
令和３年度事業計画 

 

≪企画運営本部≫ 

 

１、「社会福祉法人博愛会 中長期計画 ２０２１年～２０２５年」について          

① 社会福祉事業を主とした福祉サービスの供給主体の中心的役割を果たす。 

② 制度の狭間にあるものを含め地域のさまざまな福祉需要にきめ細かく対応する。 

③ ご利用者の日常生活を止めることのないよう災害対策や感染症予防対策及び発生時対

応についての法人内相互応援体制を整える。 

その遂行のため、社会福祉法人博愛会では「良質なサービスの提供」と「健全な運営」を両

輪に、以下の基本姿勢の重点課題に対して実現可能な展開目標を設定し、中長期計画を立案

する。 

 

２、「社会福祉法人博愛会 中長期計画表」 展開目標の設定理由 

＜利用者に対する基本姿勢＞ 

・サービスの質の向上  

 ：サービスの質の向上については、まずは現状のサービスの把握、可視化、共有が必 

  要であるため、現状の問題点を抽出し、それを整理し、課題への転化を目標に「問題点

の抽出及び達成課題の設定」とした。この場合の重要成功要因は、いかにそれを可視化、

共有できるかであるが、通常業務ではなかなかそのような機会が持ちにくいのが現状

である。２０２０年までは「外部研修会での研究発表」を行うことで、その過程におい

てケアの見直し、整理が行えるよう計画していたが、新型コロナウイルス感染症の国内

発生状況から、外部研修の中止等があるため、また自施設だけの研究にとどまらず、法

人間にて共有することにより、法人全体のサービスの質の向上につながることから、

「法人内研究発表会の開催」を業績評価指標とした。 

 ：良質なサービスの提供のためには、「常に利用者の立場に立って考え、そして行動する」

の理念の実践が必要であり、理念の本質的な理解がされていなければ実践も行えない

ため、引き続き「法人理念の理解と実践」を目標とした。昨年までの各拠点の満足度調

査結果は、７６％～１００％であり、法人全体とした場合の平均は８８．７％である。

最近では福祉介護の養成校以外の高校卒新任職員の採用が主流となってきているため、

業績評価指標として、「挨拶 NO.1 事業所」を掲げ、対人援助の基本「挨拶」の徹底を

行う。 

 

＜社会に対する基本姿勢＞ 

・地域における公益的な取り組みの推進 

 ：地域における公益的な取り組みを行うためには、地域ニーズの把握が必要であるので、

「地域ネットワークの構築」を展開目標とし、まずは地域における研修会や勉強会を行



い、地域力（互助）の向上支援を行う。新型コロナウイルス感染症禍において、これま

での集合方式の開催は難しくなっているため、オンラインや文書通信などにて、地域高

齢者の把握や関係各所とのネットワーク作りを行う。特に近年頻発する豪雨災害等に

おいて福祉避難所として十分機能するよう地域の要介護状態の方の避難時における支

援や受け入れのマニュアルを、感染症予防も含んだものに見直しを行う。、 

 ：新型コロナウイルス感染症禍にあっても、利用者本位のため、当法人が行っている工夫

や実践をホームページ上で発信していくことにより、ご利用者家族の安心や地域への

浸透を行う。さらに伝わりやすく、また採用活動の一環としても、ホームページ上に動

画ページを設け、双方向のマッチングができるように「インターネットの活用」を引き

続き展開目標とした。 

 

＜福祉人材に対する基本姿勢＞ 

・人財の確保に向けた取り組みの強化 

 ：現在、全国的な介護職員不足が問題となっている。当法人においても同様の問題があり、

通常的なハローワークや広告等による人材確保に加え、他法人との違い（法人の歴史・

規模・資格手当の充実、教育体制等）を積極的にアピールしていく。特に「あかり園」

という名前は非常に知名度が高い為、インターネットの活用と併せて、各地区において

独自の就職説明会を開催する。かつ立ち寄りやすい雰囲気で、気軽に何でも聞けるよう

にスタッフ主導によるカフェ形式の「介護ジョブカフェ」として行う。新型コロナウイ

ルス感染症禍において、集合形式が難しい場合は、「オンライン介護ジョブカフェ」を

企画する。またオンライン形式のみならず、今後は集合形式とオンライン形式を組み合

わせるなど、遠い地域や県外の学生にも、参加しやすいコンテンツにする。このように、

長い歴史のある当法人において理念は変わらず、その取り組みは他に先立ち常に変化

していくことを印象付けることによって「新規人財の確保及びブランド力向上」の展開

目標を達成させる。 

 ：現在、県内外において４年生大学の社会福祉学部の廃止や介護福祉士養成校の減少を受

け、新規採用職員は福祉コース以外も含め高校生卒業者が中心となっている。認知症へ

の対応力向上に向けた取り組みも求められる中で、専門的な教育を受けていない新卒

者も多く、その為の教育・育成が必須である。 

したがって、法人内にての研修システムの強化及びそれを行える指導者の育成が課題

であり、業績評価指標を外国人職員受け入れも視野に入れ、「国内外の専門的職員の確

保の為の実習担当者育成」とした。 

 

＜マネジメントに対する基本姿勢＞ 

・組織統治の確立 

 ：業務内容及び方法を、統一できるものについては法人にてチャート表を作成し、周知徹

底を図り、働き方改革等、各種法整備がなされる中の法令順守等については、細則及び

様式等を作成し、法人統一での理解及び実施を行った。介護保険事業所における介護職

員等特定処遇改善加算取得や最低賃金の上昇に伴う、各事業所間、各職種間などの給与



体系のバランスやキャリアパス等も含めた給与規定の見直しや、合わせての就業規則

の変更などが必要なため、現在の社会情勢に応じてその整備を行う。 

 ：事故発生の防止と発生時の適切な対応について、各事業所にこれまでの取り組みに加え

て安全対策部門を設置し、安全・安楽・自立の介護の３原則をさらに遵守、意識できる

組織的な体制を構築するために、展開目標「リスクマネジメントの推進」を新たに追加

した。 

 ：感染症や災害が発生した場合であっても、必要なサービスが継続的に提供できる体制を

構築する観点から、すべてのサービス事業所を対象に、業務継続に向けた計画等の作成、

研修の実施、訓練（シュミレーション）の実施を行うことが必要であるため、業務評価

指標を「BCP(事業継続計画)の作成及び法人内連携強化」とした。 

・健全な財務規律の確立 

 ：改正社会福祉法により単年度事業活動収益３０億円以上の社会福祉法人は会計監査人

の設置が義務付けられた。当法人は該当法人であり、また拠点が県内他市にわたるため、

更なる内部統制強化、法人内の規程等の正しい理解共有ができるよう、各事業所の事業

計画にて設定された事業進捗状況、目標利用率の進捗状況、収支についてのデータ作成

及び分析など月１回の「博愛会経営会議」において確認を行う。 

 ：入所施設においては実利用率９５％を目標値とする。 

 

≪防府地区≫ 

 

【拠点共通】 

［基本方針］ 

１．利用者に対する基本姿勢 

「サービスの質の向上」 

すべての職員に対し、法人の理念の真髄である「利用者本意」の意味の共通理解と共有を

徹底し、理念に基づいた実践に取り組む。 

① サービスの質の評価にあたり、各事業所とも年 1 回満足度調査を実施し達成度を図

る。 

 ② サービスの質の向上に向け、各事業所の問題点を抽出し、課題の設定と解決に向けて 

  の実践を踏まえ、施設内での事例発表と研究発表を実施する。 

２．社会に対する基本姿勢 

 「地域における公益的な取り組みの推進」 

 コロナ禍に於いて、地域における公益的な取り組みを推進するために、新たなネットワー

ク作りに取り組み、地域住民のニーズの収集、福祉避難所としての機能の強化、信頼と協

力を得るために各事業所からオンラインを活用した情報発信を行う。 

 ① 地域ネットワークの構築を図るため、地域の関係各所とオンラインや文書通信を活 

 用した情報発信やニーズの掘り起しに取り組む。 

 ② 市の危機管理課や地域の各機関とも連携し、感染症予防策を講じた福祉避難所とし 



 て機能するように、地域の要介護状態の高齢者の避難時における支援体制等受け入れ 

 のマニュアルを作成する。 

３．福祉人材に対する基本姿勢 

 「人財の確保に向けた取り組みの強化」「人財の育成」 

 厳しい雇用情勢の中、職員の確保を図るため、ＳＮＳを活用した施設紹介やジョブカフェ

の開催、養成校との連携強化と丁寧な実習指導により選ばれる施設を目指す。研修にも積

極的に参加し、職員の資質の向上を図る。 

 ① 感染症対策のため、施設内見学に替えてタブレット端末を利用した施設紹介や予約 

  制による個別ジョブカフェを行う。 

 ② 養成校や各学校からの実習生を積極的に受け入れ、選ばれる職場を目指し実習生に 

  対して実習指導者を中心に適切な指導と助言を行い、実習を通して就業に結び付ける。 

 ③ 職員の資質向上を図るため、外部研修は、オンライン研修等積極的に派遣する。 

  また、法人の 1 年目から 3 年目研修が介護現場に活かされるように、各館やユニット 

  内で個別の研修を実施する。 

 

４．マネジメントに対する基本姿勢 

 「組織統治の確立」 

 事故発生の防止と発生時の適切な対応を推進するために安全担当者を定め、リスクマネ

ジメント体制を構築する。また、感染症や災害が発生した場合に備え、利用者に必要なサ

ービスが安定的・継続的に提供される体制を構築する。 

 ① 各事業所のリスクマネジメント体制を強化するため、外部研修を受けた担当者を配

置し、安全対策部門の設置により組織的に安全対策を実施する体制を整備する。 

 ② 感染症対策としては、感染症標準予防策を徹底した上で、各事業所とも指針・マニュ

アルの整備、研修の実施、訓練（シュミレーション）を実施する。 

 ③ 災害への対応においては、非常災害対策に基づく避難訓練の実施にあたり、地域住民

の参加が得られるように地元自治会と連携体制の構築を図る。 

 ④ 感染症や災害が発生した場合でも、必要な介護サービスが継続的に提供できるよう、

業務継続に向けた計画(BCP)を作成する。 

 「健全な財務規律の確立」 

 社会資源の有効活用を図ることを意識した運営に心掛け、実情に即した業務改善と人員

配置を行い、安定した経営を図る。 

 ① 入所系の施設（特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、グループホーム）に於いては、

待機者の確保と円滑な入所調整を行う。 

 ② 防府地区内各事業所で、実情に即した効率的な運営ができるように業務改善と、適正

な人員配置を適時行う。 

 ③ 業務の効率化や業務負担の軽減を推進するため、積極的なテクノロジーや ICT を活

用する。 

 



【特別養護老人ホーム防府あかり園】 

 

・系列法人の感染管理認定看護師を招いて、園内ラウンドや研修を実施する。指導に基づ

いて取り組むべき課題を明確にし、感染症委員会を中心に効果的な感染防止対策を事

業所全体で取り組む。 

・タブレット端末の活用や予約制で個別に行う「職場見学・相談会」が昨年度は好評であ

り、今年度も感染対策をしつつニーズに合わせて開催して人材確保に繋げる。 

 ・西日本オフィスメーションと共同研究事業として取り組んでいるＩＣＴ導入について、

音声入力データ等による記録効率化とケアへの業務活用に向けて、連携を図りながら

取り組む。 

 

【防府あかり園デイサービスセンター】 

 

・従来の予防給付型の対象者が、一定の状態に該当する要支援者に限られる中、すべての

要支援者等が最初に利用する短期集中予防型に取り組む事により利用者を獲得する。 

 

・個別機能訓練加算については、ＯＴ・ＰＴの配置の利点を活かし、全利用者に対し質の

高い個別機能訓練に適用される上位区分のⅠ（ロ）を算定し重度化防止に取り組む。 

・感染症の予防を徹底するため、初期対応マニュアル・事業継続計画の作成、研修や 

訓練を行い、サービスが安定的・継続的に提供できる体制作りを行う。  

 

【防府あかり園デイサービスセンターであい】 

 

・感染症の発生や蔓延を防ぐために、指針や初期対応マニュアルを整備し、手洗いや防 

護服の着脱等の研修や訓練を実施する。 

・自治会長や地域の防災委員による施設見学や防災についての話し合いの場を持ち、  

 災害時における連携体制を強化する。 

 

【防府あかり園在宅介護支援センター】 

 

 ・事業所内で少なくとも２か月に１回事例検討会を開催し、事例の共有とともにアセスメント

からの生活課題・目標等への連動性が適正であるかを検証する。 

 ・利用者はもとより介護する家族への対応を含めた包括的な支援や予後を予測する視 

  点をもった支援を提供する。 

 

【防府あかり園訪問介護事業所】 

 

・利用者、家族の望む生活を日々の関わりの中で情報収集する事により利用者のニー 

ズを的確に把握し、ケアマネ、家族、訪問看護、ホーム職員等と意見交換を行い自立支 



援を念頭においた質の高いサービスの提供へつなげる。 

・標準的な感染症予防策の徹底と指針や初期対応マニュアルの作成、手洗いや防護服の

着脱等の研修や訓練を実施する。 

 

【グループホーム防府あかり園】 

 

 ・感染症の予防対策を推進するために、標準的な感染症予防策のマニュアル化と、手洗い・ 

防護服の着脱・汚物の処理訓練を全職員対象に実施し、感染症に対する共通理解と対応 

力を身に付ける。 

 ・特養と連携しながら、防災訓練や防災についての話し合いの場に参加し、災害時の 

 対応の確認と、備蓄品の確保、平常時の安全対策についてマニュアルを作成し、防災体

制を強化する。 

 ・認知症への対応力の向上に向け、計画的に認知症介護基礎研修や認知症介護実践研修 

  に参加する。本年度は、認知症介護実践研修へ１名参加し、課題研修に職員全員で取 

 り組み、ホーム全体の職員の質を向上させる。 

 

【防府あかり園グループホームいちえ】 

 

・コロナ禍においても家族や知人、なじみの地域との継続的な関わりが持てるように、 

タブレットよる面会や感染予防対策をしながら外出の支援を行う。 

 ・感染症の発生や蔓延を防ぐために、指針や初期対応マニュアルを整備し、手洗いや防 

護服の着脱等の研修や訓練を実施する。 

・自治会長や地域の防災委員による施設見学や防災についての話し合いの場を持ち、 

 災害時における連携体制を強化する。 

 

【防府西地域包括支援センター】 

 

・高齢者自らが役割を持ち、「担い手」として社会参加、地域活動に活躍できる仕組み

作りを構築するため、地域住民、ボランティア、NP0各団体、社協等に働きかけ、今

年度は１～２地区で「座談会」を開催する。 

・心身の悪化（廃用状態）により高齢者が地域で孤立することがないよう、生活支援コ

ーディネーター、自立支援コーディネーターと協働し「短期集中予防型サービス」の

効果的な導入を促進して、高齢者の自立を支援する。 

・近年、複雑化する相談に対応するため、「個別地域ケア会議」を年 6回開催し、多様

な問題の解決に向けて、地域のニーズに根差した防府市の資源開発に取り組む 

 

【防府温泉ホーム】 

 

・感染症対策を行いながら、社会資源を有効に活用し、毎月外出の機会を数多く提供 す



ることにより、気分転換や閉じこもり予防・社会参加に繋げる。 

・新型コロナウイルスや自然災害など防災に対する意識や備えを職員のみならず、入居

者と一緒になって身につけていくために、防府市消防本部や防府市役所などの行政機

関に働きかけ、講習会と避難訓練・防災訓練を合わせて実施出来るように企画し、専門

的な見地から指導を受け、一緒に学ぶ機会を持つ。 

 ・業務の効率化や見直しを行なうことで『時間』を生み出し、行事の計画や環境美化活 

動などに積極的に取り組み、お互いに協力して働きやすい環境を築くことで、職員のモ 

チベーションやスキルアップを図る。 

 

 

 

 

 

 

 

≪宇部地区≫ 

 

【拠点共通】 

［基本方針］ 

１．利用者に対する基本姿勢 

法人理念を常に念頭において基本となる挨拶の徹底を行うと共に、感染症対策を継続し

た利用者支援と家族への情報提供を工夫することで信頼関係を構築する。また各サービ

ス事業の課題と取組みについて共有する機会を設ける。 

① サービスの質の向上 

・ 「挨拶 No.1事業所」の達成に向け、引き続き事業所ごとに満足度調査を実施する。 

・ 新型コロナウイルス感染症禍で減少した入居者の活動について、感染症対策は継続

しつつ新たな企画も取り入れ再開する。 

・ 利用者及び家族への情報提供をオンライン等も活用し、双方向に情報を共有できる

ようにする。 

・ 毎月の運営会議（全部門会議）において、各事業の課題及び取り組みを施設全体で

共有する。（プレゼンテーションによる可視化） 

２．社会に対する基本姿勢 

新型コロナウイルス感染症禍において消極的にならざるを得なかった地域とのかかわり

について、既存の取り組みを持続的に行う（再開する）と共に、非常災害時の体制づくり

など地域連携の再構築を進める。 

① 地域における公益的な取り組みの推進 

・ 非常災害時における地域（西岐波地区自主防災会）との連携強化を行う。 

・ 地域教室、買い物支援事業等の継続的実施（非実施時の連絡を通じた関係性の維持



を含む）。 

・ 秋フェス、ふるさと夏祭り、各種ボランティア来園などで関係のあった地域関係者

との連携の再構築、または新たな連携の形の検討を行う。 

② 信頼と協力を得るための情報発信 

・ インターネット（写真、動画）やオンラインなどの多様な媒体を活用し、情報発信

の回数を増やす。 

３．福祉人材に対する基本姿勢 

 介護ジョブカフェについて、従来の集合形式に加えオンラインでの開催に向けて準備し、

施設の魅力の発信と養育機関及び求職者のニードに応える。また、職員の研修については、

オンライン研修や資料回覧研修など多様化した研修形態を整理し取り組む。 

① 人財の確保に向けた取り組みの強化 

・ ハローワークでの定期的な就職面接会、学校訪問により求職者の動向やニードを把

握すると共に、求職者が望む面接前見学や説明を行う（模擬体験等含む）。 

・ オンラインジョブカフェの開催に向けて準備を行う。 

 

② 人財の育成 

・ オンラインでの外部研修、法人研修、施設全体の内部研修、各部門による小規模研

修、資料閲覧研修など多様化した形態と内容を整理し、計画的に研修を実施（参加）

する。 

４．マネジメントに対する基本姿勢 

令和 3年度の介護報酬改定を踏まえ、法人本部の指示に基づき、事故発生の防止、感染症

や災害に関するＢＣＰ（事業継続計画）の作成に取り組む。また、利用率の向上、利用者

数の増加に向けて取り組む。 

① 組織統治の確立 

・ 事故防止・発生時の指針、対応マニュアル等について見直しを行う。 

・ 隣接病院とも連携し、感染症及び災害時のＢＣＰ（事業継続計画）の作成に着手す

ると共に、マニュアルの作成、シミュレーション訓練を実施する。 

② 健全な財務基盤の確立 

・ 入所施設では、円滑な入所調整や待機者の確認・把握を行い、実利用率９５％、シ

ョートステイは利用率８５％を目標として取り組む。 

・ 通所・訪問サービスでは、ケアハウスとの相互関係も含め、見学や体験利用による

ＰＲを行い、対前年比１０％の利用者増を目標とする。 

・ 介護報酬改定による加算算定を適切に行うと共に、ＩＣＴを活用し業務効率化を図

る。 

 

【特別養護老人ホーム 宇部あかり園】 

 

・ 前年度から行っている動画を撮影した介護マニュアル作成を継続し、リーダーを中

心とした介護方法の精査、周知、ユニット単位で介護方法の確認を毎月の会議等で



行う。 

・ 新型コロナウイルス感染症禍による面会の制限があるため、ケアプラン更新時に、

生活の様子（よい表情）の写真入り文書等を使った情報提供を行う。 

・ ホームページ活動報告掲載の継続（動画含む）、オンライン面会を勧め活用する。 

・ 退所から入所までのスムーズな調整を行う。（空床日数平均１４日間目標） 

 

【宇部あかり園 デイサービスセンター】 

 

・ 介護支援専門員と連携し、生活状況や家族の介護負担の把握に努め、利用者の満足

度を高めながら、現利用者の利用回数及び新規利用希望者の体験利用を増やす。 

・ サービス提供日毎の利用人数の変動を少なくし利用日等の見直しを行い、1日平均

利用者数２０名を目標とする。 

 

【宇部あかり園 訪問介護事業所】 

 

・ 事業所内研修を強化し、計画的に研修を行い、全ヘルパーそれぞれが研修内容に対

しての自己評価を行う。 

 

【宇部あかり園 在宅介護支援センター】 

 

・ ＩＣＴ等の活用により、運営基準上の会議開催や研修参加、多職種連携を円滑に行

う。 

・ 緊急時の家族の介護力を再アセスメントする。 

・ 事業所内でスーパーバイズを行いながら、介護支援専門員 1人あたりの取り扱い件

数（３５件）を確保できるようにする。 

 

【宇部温泉ホーム】 

 

・ 個別聞き取り調書（気持ちシート）中の「私のやりたいこと」を重視し、生活に楽

しみや生きがいを感じてもらえる個別支援計画の作成を行う。 

・ 拠点の介護支援専門員、ヘルパーと月に 1回会議を行い、入居者の体調、身体状況

の変化を早期に発見し、生活上の相談や意向に速やかに対応する。また、必要な介

護保険サービス等を調整する。 

・ 入居者アンケートや日々のご意見をふまえ、感染症対策をした上でのドライブや好

評であった「食に関する行事」を企画する。 

・ 入居者と施設が一体になった非常時の対策を検討する（入居者の協力を得る）ため

に、入居者向けに防災及び新型コロナウイルス感染症をはじめとした感染症対策等

に関する講座を開催する。 

 



【宇部市東部第２地域包括支援センター】 

 

・ 生活支援コーディネーター業務への取り組みとして、地域住民と共に地域課題を把

握し、解決策について検討する「校区支えあい会議」を年５回以上開催する。 

・ 圏域の民生委員協議会や医療機関、サービス提供事業者、社会福祉協議会等との連

携会議に参加し、関係者との情報共有及び課題の早期発見・解決に繋げる（オンラ

イン会議含む）。 

・ 居宅介護支援事業所の介護支援専門員等にケアマネジメントの質の向上を目的と

した研修を年３回開催する。 

 

≪宇部西あかり苑≫ 

 

１．利用者に対する基本姿勢 

利用者の快適な生活を支援するため、法人理念である「常に利用者の立場に立って考え、

そして行動する」を実践するため、以下の取り組みを進め、サービスの質の向上を図る。 

① 利用者及び職員同士でも笑顔で挨拶を徹底し、笑顔で挨拶、丁寧な言葉遣いができて

いるか家族にアンケートを送付、利用者には施設内にアンケート票、回収 BOXを設置し

満足度調査を実施する。 

② ドライブやショッピングなどの外出行事や季節に応じた行事等は、利用者の快適な

生活にコロナ禍にあっても重要であることから、感染対策に留意した上で実施する。 

③ 施設の老朽化に伴い、外壁点検を実施し、利用者が安心して生活できる環境を整備す

る。 

２．社会に対する基本姿勢 

地域から信頼と協力を得るため、積極的に、情報発信を行うとともに、地域の潜在的なニ

ーズを引き出す地域密着型の施設づくりを行う。 

① 地域住民に苑の取り組みについて理解を深めてもらうとともに顔の見える関係を築

くため、ふれあいセンター等で開催される地域学習会に年 3 回参加し、有料老人ホー

ムの役割等について説明する。 

② ホームページで行事の様子を月 1回以上更新し、情報提供を行う。 

３．福祉人材に対する基本姿勢 

介護の仕事の魅力と宇部西あかり苑の魅力を伝える取り組みを進め、優秀な人材を確保

するとともに、幅広い世代の職員が活躍できる職場環境を構築する。 

① 職場見学会(ジョブカフェ)を積極的に開催する。従来の集合形式に加え、オンライン

形式の職場見学会(オンラインジョブカフェ)を学校等へ広く周知を行い開催する。 

② ハローワーク等での就職面接会などへの参加に加え山陽小野田市在住の職員割合が

多いことから山陽小野田市方面の高等学校を重点的に訪問する。 

③ インターネット環境と職員がオンライン研修に参加できる研修会場を苑内に整備し、

コロナ禍においてもオンラインによる外部研修等を職員に積極的に受講させる。 



④ 介護補助など業務を細分化し、60 歳以上のシニア世代でもやりがいをもって活躍で

きる職場環境を目指し、介護補助など業務を細分化する。 

４．マネジメントに対する基本姿勢 

事業継続計画を作成し、それに基づく訓練を実施し、新型コロナウイルス感染症などの感

染症対策や災害対策に係る危機管理体制を強化する。 

また、質の高いサービスを継続して提供するためには、健全な財務規律を確立が必要であ

るとの認識に立ち、利用率 98％、実利用率 95％の達成に向けた取り組みを行う。 

① 洪水災害に備えた垂直避難後を想定した生活支援の検討・訓練の実施 

② 感染対策の指標として実情の即したフローチャート、チェックリストの作成、防 

護服着脱の研修の実施。 

③ 申込者の 9 割が宇部市内在住であることを踏まえ、山陽小野田市方面の居宅介護支

援事業所へ施設状況の情報発信し新たな待機者を獲得する。 

④ 平日勤務をされているご家族など実情に合わせて土日祝日も受入れを行い、迅速な

入居調整を行う。 

⑤ 入院した利用者については、入院後の情報収集に努め、退院まで長期にわたるものや

病状の進行等により退院後、苑への入居が不可能となる利用者については、退去を含め

た今後の処遇について、利用者・家族と早期に調整を行う。 

⑥ 誤嚥性肺炎や食思低下などを予防するため、利用者の口腔状態や栄養状態を定期的

に確認する口腔・栄養スクリーニングを実施し、新たな加算を取得する。 

 

≪山口地区≫ 

 

【拠点共通】 

［基本方針］ 

１．サービスの質の向上 

① 法人の理念である「常に利用者の立場に立って考え、そして行動する」ことをすべて

の職員が共有して、事業所の特性に応じたサービスの質の向上を図り、利用者の安心・

安全と満足度を高めていく 

② 本年度改定をする介護報酬についての情報収集に努めるとともに、時代の要請に 

合ったサービス提供体制の構築に努める。 

③ 各施設の特性に応じ、特に次の点について重点的に対応する。 

【特別養護老人ホーム】 

重度化に備えて、より良い看取り介護をすすめる。また、口腔ケアの充実や、調理部門

と連携しソフト食の改善や食事形態の見直し等、ケアの充実に努める。 

【デイサービスセンター】 

  ＡＤＬの改善に向けた取り組みをすすめることで、利用者の在宅生活の継続に努める。 

【有料老人ホーム】 

  入居者の状態に応じた機能訓練の実施やレクリェーションの導入等、入居者の満足度



の向上に努める。また、看取り介護について、実施後の検証を行い、信頼される看取り

ケア体制を整備する。 

２．地域との交流、地域貢献の取り組み 

社会福祉施設としての役割を自覚し、地域に信頼される施設として、新型コロナウイルス

感染症の感染動向をみながら、地域との交流、地域貢献の取り組みを推進する。 

① 納涼ふれあい祭りや生活教室の開催、保育園との交流、送迎車両の貸し出しなどを

通じた地域貢献活動の展開 

② 職場体験、ボランティアや実習生等の受け入れなど地域との交流の促進 

③ 資源回収や河川清掃、交通安全運動への参加など地域の一員としての貢献活動の

推進 

３．職員の確保と資質の向上 

厳しい雇用情勢の中で、様々なルート、方法を講じ、可能な限り職員の確保に努めるとと

もに、人材を大切にし、職員の能力が最大限に発揮できる職場づくりを進める。 

① ハローワークや職員・地域のネットワーク活用、職場見学会（ジョブカフェ）の開

催、専門学校等への働きかけ、ホームページを通じた施設の魅力や特色のＰＲ等、多

面的な人材確保の取り組み 

② 障害者や高齢者雇用等の積極的な活用と外国人の雇用の検討 

③ ストレスチェックの活用、育成面談や職員の自己評価の取り組み 

④ OJTやオンラインを活用した外部研修会、事例発表会への参加、さらには資格取得

への支援 

４．施設の有効活用と効率的な業務執行 

法人経営会議の議論を踏まえ、施設の活用を進めるとともに、効率的な業務執行に 

努める。 

① 地域包括支援センター、専門機関との連携や民生委員や社協等地域への情報提供

に心がけ、ホームページや各種行事を通じ、施設の特色を地域住民に発信し、その有

効活用を促進する。 

② 入所系施設（特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、ケアハウス）では、円滑な入

所調整や待機者の現状把握を行い、実利用率 95％を目標として取り組む。 

③ 通所系のサービスでは、見学や体験利用を進め、その特色をＰＲすることで、利用

者 10％増、特養ショートステイは利用率 85％を目標として取り組む。 

④ 不要不急の支出の抑制、県市等の補助事業の活用、物品の一括発注の推進、事務文

書の簡素化、ＩＣＴの導入等、各般の取り組みにより、経費の削減と事務事業の効率

化を進める。 

５．危機管理体制の充実  

① 感染症情報を適時、収集・活用し、感染症予防と発生時の対応方針を徹底し、発症 

ゼロを目指す。また、万一発生した場合はマニュアルに沿って迅速に感染防止対策を

講じる。 

特に、新型コロナウイルス感染症への対応は、今後策定する「事業継続計画」に沿っ

て、次の対策を講じる。 



・職員への行動自粛と意識の向上 

・早期のワクチン接種の取組 

・ゾーニングの設定や職員・物資の確保、防護服の着脱等の発生時に備えた対策 

・感染動向を踏まえたリモートや窓越し面会の実施、家族への迅速な情報提供 

・地域で感染が拡がった場合のＰＣＲ検査の実施 

② 定期的な避難訓練を実施し、災害や自然災害時の迅速な処理体制の構築に努める。 

③ 事故や苦情・要望等に真摯かつ迅速に対応し、再発防止策を講じることで、利用者・

家族との信頼関係の構築に努める。 

 

≪秋穂地区≫ 

 

【拠点共通】 

［基本方針］ 

１．利用者に対する基本姿勢 

① サービスの質の向上 

・ 法人理念「常に利用者の立場に立って考え、そして行動する」を実践するために、

利用者目線のケアで利用者の生活の質を向上させる。 

・ 感染症対策をとりつつ、アフターコロナを視野に入れて徐々に外出行事等を行って 

  いく。 

・ 満足度調査を実施し、そこで得た意見・要望事項を反映させる。 

２．社会に対する基本姿勢 

① 地域における公益的な取り組みの推進 

・ 行政及び関係機関と連携し、緊急時・災害時の地域住民の受け入れを行い、地域力

向上のために、施設機能を活用する。 

・ 有事の際にスムーズに行動できるようにマニュアルを整備し、シミュレーションを

行う。 

・ 地域行事や会合に積極的に参加する。 

② 信頼と協力を得るための情報発信 

・ 伝わりやすさを念頭に月１回以上ホームページを更新する。 

・ これまでの行事中心の活動紹介から動画を含め施設の雰囲気がわかるものを掲載す

る。 

・ 家族向けの広報紙を充実させるとともに SNSを活用し、口コミにより利用希望者を

獲得していく。 

３．福祉人材に対する基本姿勢 

① 人材の確保に向けた取り組みの強化 

・ 新卒を確実に計画的に採用する。 

・ ジョブカフェ（年２回以上）の開催。 

・ 実習生を積極的に受け入れる。 



② 人材の育成 

・ 今後、新型コロナウィルスの影響で十分な実習ができないまま就職することが見込

まれるため、基本から丁寧に育成していく。 

・ 自信を持って業務に取り組めるように法人研修・施設内研修・外部研修を活用する 

・ 資格取得の支援を行う。 

４．マネジメントに対する基本姿勢 

① 健全な財務規律の確立 

・ 稼働率の低下は、経営の悪化に直結するため、円滑な入退所により、空床期間を短

縮し、年間の目標を特養・グループホーム実利用率９５％、ショートステイ利用率 

８５％、ケアハウス毎月１日付９９％とする。 

・ 令和３年度介護報酬改定に対応し、一つでも多くの加算を算定する。 

② 組織統治の確立 

・ 令和３年度介護報酬改定に伴う体制整備を行い、感染症や災害への対応力を強化す

る。 

・ 安全対策部門を設置し、安全対策実施体制を整備する。 

・ 災害時・感染症発生時のＢＣＰ（事業継続計画）を策定し、計画に基づいた訓練を

行う。 

 

【特別養護老人ホーム秋穂あかり園】 

 

令和３年度介護報酬改定に伴うＬＩＦＥ（科学的介護情報システム）を導入し、上位加算

が算定できるように体制の整備を行い、ＰＤＣＡサイクルにより、ケアの質を向上させる。 

① 記録システムを見直し、ＬＩＦＥに対応させる。 

② 月１回「丁寧なケア」をメインテーマとした研修の時間を設け、その評価方法をつく

り職員のスキルアップにつなげていく。 

③ 相互研修会での事例発表を成功させ、中国大会への出場を決める。 

 

【グループホーム秋穂あかり園】 

 

全職員の認知症対応力を向上させるため、資格を有しない職員に認知症介護基礎研修を

受講させる。知識と技術により意図的なケアができるようにする。 

① 季節ごと（四季）に利用者とともに手作り貼り絵を一作品作り上げる。 

② 情報共有とケアの質の向上を目的としたユニット会議を２か月に１回開催する。 

③ 職員個人目標を引き続き設定し、ケア向上につなげる。 

 

【ケアハウス秋穂温泉ホーム】 

 

利用者の変化に対応できるよう自立支援を行いながら、安心して長く生活できる環境を

整える。 



① 利用者目線で必要時に外部サービスを適切に利用できるように支援し、それでもホ

ームでの生活が困難な場合には住み替えも含めて安心して生活できる場を検討する。 

② 災害発生・感染症発生時の訓練を行い、利用者にも理解を求め、有事に備える。 

③ 地域に温泉ホームの魅力を PRしていく。 

 

≪秋楽園≫ 

 

【拠点共通】 

［基本方針］ 

１．利用者に対する基本姿勢 

法人理念である「常に利用者の立場に立って考え、そして行動する」を実践し、サービス

の質の向上を図る。 

① 利用者・家族はもちろんのこと、地域、訪問者と事業所が関わるすべての人に対して、

対人援助の基本である「挨拶」を徹底する。 

② 利用者・事業所等へのアンケートを年一回実施し、取り組みに対する評価を受け、根

拠に基づいた高品質なサービスを提供する。 

③ 自立支援・個別性を重視したサービス提供を行う。 

④ 献立の見直しや行事食の充実等を行い、より充実した食事を提供する。 

２．社会に対する姿勢 

地域行事への参加・交流行事等を行うことにより、地域に信頼される施設を目指す。また、

施設の特性を生かし、地域貢献の取り組みをすすめていく。 

① ホームページ等を活用し、事業所の活動状況等の情報を発信する。 

② 近隣施設と共同で、地域を巻き込んだ行事を行う。 

③ 職場体験・実習生・ボランティアの受け入れを積極的に行う。 

３．福祉人材に対する基本姿勢 

職員の資質向上への取り組みを行い、働きやすい職場環境を整え職員の定着を図る。また、

様々な手段を用い人材の確保を積極的に行う。 

① 職場内研修を定期的に行うとともに、法人内研修・外部研修にも積極的に参加する。 

② ハローワーク・人材紹介・合同面接会・職場見学会等様々な手段を活用し、人材確保

に努める。 

③ 会議・委員会活動・職員個人面談等を活用し、職員一人一人の思いが反映できる体制

づくりを行う。 

４．マネジメントに対する基本姿勢 

安定した経営基盤を構築し、健全な事業運営を行う。また、安心・安全を基本としたサー

ビス提供を行う。 

① 行政・包括支援センター・居宅支援事業所等と連携し、利用者の確保に努める。 

② 現状を見直し無駄を省き、支出の抑制を図る。 

③ 業務や書類の見直しを行い、より効率的に業務できる環境を整える。 



④ 事故発生防止対策や発生時の対応を適切に行う 

⑤ 感染症発生時や災害時の体制について整備する。 

  

【山口市養護老人ホーム秋楽園】 

 

１．施設内での感染対策を徹底するとともに、入園者自らが感染予防を意識し安心して生

活できるように働きかける。 

２．棟会議を活用し、入園者を分散させる形で健康教室を年４回開催し、介護予防・疾病

予防に取り組む。 

３．ホームページを年３０回更新し、事業所の活動状況を、利用者目線・職員目線で情報

発信する。 

４．外部研修会での事例発表を通じ、これまでのサービスを振り返るとともに、職員の意

欲を高める。 

５．山口市高齢福祉課や包括支援センター等との連携をより強化し、稼働率９７％以上を

維持する。 

 

【山口市秋穂デイサービスセンター】 

 

１．感染対策を講じつつ、コロナ禍で外出や交流の機会が減っている利用者が家庭でも継

続して意識できる運動機能維持・向上プログラムや利用者の趣味や特技を生かせるクラ

ブ活動等のプログラムを充実させる。 

２．チームアプローチを実践するため、サービス提供後のミーティングを実施し、「気づき」

のレベルアップを図り、モニタリングの質を高める。 

３．ホームページを年４回更新し、事業所の活動状況を、利用者目線・職員目線で情報発

信する。 

４．年間稼働率６０％（１日平均１７．４名）を達成する。また、介護報酬改定に伴い、

収入面・負担面を考慮し、適正に加算を取得する。 

 

≪鋳銭司地区≫ 

 

【拠点共通】 

［基本方針］ 

１．利用者に対する基本姿勢 

① サービスの質の向上 

・挨拶 NO.１事業所を目指し、挨拶の励行や丁寧な声掛けを行う。又、利用者に対し満

足度調査を実施する。 

② 人権の尊重 

・障がい者虐待防止セルフチェックを継続実施し、日々の支援の振り返りを行うととも



に、相互牽制が適正に働く職場環境を構築する。 

 

③ 生活環境・利用環境の向上 

・施設の破損箇所及び危険箇所の毎月点検と、必要に応じた小修繕を迅速に実施し、利

用者に安心した生活の場を提供する。 

２．社会に対する基本姿勢 

① 地域における公益的な取り組みの推進 

・地域へ施設機能の提供（物品等の貸し出し、講師の派遣等）を行うとともに、長沢池

周辺の環境整備に取り組む。 

② 信頼と協力を得るための情報発信 

・施設の認知度を高めるための取り組みとして、月１回以上ホームページを更新して、

積極的な情報発信を行う。 

３．福祉人材に対する基本姿勢 

① トータル的な人材マネジメントの推進 

・毎月行っている職場内研修の講師を各職員が担当し、専門知識の習得とプレゼン能力

の向上を目指す。 

② 人材の定着に向けた取り組みの強化 

・外部研修については、今後リモートでの研修開催が増える見込みであり、各施設にて

対応できるよう ICT環境を整備する。 

③ 人材の育成 

・各職員の専門資格取得に向けた支援体制の確立を行う。 

４．マネジメントに対する基本姿勢 

① 組織統治の確立 

・感染症対策、大規模地震及び風水害等の災害時の対応について、訓練を通し BCPとの

関連性についても理解しつつ、非常時に実践行動が取れるよう訓練を重ねていく。 

② コンプライアンスの徹底 

・職員個々のワーク・ライフ・バランス実現のため、業務の効率化を検討し、週１回以

上の「ノー残業デー」を設ける。 

③ 健全な財務規律の確立 

・ランニングコストの無駄を減らす為、他社比較による取引業者の選定を厳格に行い、

コスト削減を実施する。 

 

【救護施設聖和苑】 

 

１．地域における循環型セーフティネット施設としての役割を果たすため、生活の場の提供

に止まらず、地域生活移行支援に取り組みながら定員数の確保も行う。 

２．食の楽しみとして、各利用者の誕生日に合わせ、本人の食べたいものを提供する「誕生

日特別メニュー」を取り入れる。 

３．利用者に対し、担当会等を通じて新型コロナウィルスに関する情報提供を行い、感染防



止への意識を高める。 

 

【グループホームひまわり荘】 

 

１．各関係機関との連携を密にして、利用率９８％以上を維持し、安定的な運営を行う。 

２．感染症対策を徹底し、施設内行事（特にレクリエーション活動）を充実させ、利用者の

心身のリフレッシュを行う。 

 

【ワークハウスすぜんじ】 

 

１．平均工賃額２０，４００円を目指す。 

２．利用者確保のため、パンフレットを刷新し、相談支援事業所を中心に施設の PRを行う。 

 

【地域活動支援センターやまぐち】 

 

１．更なる感染防止対策の徹底、又、活動内容についての見直し、検討を行い、利用者に安

心して利用をしていただける環境づくりを行う。 

２．計画相談についても感染対策をとりながら、契約者数１２０名を維持し、２％の増収を

目指す。 

３．広報誌での PRやホームページの更新を月１回以上行い、障害に対する理解や普及啓発

に取り組み、認知度を上げる。 


