼児療育・保育関係者と連携しながら、その関係者に必要に応じた専門

機関等（医療機関・教育関係機関）との結びつきをコーディネートし、療育・障がい児保

育のバックアップおよび支援システム検討に重点を置いた事業を実施します。

【重点目標】

（1） 常滑市、南知多町、美浜町に療育が根付くよう、立ち上げ支援から療育体制が根付

くまでのフォロー支援を 5年を目途に重点的に支援していきます。

（2） 保育所等訪問支援事業との関係性を整理し本事業の役割を再確認すること及び訪問

支援員をバックアップするため、保育所等訪問支援事業所関係者会議を年 2 回開催しま

す。

障がい者総合支援センター

【基本方針】

2 市 2 町（東海市、知多市、阿久比町、東浦町）の委託事業である障がい者総合支

援センターでは、基幹相談支援センターとして 2市 2町における障がい者支援ネット

ワーク会議の運営と障がい者総合相談への支援によって、2 市 2 町の障がい者が安心

して暮せる地域作りを行います。また、パートナー法人である社会福祉法人憩の郷と



の協力・協働体制についても新たな体制作りに取り組みます。

【重点目標】

（1） 相談員の若返りによるフレッシュな力を発揮できるよう、毎月の所内事例検討や相

談員相互のＯＪＴにより相談支援のスキルの向上を図ります。

（2） 基幹相談支援センターとしての役割として、指定相談支援事業所と協力した相談事

業所連絡会の定期開催（年１１回）や事例検討（年５回）によって、２市２町の相談事

業の連携と質の向上に取り組みます。また、地域移行・地域定着支援についての基幹相

談支援センターの体制について、指定一般相談支援の事業を含めた検討を行います。

（3） 2市 2町の障がい者支援ネットワーク会議の運営とともに将来の市町ごとの協議会を

目指した市町部会の運営を行い、地域生活支援拠点について協議し、地域生活支援拠点

を具体化していきます。また、将来のそれぞれの市町ごとの相談体制と協議会の運営体

制について検討し、地域の課題に対して各市町部会の関係機関との協力・連携した解決

策を提案します。



平成 28 年度 こだま 事業計画

【基本方針】

1 誰もが地域の中でその人らしく暮らすことができるように、地域の支援

者と連携し、必要なサービスが提供できるように努めます。

2 本人主体の計画作成を実践し、より安心な暮らしを、利用者と一緒に考

えます。

3 まどか、ひかりのさとのぞみの家の地域移行を支援します。

【重点目標】

1 新規のサービス利用計画及び継続サービス利用支援の充実

（1） 契約更新及び新規の利用希望に応じた計画作成を実施します。

（2） 定期的なモニタリングや、個々の相談に応じた聞き取りを実施します。

2 基本相談支援の充実

（1） 利用者の相談を真摯に受け止め、より良い暮らしが送れるよう、各市

町村や事業所との連携を強化します。

（2） 社会福祉法人愛光園の事業所間の連携を深まるよう努めます。（障が

い事業部サビ管会議、サービス担当者会議）

3 地域移行の支援

（1） のぞみの家やまどかの地域移行を支援します。(４名)



平成 28 年度 高齢福祉事業部事業計画

【基本方針】

誰もが個人の尊厳が保たれ、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを最後まで続けることが

できるよう、介護・住まい・医療・生活支援・生きがい支援が連携して提供されるシステム

を構築し、権利擁護を推進していきます。

「在宅支援の強化」を高齢福祉事業部の共通のテーマとし、サービスの充実を図ります。

【重点目標】

1 地域で安心して暮らせる仕組みを強化・整備します。

（1） 「在宅支援の強化」を図ります。

・在宅復帰率の向上を図ります。

・生活リハビリの強化を図ります。

（2） 通所部門の利用率の向上を図ります。

・営業活動の質と量の恒常化を進めます。

・サービス内容の充実を図ります。

・送迎システムを再編します。

・障がい部門との連携を図ります。

（3） 地域包括ケアシステムの構築をすすめます。

・相談支援・ケアマネジメントの充実を図ります。

2 新しい時代にあった事業経営を展開していきます。

（1） 経営の安定を図ります。

・高齢事業部全体で経常利益額１億円、事業活動資金収支差額 6,000 万円とします。

（2） わくわく夢プランを計画化し、実行していきます。

3 人材の確保・育成を進めます。

（1） 人材の確保・育成を進めます。

・管理職候補の育成を強化します。

（2） 明るく働きがいがあり、働き続けられる職場づくりに努めます。

・業務管理の仕組みを創ります。

・５Sの徹底を図ります。

・カイゼンを習慣化します。

（3） 多様な人材の活用を図ります。

・外国人技能実習生の受け入れを進めます。

・介護補助職員の仕組みを試行します。



平成 28 年度介護老人保健施設相生 事業計画

【基本方針】

誰もが個人の尊厳が保たれ、住なれた地域で自分らしい暮らしを最後まで続けることがで

きるよう、介護･住まい・医療・生活支援・生きがい支援が連携して提供されるシステムを

構築し、権利擁護を推進していきます。

「在宅支援の強化」を高齢福祉事業部の共通のテーマとし、サービスの充実を図ります。

【重点目標案】

1 地域で安心して暮らせる仕組みを強化・整備します。

（1） 在宅復帰率４０％・ベット回転率 0.0９％をめざします。

（2） ケアプランに反映した生活リハビリを実施していきます。

（3） 看取りの受入れを積極的に行い、最期までその人らしさを尊重したケアの取り組み

を強化します。

2 新しい時代にあった事業運営を展開して行きます。。

（1） 情報のネットワーク化を導入します。

（2） 稼働率９９．8％をめざします。

（3） ２０周年記念事業に取り組みます。

（4） わくわく夢プランを具現化していきます。

3 人材の確保・育成を進めます。

（1） 人材の確保を図ります。

・ 新人職員の５年定職率１００％をめざします。

（2） 人材育成を進めます。

・ 管理職候補の育成を進めます。

・ 老健大会での学術発表をします。

（3） 明るく働きがいがあり、働き続けられる職場づくりに努めます。

・ 有給消化６０％を目指します。

・ 業務整理し、業務の標準化をめざします。

・ ＱＣ活動を実践していきます。

（4） 多様な人材の活用を図ります。

・ 外国人技能実習生の受け入れを進めます。

・ 介護補助職員の仕組みを試行していきます。



平成 28 年度 あいおい刈谷 事業計画

【基本方針】

誰もが個人の尊厳が保たれ、住なれた地域で自分らしい暮らしを最後まで続けることがで

きるよう、介護･住まい・医療・生活支援・生きがい支援が連携して提供されるシステムを

構築し、権利擁護を推進していきます。

「在宅支援の強化」を高齢福祉事業部の共通のテーマとし、サービスの充実を図ります。

【重点目標】

1 地域で安心して暮らせる仕組みを強化・整備します。

（1） 老健相生との連携を図り、在宅復帰先としての利用受入れを強化します。

（2） ケアプランに反映した生活リハビリを実施していきます。

（3） 看取りの受入れを積極的に行い、最期までその人らしさを尊重したケ      

アの取り組みを強化します。

2 新しい時代にあった事業運営を展開していきます。

（1） 業務整理をし、業務の基準化を図ります。

（2） 有料ホーム稼働率９９％をめざします。

（3） デイサービス稼働率８０％をめざします。

（4） わくわく夢プランを具現化していきます。

3 人材の確保・育成を進めます。

（1） 人材の確保を図ります。

・新人職員５年定職率１００％をめざします。

（2） 人材育成を進めます。

・外部研修の参加を推進していきます。

（3） 明るく働きがいがあり、働き続けられる職場づくりに努めます。

・有給消化６０％を目指します。

・業務整理し、業務の標準化をめざします。

・ＱＣ活動を通じて業務改善を図ります。



平成２８年度 相生通所リハビリテーション 事業計画

【基本方針】

誰もが個人の尊厳が保たれ、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを最後まで続けること

ができるよう、介護・住まい・医療・生活支援・生きがい支援が連携して提供されるシス

テムを構築し、権利擁護を推進していきます。

「在宅支援の強化」を高齢福祉事業部の共通のテーマとし、サービスの充実を図ります。

（1） ご利用者の在宅生活支援の基盤となります。

（2） ご利用者ニーズを第一に考え行動します。

【重点目標】

１ 地域で安心して暮らせる仕組みを強化・整備します。

（1） 高齢事業部のスケールメリットを活かします。

・常に在宅生活継続を意識したサービスを楽しみとともに提供します。

・通所リハビリでしかできない付加価値を提供します。

・利用率は９０％維持します。

（2） オンデマンドでのサービス提供を徹底します。

・福祉の営業は現場であること、全員が自覚し実践します。

・個別性を重視し、専門性を根拠にサービスを組み立てます。

・最も効率的で費用対効果を意識し編制します。

・どなたにでも満足していただける専門性を担保します。

（3） 同一法人ならではのシームレスな連携を実施します。

・ご利用者を支えるサービスの一つとして常に他事業連携を意識します。

2 新しい時代にあった事業経営を展開していきます。

（1） 利益が手段であることを自覚し最善を図ります。

・経常利益 1500 万円、利益 800 万円確保します。

・自由な発想の中に、「おもてなし」を欠かしません。

3 人材の確保・育成を進めます。

（1） 人財のオペレーションを実現します。

・専門性を意識したプロとして学びの機会を作ります。

（2） 誰もが長く勤めることができる仕組みを事業部で作ります。

・通所の特性が最大限発揮できる職務分掌を行います役職者、相談員の権限役割を整

理し実施します。

・５Ｓを実践します。

・全職員が毎月１件は起案します。

（3） 人を財産と考え、最大限の活躍を促します。

・現実にどのような活躍ができるか切り出します。

・現業を見直し、整理し準備します。



平成 28 年度 デイサービスセンターこぶし 事業計画

【基本方針】

誰もが個人の尊厳が保たれ、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを最後まで続けること

ができるよう、介護・住まい・医療・生活支援・生きがい支援が連携して提供されるシステ

ムを構築し、権利擁護を推進していきます。

「在宅支援の強化」を高齢福祉事業部の共通のテーマとし、サービスの充実を図ります。

（1） ご利用者の在宅生活支援の基盤となります

（2） ご利用者ニーズを第一に考え行動します

【重点目標】

1 地域で安心して暮らせる仕組みを強化・整備します

（1） 高齢事業部のスケールメリットを活かします。

・常に在宅生活継続を意識したサービスを楽しみとともに提供します

・利用率は９０％維持します

・どなたにでも満足していただける専門性を担保します

（2） オンデマンドでのサービス提供を徹底します

・福祉の営業は現場であること、全員が自覚し実践します。

・個別性を重視し、専門性を根拠にサービスを組み立てます

・最も効率的で費用対効果を意識し編制します

・どなたにでも満足していただける専門性を担保します

（3） 同一法人ならではのシームレスな連携を実施します

・ご利用者を支えるサービスの一つとして常に他事業連携を意識します

2 新しい時代にあった事業経営を展開していきます

（1） 利益が手段であることを自覚し最善を図ります

・経常利益 1500 万円、利益 800 万円確保します

・自由な発想の中に、「おもてなし」のあるわくわく夢プランを実現します

3 人材の確保・育成を進めます

（1） 人財のオペレーションを実現します

・専門性を意識したプロとして学びの機会を作ります

（2） 誰もが長く勤めることができる仕組みを事業部で作ります

・通所の特性が最大限発揮できる職務分掌を行います役職者、相談員の権限役割を整理

し実施します

・５Ｓを実践します

・全職員が毎月１件は起案します。

（3） 人を財産と考え、最大限の活躍を促します

・現実にどのような活躍ができるか切り出します

・現業を見直し、整理し準備します



平成 28 年度 相生ヘルパーステーション 事業計画

【基本方針】

誰もが個人の尊厳が保たれ、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを最後まで続けること

ができるよう、介護・住まい・医療・生活支援・生きがい支援が連携して提供されるシステ

ムを構築し、権利擁護を推進していきます。

「在宅支援の強化」を高齢福祉事業部の共通のテーマとし、サービスの充実を図ります。

（1） 基礎生活を支える最前線の事業所となります。

（2） 心身機能の維持向上を意識した支援を行います。

【重点目標】

1 地域で安心して暮らせる仕組みを強化・整備します。

（1） 高齢事業部のスケールメリットを活かします。

・在宅生活継続の基盤事業として毎月９００時間提供を可能にします。

・リハビリ等他事業と連携し機能訓練を最大限に行い加算型を目指します。

（2） オンデマンドでのサービス提供を徹底します。

・常にご利用者の通所サービス利用も意識し支援します。

・個別性を重視、なおかつこぶしと連携した支援を行います。

・こぶしはじめ、他事業との相互応援体制を確立します。

・障害事業への提供時間を月５０時間に引き上げます。

（3） 同一法人ならではのシームレスな連携を実施します。

・素早くニーズを把握し他事業へ繋げます。

2 新しい時代にあった事業経営を展開していきます。

（1） 利益が手段であることを自覚し最善を図ります。

・経常利益 500万円、利益 300 万円確保します。

・自由な発想の中に、「おもてなし」を欠かしません。

3 人材の確保・育成を進めます。

（1） 人財のオペレーションを実現します。

・ヘルパーステーションの生産性を高める意識で人財育成に取り組みます。

（2） 誰もが長く勤めることができる仕組みを事業部で作ります。

・ヘルパー独特の職位に応じた責務と確認機能を確立します。

・５Ｓを実践します。

・全職員が毎月１件は起案します。

（3） 人を財産と考え、最大限の活躍を促します。

・現業を見直し、整理し準備し業務分配を再考します。



平成 28 年度 相生指定居宅介護支援事業所 事業計画

【基本方針】

誰もが個人の尊厳が保たれ、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを最後まで続けること

ができるよう、介護・住まい・医療・生活支援・生きがい支援が連携して提供されるシステ

ムを構築し、権利擁護を推進していきます。

「在宅支援の強化」を高齢福祉事業部の共通のテーマとし、サービスの充実を図ります。

（1） 法人の顔であり介護保険事業の要であることを自覚します。

（2） 地域貢献と法人への貢献、居宅の役割りを全うします。

【重点目標】

1 地域で安心して暮らせる仕組みを強化・整備します。

（1） 高齢事業部のスケールメリットを活かします。

・相生からの在宅復帰希望者のケアマネジメントを積極的に受け入れます。

・生活機能向上を意識したマネジメントを行います。

（2） オンデマンドでのサービス提供を徹底します。

・在宅復帰強化と通所利用率向上を意識し業務に取り組みます。

・ご利用者ご家族の声を代弁し向上を促します。

・人財含んだ連携と協力を前提に取り組みます。

・法人内のニーズをすべて受け止める体制を作ります。

（3） 同一法人ならではのシームレスな連携を実施します。

・すべてのご利用者が在宅生活を前提に考えるマネジメントを継続します。

2 新しい時代にあった事業経営を展開していきます。

（1） 利益が手段であることを自覚し最善を図ります。

・経常利益を-300 万円以内に、収支差額－４００万円以内にします。

・ご利用者職員双方の利益を意識し、居宅ならではの視点で起案します。

3 人材の確保・育成を進めます。

（1） 人財のオペレーションを実現します。

・法人の顔であることを自覚し、複数名の管理者候補を育成します。

（2） 誰もが長く勤めることができる仕組みを事業部で作ります。

・通所の特性が最大限発揮できる職務分掌を行います役職者、相談員の権限役割を整

理し実施します。

・５Ｓを実践します。

・全職員が毎月１件は起案します。

（3） 人を財産と考え、最大限の活躍を促します。

・活躍の場面を第三者的視点で考え助言します。



平成 28 年度グループホームもくせいの家事業計画 

【基本方針】 

誰もが個人の尊厳が保たれ、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを最後まで続けること

ができるよう、介護・住まい・医療・生活支援・生きがい支援が連携して提供されるシス

テムを構築し、権利擁護を推進していきます。     

「在宅支援の強化」を高齢福祉事業部の共通のテーマとし、サービスの充実を図ります。

(1)ご利用者にとっての第二の家になります 

(2)貴重な居住サービスかつ専門機関であることを自覚します 

 

【重点目標】 

1 地域で安心して暮らせる仕組みを強化・整備します。 

（1） 高齢事業部のスケールメリットを活かします。 

・法人全体の居住系事業と連携し機会損失を無くします。 

・認知症進行予防のモデルになります。 

（2） オンデマンドでのサービス提供を徹底します。 

・こぶしと連携したイベント、企画で貢献します。 

・認知症支援のノウハウを共有します。 

・送迎、入浴、人員配置など連携強化します。 

（3） 同一法人ならではのシームレスな連携を実施します。  

・地域密着型サービスとして、認知症支援のノウハウを提供します。 

・認知症の専門性と、防災を通じ地域と連携強化します。 

2 新しい時代にあった事業経営を展開していきます。 

（1） 利益が手段であることを自覚し最善を図ります。 

・経常利益 1500 万円、利益 900 万円確保します（利用率９９％）。 

・自由な発想の中に、ＧＨの個性を発揮した起案をします。 

3 人材の確保・育成を進めます。 

（1） 人財のオペレーションを実現します。 

・専門機関として、地域の相談を受けることができる人財を作ります。 

（2） 誰もが長く勤めることができる仕組みを事業部で作ります。 

・通所の特性が最大限発揮できる職務分掌を行います役職者、相談員の権限役割を整

理し実施します。 

・５Ｓを実践します。 

・全職員が毎月１件は起案します。 

（3） 人を財産と考え、最大限の活躍を促します。 

・現実にどのような活躍ができるか切り出します。 

・現業を見直し、整理し準備します。 



平成 28 年度 企画総務部 事業計画

【基本方針】

共に支え合う地域の構築に向けて、ニーズに対応した包括的な福祉サービスの提供を行う

体制を整える。

【重点目標】

1 地域におけるニーズを多角的に受けとめて機動力を活かした対応につなげる。

2 関係機関との意思疎通を強め、在宅医療・介護の連携を推進する。

3 効果的な地域包括支援体制のための総合的な福祉人財を育成・確保する。


