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『経営理念』 

 社会福祉法人いわれ会は、地域の人々に共感と信頼の社会福祉事業を行うことによ

り、ひとり暮らしの方、寝たきりの方や認知症の方など、地域の人々の安心した暮ら

しの実現を『あたたかい心のかよったサービス』で支援します。 

 

 

『運営方針』 

（1）利用者の立場に立った福祉サービスの提供に取り組みます。 

（2）利用者の笑顔、その家族の笑顔があふれる支援に努めます。 

（3）地域から信頼され愛される施設を目指し努力していきます。 

（4）福祉に関わる人材の確保、養成と資質向上の推進に努めます。 

（5）社会福祉法人としての社会的責任の重さを真摯に受け止め、 

経営組織のガバナンス強化、事業運営の透明性の向上、 

財務規律の強化、地域における公的な取り組みに努めます。 

 

 

１、指定介護福祉施設事業 

施設サービス計画に基づき、可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭に置

いて、入浴、排せつ、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他

の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、入所

者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように努めます。 

 

（１）指定介護福祉施設事業 

   『特別養護老人ホーム田原本園』 

重点取組事項 

・地域における公益的な活動の更なる推進強化 

まずは、住民の「必要」から出発し、地域社会活動として継続的に取り組んでい

きます。住民や地域社会のニーズの変化を常に目を向け、住民が地域で暮らし続

けることを地域社会として支え、地域社会と相互の中で、互いの潜在力が引き出

され、活性化できるように活動していきます。具体的には、『地域支え合いサロ

ン つどい場たわらもと』の開催を月１回から開催数の増加（予定）を行い、介護

予防の取組みとして、介護予防健康体操の実施や、地域の気軽に集える場所（高

齢者孤立化防止拠点）としての機能強化を行っていきます。総合相談機能として

『田原本町地域包括サポートセンター 田原本園』の主任介護支援専門員を毎月

１回配置し『あんしん・介護・福祉出張相談会』を実施します。 
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また、法人独自に『生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）』の配置

を行うことで、地域住民の“くらし”を知り、個人の問題としてではなく、地域

の課題としてとらえることで“お互いさま”という視点を持ち、人とグループを

結び付け、困っている人を支える人を地域に増やしていきます。 

その他、『奈良県社会福祉法人共同事業（まほろば幸いネット）』リーディング事

業（まほろばレスキュー事業、まほろばユニバーサル就労事業、まほろば地域食

堂事業）への参画、『認知症予防カフェ たわらもとココロカフェ』の開催やイオン黄

色いレシートキャンペーン事業（イオンデー）への職員派遣により、当法人の啓

発活動を継続していきます。 

 

・施設ケアマネジメントの充実 

     入所者の有する日常生活上の能力や入所者を取り巻く環境等の評価を通じて入所 

者が生活の質を維持、向上させていく上で生じている問題点を明らかにし、入所 

者が自立した日常生活を営むことができるように介護支援専門員だけではなく、 

各部署の主任・副主任が主軸になり、介護職員とアセスメント能力の向上に努め 

ていきます。また、サービス担当者会議等による専門的な見地からの意見を求 

め、施設サービス計画書、栄養ケア計画書等の更なる精度を更に高めていきま 

す。 

 

・新人職員の育成、職員資質の向上への取組み 

     職員資質の向上のため、施設内外の研修には、できるだけ多くの職員が参加し、 

福祉や介護について常に学んでいく姿勢、キャリアアップを支援していきます。 

また、新人教育の統一化を図るために、生活相談員を始め各部署の主任、副主 

任が中心となり新人職員の現場教育研修を担っていきます。その他、看護・福 

祉人材の育成も社会的使命と考え、看護・福祉の実習生の受入れや県社協との 

連携により、福祉職場体験等の受入れも積極的に行っていきます。 

 

『施設内研修年間予定』 

    ４月  いわれ会職員の倫理規定について（事務所） 

プライバシー及び個人情報の保護について（事務所） 

    ５月  医療的ケアの取り組み（医療的ケア検討委員会） 

    ６月  高齢者に起こりやすい症状や疾患（医務室） 

感染症及び食中毒の予防、蔓延の防止について①（感染症対策委員会） 

    ７月  身体拘束防止の取り組みについて①（身体拘束廃止検討委員会） 

        事故等緊急時の対応と再発防止について①（事故防止検討委員会） 

    ８月  虐待防止の取り組みについて①（虐待防止委員会） 
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        褥創予防について①（褥創対策委員会） 

    ９月  非常災害時の対応について（生活相談員） 

    １０月  看取り介護（生活相談員） 

        表題未定（衛生委員会） 

    １１月  感染症及び食中毒の予防、蔓延の防止について②（感染症対策委員会） 

    １２月  身体拘束防止の取り組みについて②（身体拘束廃止検討委員会） 

        事故等緊急時の対応と再発防止について②（事故防止検討委員会） 

    １月  認知症介護について（認知症ケア検討委員会） 

    ２月  虐待防止の取り組みについて②（虐待防止委員会） 

        褥創予防について②（褥創対策委員会） 

 

その他の取組事項 

・介護老人福祉施設の入院、退所枠を含む稼働率の目標は、毎月 98％以上（前年

度稼働率 97.3％）とします。 

 

・クラブ活動やレクリエーション、フロアー行事の取組み促進 

入所者の楽しみづくり生きがいづくりのため、クラブ活動への積極的な参加促

しやレクリエーション、フロアー行事の充実を図るため、各部署にて創意工夫

にて取り組みます。健康づくりでは、園内や裏庭、中庭への散歩等、運動プロ

グラムの取組みや鍼灸マッサージ師による機能回復訓練、音楽療法士による音

楽療法を行っていきます。 

 

     ・年間行事予定 

    ４月：花見会  ５月：園外外出 ６月：開園記念 ７月：七夕飾り 

８月：夏祭り ９月：敬老会 １０月：運動会、防災訓練 １２月：クリスマス

会、餅つき １月：新年会 ２月：節分 ３月：雛飾り、防災訓練 

毎月：誕生日会 

 

 

２、（介護予防）短期入所生活介護事業 

     要介護状態になった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅におい

て、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排

せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、

利用者の心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を

図ります。 
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（１）（介護予防）短期入所生活介護事業 

   『特別養護老人ホーム田原本園』 

重点取組事項 

・短期入所生活介護個別ケアマネジメントの充実 

居宅サービス計画書に基づき、利用者の生活課題や個々の目標を取り入れ、必要

な場合は、短期入所生活介護計画書の作成を行い、きめ細やかな処遇に取り組み

ます。また、入所者が自立した日常生活を営むことができるように介護支援専門

員だけではなく、各部署の主任・副主任が主軸になり、介護職員とアセスメント

能力の向上に努めていきます。 

 

・中重度者や認知症高齢者への対応と家族負担の軽減 

      重度の要介護者や認知症高齢者であっても、住み慣れた地域での在宅生活が継続 

できるように積極的な受入れを行うことで、家族の介護、精神的負担の軽減に努 

めます。 

 

３、（介護予防）通所介護事業、第１号通所事業 

      要介護状態になった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅におい

て、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の

維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことによ

り、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身

体的及び精神的負担の軽減を支援します。 

 

  （１）通所介護事業、第１号通所事業 

『田原本ディサービスセンター』 

重点取組事項 

  ・専門家による個別機能訓練の実施、各種関係機関への周知徹底 

利用者一人ひとりに合った機能訓練計画書の作成及び実施することにより、日常

生活に必要な機能の減退を防止する機能訓練サービスを提供していきます。ま

た、個別機能訓練の開始について、利用者、家族はもとより、介護保険関係機関

への周知徹底に努めていきます。 

 

・アセスメント技術及び介護技術の向上 

   利用者を理解する能力を高めるため、アセスメント能力の向上と気づきの力を向 

上させます。また、個々の介護技術向上を行うため外部研修にも積極的に参加し 

スキルアップを目指します。 
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  ・情報公開と広報活動の強化 

広報紙『ディサービスだより』を毎月発行し、田原本ディサービスセンターでの行

事やレクレーション（生活グループ活動プログラム）を中心に紹介しています。ま

た、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所へ『味間（みかん） NEWS』を

毎月発行配布し、広報活動の強化を行っていきます。 

 

その他の取組事項 

・稼働率強化への積極的な取り組み 

1 カ月当たりの利用者総数 800 人（前年度利用者平均総数 803 人）を目標とケ

アの充実に努めると共に、地域への広報活動も強化を図っていきます。 

 

   ・年間行事予定 

    ４月 花見会、畑づくり ５月 園庭ランチ ６月 揚げたて天ぷらランチ  

７月 七夕飾り ８月 夏祭り ９月 選択食 １０月 運動会、園庭ランチ 

１１月 文化祭 １２月 うどん定食 １月 新年会、お鍋ランチ ２月 節

分、寿司御膳 

その他、毎月誕生日会やイベント湯の開催（菖蒲湯・ハーブ湯・ゆず湯） 

 

４、（介護予防）訪問入浴介護事業、在宅訪問入浴サービス事業 

    要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅におい

て、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、居宅にお

ける入浴の援助を行うことによって、利用者の身体の清潔の保持、心身機能の維

持等を図ります。 

 

  （１）（介護予防）訪問入浴介護事業、在宅訪問入浴サービス事業 

『田原本園訪問入浴サービスセンター』 

重点取組事項 

   ・中重度利用者への対応 

    医療依存度の高い利用者へのサービス提供にあたり、「水分・栄養補給に関する医 

療処置」、「排泄機能に関する医療処置」等、入浴時の注意点をふまえながら対応 

することで、在宅生活の支援を行っていきます。また、看護師の同行により、医 

療アセスメントの充実も図っていきます。 

 

その他の取組事項 

・イベント湯の充実 

４月 桜湯 ５月 菖蒲湯 ６月 バラ湯 ７月 ハーブ湯 ８月 クールバ
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ス、祭り衣装 ９月 アロマの湯 １０月 米ぬか湯 １１月 季節の入浴剤 １

２月 ゆず湯、クリスマス衣装 １月 金柑湯 ２月 みかん湯、節分 ３月 緑

茶湯 

 

・情報公開と広報活動の強化 

広報紙『ゆったり通信』を毎月発行し、田原本園訪問入浴サービスセンターでの

イベント浴のお知らせや、自宅でできる体操等を紹介していきます。 

 

５、居宅介護支援事業、介護予防支援業務、第１号介護予防支援業務 

利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づ

き、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業所から、総合的かつ

効率的に提供できるように支援します。 

 

  （１）居宅介護支援事業、介護予防支援業務、第１号介護予防支援業務 

『田原本園在宅介護支援センター』 

重点取組事項 

   ・中重度者や支援困難ケースへの積極的な対応 

    特定事業所加算加算事業所として積極的に支援困難ケースを受け入れるため常に 

磯城郡３町地域包括支援センターとの連携を図っていきます。 

特定事業所加算(Ⅰ）については、平成 28 年度介護保険認定数全体（磯城郡）で 

軽度者（要介護１、２）34.8％であり、今後の動向を見ながら特定事業所加算

（Ⅱ）についても検討していきます。また、利用者に関する情報、サービス提供

に当たっての留意事項の伝達等を目的とした会議を概ね週 1 回以上開催し、質の

高いサービス提供に努めます。 

 

   ・地域包括ケアシステムの構築への参画 

    各地域ケア会議やケアマネ連絡会議への積極的な参加により、市町村、地域包括 

支援センターや居宅サービス事業所と地域課題を共有し、社会資源の把握と開発 

に寄与し、住み慣れた地域でその人らしい生活が送れるよう支援します。具体的 

には、事例の提供や主任介護支援専門員として司会進行、助言者として、参画す 

ることで地域をリードする模範的な事業所を目指します。 

 

その他の取組事項 

   ・介護支援専門員実務研修実習生の受入れの充実について 

    前年度より取り入れられた介護支援専門員実務者研修事業所実習について、実習

指導者で振り返りを行い、ケアマネジメントの基礎技術に関する実習カリキュラ
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ムの再整備、より質の高いケアマネジメント業務の指導を行っていきます。 

 

・個人目標の設定によるスキルアップ 

    年度当初に経験年数に応じた個人目標を設定し、事業所内研修の実施や外部研修

への参加により、ケアマネジメントの質の向上を目指します。 

 

・年間研修予定 

    NPO 法人奈良県介護支援専門員協会主催研修、磯城郡３町地域包括支援センター 

主催研修、奈良県地域包括、在宅介護支援センター協議会主催研修、奈良県社会 

福祉協議会主催研修、施設内研修、その他介護支援専門員の資質向上に資する研 

修に参加予定。 

 

 6、田原本町地域包括支援センター総合相談支援事業委託 

    介護保険法（平成９年法律第１２３号）の規定に基づき包括的支援事業である総

合相談業務の実施に関する業務を受託し、住民の利便性を考慮し、住民から相談を

受付け、集約をしたうえで、田原本町地域包括支援センターにつなぐための『窓口

業務』を行っていきます。 

 

   （１）総合相談支援事業委託 

『田原本町地域包括サポートセンター 田原本園』 

重点取組事項 

   ・地域住民が気軽に相談できる場所づくり（地域包括支援センターブランチ） 

    地域住民がより身近な場所で、介護保険制度のことや高齢者が地域で安心して暮 

らしていくための様々な心配ごとを始めとする在宅生活に関する総合相談窓口と 

して専門職（主任介護支援専門員）の配置を行い活動します。また、『地域支え合 

いサロン つどい場たわらもと』に主任介護支援専門員を毎月１回配置し『あんし 

ん・介護・福祉出張相談会』を実施し総合相談機能の強化に努めます。 

 

・田原本町地域包括支援センターとの連携強化 

    相談事案については、的確な状況把握等を行い専門的又は緊急の対応が必要かど 

うか判断し、速やかに相談内容等の記録を作成し、田原本町地域包括支援センタ 

ーへの報告を行うものとする。早急な対応が必要な事案については、田原本町地 

域包括支援センターに報告し協力体制を行い支援します。 
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７、川西町地域包括支援センター業務委託 

  介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の４６の規定に基づきセンタ

ーの業務等を受託し、高齢者が住み慣れた地域で尊厳あるその人らしい生活を継続

することができるよう、心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行

い、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的な支援に努めます。 

 

 （１）地域包括支援センター業務 

『川西町地域包括支援センター』 

重点取組事項 

  ・地域ケア会議機能強化と包括的継続的ケアマネジメントの充実 

地域ケア会議の開催を通して、①地域の介護支援専門員の、法の理念に基づいた

高齢者の自立支援に資するケアマネジメント、②高齢者の実態把握や問題解決の

ための地域包括支援ネットワークの構築、③個別ケースの課題分析等を行うこと

による地域課題の把握を目標として実施していきます。また、包括的継続的ケア

マネジメントの充実のため、主任介護支援専門員が中心となり、高齢者が暮らし 

やすい地域づくりのために、医療機関や行政、その他の関係機関との連携体制づ

くりを進めていきます。また、地域の介護支援専門員を対象にネットワーク研修

会を開催することで、介護支援専門員に対する個別支援、資質向上と連携の強

化、情報提供の場などを提供します。 

 

・認知症施策推進事業に関する実践的な取組み強化 

   認知症初期集中支援チーム検討委員会の設置により、アセスメント、家族支援 

などの初期の支援を包括的、集中的に行い、自立生活のサポートを実践的に行 

うことができる認知症初期集中支援チームの設置を検討していきます。 

また、認知症地域支援推進員の配置についても、配置だけに留まらず地域の実

情に応じて医療機関、介護サービス事業所や地域の支援機関をつなぐ支援や認知

症の人やその家族への相談支援を積極的に行っていきます。その他、認知症ケア

パス検討会議の開催により、認知症ケアパスの作成を行い、認知症の人と家族・

介護者が、そして医療・介護（ケア）・福祉等に係わる人々が、どういった種類

の情報を、どういった人々で共有すべきなのか、誰から誰にどういう種類の情報

が提供されるべきなのかを話し合い、情報共有の仕組みづくりを行うにあたって

の基本的な考え方や具体的な取組内容について、議論を行っていきます。 

 

   ・生活支援体制整備事業の機能充実 

   平成 28 年度より『生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員』の配置 

１名を行い、川西町における社会資源の把握や地域に不足する課題の抽出、協議 
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体研究会を設置し今後について研究を行ってきた。平成 28 年度下半期には、新 

たに地域包括支援センター職員１名が『生活支援コーディネーター（地域支え 

合い推進員』研修を修了しており、協議体の設置による生活支援の担い手の 

養成、サービス開発、関係者のネットワーク構築化、ニーズとサービスのマッ 

チング等地域づくりを更に推進していきます。 

 

その他の取組事項 

   ・権利擁護業務の充実  

地域の住民や民生委員、介護支援専門員などの支援だけでは十分に問題解決で 

きない、また、適切なサービス等につながる方法が見つからない等の困難な状況 

にある高齢者が、地域において安心して尊厳のある生活を行うことができるよう 

専門的・継続的な視点からの支援を行っていきます。高齢者虐待への対応及び擁護

者支援として、地域住民や関係機関等と密接に連携を取りながら、虐待の早期発見

等に努めます。発見した場合には、「高齢者虐待の防止、高齢者の擁護者に対する

支援等に関する法律」に基づき、速やかに状況を把握し、川西町と連携して当該高

齢者及び養護者に必要な支援を行います。 

 

8、ぬくもりの郷ディサービスセンター及びぬくもりの郷グループホーム指定管理 

運営事業 

 

    地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項及び川西町公の施

設における指定管理者の指定手続きに関する条例（平成１８年条例第２１号）第２

条の規定に基づき指定管理を受け、利用者のサービス向上、一層の効率的かつ効果

的な運営を図ります。 

 

（1）（介護予防）通所介護事業、第 1 号通所事業 

『ぬくもりの郷ディサービスセンター』 

重点取組事項 

・通所介護計画書、個別機能訓練計画書の充実 

通所介護計画書については、介護ソフトウエアの活用及び個別ケア記録の充実に 

取り組みます。また、ニーズ把握には、興味・関心チェックシートを参考とする 

とともに、居宅訪問の際のアセスメント項目は、居宅訪問チェックシートを参考 

として、個別機能訓練計画書の充実を図ります。 

 

・認知症予防への取組み 

  認知症予防に重点をおいた、計算クイズ、漢字クロスロード、文字当てクイズ 
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等、学習プリントの取組みや手作業により、脳の活性化や季節感ある行事を取り 

入れることで認知症予防に努めていきます。 

 

その他の取組事項 

 ・情報公開と広報活動の強化 

  広報紙『ぬくもり通信』隔月発行し、ぬくもりの郷ディサービスセンターでの行 

事やレクリエーション（生活グループ活動プログラム）を中心に紹介していま 

す。利用者家族や各市町村、居宅介護支援事業所等への配布し広報活動の強化を 

行っていきます。 

 

・年間行事予定 

    ４月 花見外出 ５月 菖蒲湯、松花堂弁当 ６月 そうめんバイキング ７月  

おにぎりバイキング ８月 冷やし中華とおにぎりバイキング ９月 天ぷらバ 

イキング １０月 運動会 １１月 文化祭 １２月 クリスマス会 柚子湯  

１月 新年会 ２月 節分 ３月 ぬくもり丼バイキング 

その他、オヤツ作り、誕生日会等実施 

 

（2）（介護予防）認知症対応型共同生活介護事業 

『ぬくもりの郷グループホーム』 

     重点取組事項 

    ・認知症対応型共同生活介護計画書の充実 

    認知症の人のためのケアマネジメント センター方式の活用により、アセスメン

ト力の向上を図り本人のありのままの声と行動、場面を観察し、事実に基づきな

がら「本人はどうか」を考えることとで、認知症共同生活介護計画書の充実を図

ります。 

 

    ・短期利用認知症対応型共同生活介護の活用による家族支援 

認知症対応型共同生活介護入居者の長期にわたる入院時や退所後空床時には、可

能な限り短期利用の受け入れにより家族の介護負担の軽減を図ります。 

また、地域住民に短期利用認知症対応型共同生活介護について、周知徹底を行っ

ていきます。 

 

その他の取組事項 

・情報公開と広報活動の強化 

    広報紙『ぬくもりの郷グループホームだより』を年４回発行し、ぬくもりの郷グ 

ループホームの事業活動について広く広報を実施します。入所者家族や川西町役 
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場、居宅介護支援事業所等への配布し広報活動の強化を行っていきます。 

 

・年間行事予定 

    ４月 花見会、ガーデンランチ ５月 外出 ６月 手作りランチ ７月 七夕 

イベント、避難訓練 ８月 夏祭りイベント、川西フェスタ ９月 家族会  

１０月 子供みこし、運動会 １１月 ぬくもりの郷合同防災訓練、紅葉ドライ 

ブ １２月 クリスマス会、年賀状作り、冬至（ゆず湯） １月 新年会、初詣 

２月 節分イベント ３月 ひなまつりイベント、避難訓練  

その他、お誕生日会、慰問（踊り、太鼓、ハーモニカ演奏、音楽療法等）を予定

しています。 

 

９、居宅介護支援事業、介護予防支援業務、第１号介護予防支援業務 

利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づ

き、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業所から、総合的かつ

効率的に提供できるように支援します。 

 

（１）居宅介護支援事業、介護予防支援業務、第１号介護予防支援業務 

『（仮称）川西町地域ケアプランセンター』 

重点取組事項 

   ・利用者、家族の気持ちに寄り添ったケアマネジメントの提供 

    利用者、家族の困りごとをしっかりと聞き取り、介護や支援が必要な状態になっ 

た利用者が、可能な限り自立して自宅で生活できるために、適切な介護保険サー 

ビスが提供されるように配慮し、専門性に基づいたケアマネジメントを行いま 

す。 

 

   ・地域包括ケアシステムの構築への参画 

    各地域ケア会議やケアマネ連絡会議への積極的な参加により、市町村、地域包括 

支援センターや居宅サービス事業所と地域課題を共有し、社会資源の把握と開発 

に寄与し、住み慣れた地域でその人らしい生活が送れるよう支援します。 


