
平成30年度 社会福祉法人あゆみ会 

特別養護老人ホームアンパス東大阪事業計画 

 

１、基本方針 

 

平成 29年度においては、各部署が法人理念に基づき目標を明確にすることで安定運

営を目指した。特養においては、4月～12月の平均稼働率は 95,4％、デイサービスに

おいては、平均人数 29,7 人。人員面など厳しい状況が続く中、職員が一丸となって、

数字やコストを意識して業務に取り組んだ。 

 

今年度は特別養護老人ホームが地域包括ケアシステムの拠点として機能・役割を発揮

し、介護ニーズや地域のニーズに対応した安定的かつ良質的なサービスを提供していく

ためにも、入所者の医療ニーズへの対応（介護職員による喀痰吸引研修受講を計画に沿

って進めていく）、看取りケア、認知症ケアをさらに充実させていきたい。 

 

地域に対しては、２ヵ所の地域包括支援センター（東大阪／池島）を中心に、地域包

括ケアシステムの中核機関としての機能を高め、「地域ケア会議活動」「医療との連携」

「介護予防への取り組み」「認知症高齢者・介護者への支援」を東大阪市と連携を図り、

取り組んでいく。 

 

設備面については、設立 19年目を迎え、老朽化に伴う改修や大規模な修繕が必要な

状況。今年度は、ナースコール等を予定。計画的に進めることで建物の維持管理に努め

る。 

 

新たな取り組みとして、介護相談員派遣等事業を開始。入所者から介護サービスに関

する不安や不満などを聞き、行政への橋渡し、問題の改善・解決に向けた取り組みを行

っている。今年度は、福祉サービス第三者評価を受審することで、サービスの質の向上、

利用者や家族、地域への説明責任を果たし、信頼を高めたい。 

  

引き続き、特別養護老人ホームとしての機能を最大限に発揮し、高齢者のみに限らず

地域の福祉ニーズに柔軟に対応することで社会貢献に努め、公益性、地域に密着した施

設作りを目指す。 

 

 

重点目標 

 

①特養における人材確保を早急に行う（夜勤専従者、パート職員の活用） 

（職員一人あたりの夜勤回数、残業を減らす。有給休暇取得を目指す） 

②デイサービスにおける認知症ケア、リハビリ強化による質の高いサービスの実現 

③地域包括支援センター（東大阪／池島）を主体とした地域づくり 

④大規模修繕（ナースコール、厨房機器、車椅子、ベット、ＬＥＤ電球）の実施 
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２、各事業計画 

□特養 

重度化する入所者の医療や看取りのニーズに対応するために、施設内の他職種連携協働、

地域の医療機関との連携を強化する。 

介護の内容や質について、第三者を介してその評価を受けることで、今後のケア改善に

つなげ、利用者が安心して満足した生活が継続できるよう支援していく。 

看取り介護、認知症ケアの実践とともに介護プロフェッショナル段位制度を活用し、職

員個々のスキルアップと全体的な質の向上、人材育成、定着へとつなげていく。 

 

＝活動計画＝ 

・入所＋短期入所で 96％を目標とし、医療との連携を強化し、重度化に伴い年々増加

する入院者の情報交換、迅速な退院調整を行うことで運営の安定につなげる 

・介護報酬改定事項に準じて、看取り介護、認知症ケア、栄養ケアの充実を図り、加算

取得に向け、記録類の整備、体制を整える。また、施設内部、外部の研修にはできる

だけ多くの職員へ参加の機会をつくり、専門性を高める 

・介護プロフェッショナル段位制度を活用し、介護職員の職業能力を可視化して、公平

に評価し、計画的にレベル認定をすることで、介護の質の向上、職員の育成、定着を

目指す 

 

※別紙資料あり ⑩⑪⑫⑬⑭  

 

□看護課 

利用者の日々の健康管理に努め、わずかな変化も見逃さない様に、介護職との密な連携

を図る。また、嘱託医の指示を仰ぎながら安心した質の高い生活を送っていただける様

にきめ細やかなケアを行う。 

 

＝活動計画＝ 

・入所者及び利用者の健康管理 

・職員の健康管理（健康診断実施） 

・入所者胸部レントゲン撮影 

・インフルエンザワクチン入所者及び職員接種 

・看取りケアの充実 

・職員対象のグリーフケア 

 

□デイサービス 

一般デイについては、自立支援、重度化防止に資する介護を推進するため、中重度ケア

体制加算のさらなる充実、個別機能訓練加算の取得により質の高いサービス提供を行う。 

認知症デイサービスについては、個別ケアを重視し家族との連携に努める。また、運営

推進会議を実施することで、関係機関と連携を図り地域に開かれた運営を目指す。 

 

＝活動計画＝ 

・個別機能訓練加算Ⅰ取得により、各専門職が連携して機能訓練マネジメントを行う 

・認知症ケアの充実 

・運営推進会議を通じ地域との連携を密にとる 

・他部署、他事業所との連携を図り、ニーズに配慮したサービス提供を行う 

・個別サービスの充実（送迎時間の見直し） 
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・研修会への参加、勉強会を通じサービスの質の向上を目指す 

 

 ※別紙資料あり ⑮ 

 

□ヘルパーセンター 

平成 29年度はサービス提供責任者の変更、ヘルパーの退職などが重なりましたが、デ

イサービスからの職員異動により、人員面は落ち着き、新規獲得に向けた取り組みを積

極的に行いました。新規利用者獲得に向けた活動は継続して行っていきます。 

利用者のニーズに合ったサービス提供が行えるように、ケアマネジャー、関係者との情

報交換、定期的な研修などを通じ、登録ヘルパー、サービス提供責任者としてのスキル

アップを目指します。 

 

＝活動計画＝ 

『新規獲得に向けた取り組み』 

・ケアマネジャーとの連絡を密に取ることにより情報の共有を図り、安定したサービス

提供につなげる（実績を各事業所へ持参し、ケアマネジャーとの情報共有強化） 

・空き情報を各事業所へ定期的にＦＡＸする 

・他部署との連携を図り、ニーズに合ったサービスの提供を行う 

『事務作業、書類の整理』 

・既存の書類の見直し、整理を行う 

・書類の簡素化を図る 

 

□栄養課 

特養・看護課との連携を強化し、利用者の栄養管理の充実を図る。また、利用者の介護

度の重度化により、嚥下状態も困難となってきている利用者が多く、ミキサー食を固め

たソフト食の導入を検討していく。 

給食会社と連携して、コスト削減しながらも食事を楽しめ（食事環境も含め）、栄養の

富んだ質の高い食事を提供することにより、利用者の生活の質の向上を目指す。また、

今年度からデイサービスだけでなく、特養でも選択食を取り入れ、利用者に食事を選択

する楽しみや自己決定をして頂く。 

 

＝活動計画＝ 

・利用者の栄養管理 

・ソフト食の導入検討 

・行事食、食事イベントの開催 

・選択食を毎月開催 

・給食会議を開催し、給食会社と連携して食事の質の向上を図る 

・食中毒予防、衛生管理の指導 
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□居宅介護支援事業所 

利用者、家族の意向や状況を把握し適切な情報提供を行い、信頼関係を構築する。困難

症例や医療度の高い方に対して、必要な知識や技術を取得し質の向上に努める。自法人

と連携を図り、相談窓口の機能を強化する。 

 

⑧ 



＝活動計画＝ 

・アセスメント、モニタリング等、質の高いケアマネジメントを行う 

・職員間で連絡、調整を密にとり、利用者の要望に対応できる体制づくりを行う 

・困難事例や医療ニーズの高い方を積極的に受け入れ、自法人を含め関係機関との連携 

を密に行い、医療と介護の連携を図る 

・居宅会議を週 1回開催し、情報交換を行い、必要な研修に参加し知識や技術を取得 

 する 

・障害福祉サービスを利用してきた方が介護保険サービスを利用する場合など、障害福

祉制度の相談支援専門員と密接に連携を行う 

 

□事務所 

介護報酬請求業務を滞りなく行う。 

各部署、法人、事務センターとの連携を図り、職員全員が働きやすい職場環境づくりに

努める。 

 

＝活動計画＝ 

・経費削減に努める 

・介護職員のバックサポートにあたる 

・未収金を未然に防ぐ 

 

□地域包括支援センター 東大阪／池島 

地域共生社会の実現に向け、地域包括ケアシステムの中核機関として、高齢者の自立生

活支援を行っていく。医療、介護等関係機関や地域との連携を図りながら、高齢者の尊

厳の保持と意思決定を尊重し、より身近な相談窓口として、地域の実情の合わせた丁寧

な対応と運営を目指す。 

 

＝活動計画＝ 

①医療・介護連携等の取り組み強化 

・多職種連携会議による他機関との連携や医師会主催の研修への積極的参加 

・医療ニーズの高い個別のケースでの、医療機関との連携強化 

②新オレンジプランによる認知症施策の推進 

・認知症初期集中支援チームや認知症高齢者等支援対象者情報提供制度による警察と

の連携 

・認知症サポーター養成講座やあんしん声掛け訓練の実施 

・認知症カフェや家族介護教室の開催による、認知症高齢者を支える体制づくり 

③地域ケア会議活動 

・高齢者生活支援等会議の開催 

・個別ケースや地域ニーズに応じた対応 

④生活支援コーディネーターによる生活支援基盤の整備 

・高齢者へのバランスの取れたアプローチによる居場所と出番作り 

・お寺やコミュニティカフェ等、地域特性を生かした新たな社会資源の創出  

⑤効果的な介護予防教室への取り組み 

・公民館単位から、自治会単位へ、楽らくトライ体操のさらなる推進 

・介護予防教室の自主グループ化 

・高齢者の個別ニーズに応じたサービスとのマッチングによる、自立に向けた支援 

⑥小学校との連携（認知症キッズサポーター養成講座、高齢者疑似体験、認知症カフェ） 
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平成 30 年度 社会福祉法人あゆみ会 

大和川地域在宅サービスステーション アンパス住吉 

事業計画 

 

１、はじめに 

 平成 29 年度 2 月時点での施設全体の収支としては厳しい状況となっており、特に、

当施設の運営基盤である通所介護事業が当初の事業計画通りには進まず、その結果、

施設全体の収益を鈍化させることとなってしまいました。その状況をふまえ、平成 30

年度は通所介護事業の数値目標にこだわり、業績改善を第一に積極的な訴求活動にも

取り組むことにより、年度末にはメリハリをつけた攻めの経営ができる好循環の姿に

立て直し、次の平成 31年度のスタートを盤石な体制で迎えることができるよう努めて

参ります。 

 また、平成 28 年度に業績改善を念頭に注力し過ぎた結果、「業績は改善傾向に進ん

だが人が育っていない」という状況となり、結果、この平成 29年度は人の改廃作業に

多くの人力を取られるという悪循環により不甲斐ない業績を残すこととなったため、

平成 30年度は「職員の教育」という部分においても今回の研修計画を基に力を注ぐ所

存です。 

 

 

２、平成 30年度 重点目標 

 

(1) 数値目標への意識付けの強化 

今回設定した各部署の平成 30 年度における数値目標について、その数値を達

成することができるよう各部署の管理者、職員が一丸となり、常に意識を持って

日々の業務に携わることができるよう努めて参ります。 

 

(2) 安定した人材確保 

 平成 29年 2 月現在での当施設の離職率は 29.2％と高い数値になっており、昨

今の人材不足のなか離職者を削減するために、以下の二点に力を注ぎます。 

① 『職員満足度向上委員会の継続と発展』  

平成 29 年度に立ち上げたこの委員会を継続することにより、現在、

介護現場での離職要因の第一位となっている「職場の人間関係」や

その他の問題因子も見つけ出し、改善していくことで「働きやすい

職場」の環境整備を目指します。 
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② 『職員の教育』 

比較的安価（1日 1,000円程度）で参加できる大阪府社会福祉協議会

の研修をメインにして立てた「平成 30年度 外部研修計画」に基づ

き、外部研修への積極的な参加を行います。また、内部研修を開催

し、職員のスキルアップだけではなく、成長意識を向上させる取り

組みを行って参ります。 

 

 

３、部門運営 

 

(1) 通所介護事業 

平成 30 年 1 月より取得を開始した個別機能訓練加算(Ⅱ)・運動器機能向上加

算について、現状はまだシステムとして動き始めたところなので、平成 30 年度

はこのリハビリに力を入れるため、３階フロアーの一部をリハビリスペースとし

て変革し、更なるブラッシュアップを行い、それを訴求活動に繋げていこうと考

えております。また、『地域Ｎｏ.１』プログラムとして力を入れている食事行事

についても、今後も他施設とは一線を画すことができるような内容を考え、ご利

用者やケアマネージャーにも印象に残る取り組みができるよう努めて参ります。 

 

◆数値目標 

   ・平成 30年度末までに１日平均 37名を超える 

 

(2) 居宅介護支援事業 

ご利用者一人ひとりのニーズを捉え、「利用者本位」「利用者自身の選択」を優

先し、ご利用者の気持ちに寄り添ったケアプランの作成を行い、きめ細やかな対

応が行えるよう、法人内の総合相談窓口（大和川ブランチ）、通所介護事業、訪

問介護事業との連携を密に行います。また保険者や地域包括支援センター、医療

などの外部機関との連携にも注視し取り組んで参ります。 

また、数値目標に関しては、介護給付・予防給付を含めて上限件数までの給付

管理件数を意識し、その数値を確保することができるよう努めて参ります。 

 

◆数値目標（ケアマネージャー2人での受託件数の数値目標） 

・平成 30年 12月末までに月 70件（予防 1/2とする）を目指す 

   ・平成 30年 1月からはこの数値を月平均 70件で安定させる 
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(3) 在宅介護支援事業 

現在、保険者や地域包括支援センター、地域のボランティア、医療機関等との

関係性も良好なものとなってきており、勉強会や研修会などの共催も増えてきて

いる。平成 30 年度もこの関係性を更なる強固なものにし、ここから当施設の居

宅介護支援事業や通所介護事業、訪問介護事業へと展開できるように業務を遂行

して参ります。 

 

 ◆数値目標（平成 30年度末までの目標） 

   ・総合相談の実利用者件数 60人を超える 

   ・総合相談の述べ利用者件数 600人を超える 

   ・地域ケア会議を年 6 回以上開催する 

 

(4) 訪問介護事業 

前年度に引き続き「自立支援」と「生活の質の向上」を念頭に置き、多様化し

てきたニーズにも適応しながら、今までの暮らしを継続していくことができるよ

う業務を遂行して参ります。 

また、管理者が一人で業務を行っている現状を、平成 30 年度はもう一人稼働

できる人員を増やし、今後のヘルパー事業の拡大を達成することができるよう努

めて参ります。 

 

 ◆数値目標 

・平成 30年度末までに１ヶ月の総提供時間 90時間を超える 
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平成 30 年度 アンパス保育園事業計画書 

 

1. 保育理念 

『大地にしっかり根をはらし、心も身体もたくましく』 

 

 

2. 基本方針 

（１）  愛情たっぷりと愛着形成の場として、心の成長発達の土台を育んでいけ

るように。 

（２）  地域を大切に、地元に根付いた保育園運営。 

（３）  全職員が大きな責任のもとで、保育園を運営しているという自覚を持つ。 

 

 

3. 保育目標 

（１）  心身共に健康な子ども 

（２）  自分で考え、自分で行動できる子ども 

（３）  わたしも、みんなも大切にできる子ども 

（４）  創造性豊かな子ども 

 

 

4. 保育内容 

（１）  生命の保持と情緒の安定 

一人一人の子どもの健康状態や発達状態を把握し、必要に応じて家族と

の連携を密にする。 

清潔で安全な環境を整え、生理的欲求を満たし意欲的に生活が出来るよ

う適切な援助を行う。 

一人一人の欲求を適切に満たし、気持ちを受容し共感しながら子どもと

の継続的は信頼関係を築く。また、信頼関係を基に主体的に活動し、自

発性や探索意欲を高め自信をもつことが出来るよう適切に働きかけ、調

和のとれた活動内容にする。 

 

（２）  健康 

様々な遊びを楽しみ、十分に身体を動かし楽しんで取り組む。 

健康な生活リズムを身につけ身の回りを清潔にして生活に必要な活動を

自分で行う。また、自分の健康に関心を持ち、病気の予防、危険な場所

や災害時の行動を知り、安全に気をつける。 

 

（３）  人間関係 

信頼できる保育士との関係を基に、身近な大人や友人に関心を持ち、親
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しみを持って自ら関わろうとし、共に過ごすことの喜びを味わう。 

自分で考え、行動し、自分で出来る事は自分でする。自分の思った事を

相手に伝え、相手の思っている事に気付き、一緒に活動する楽しさを味

わう。 

友だちと一緒に行動する中で共通の目的を協力し合ってやり遂げようと

する気持ちを持つと共に、決まりの大切さに気付き守ろうとする。 

異年齢や様々な友だちと関わり、思いやりや親しみを持つ。高齢者をは

じめ地域の人々など、自分と異なる価値観を持った人にも親しみを持つ。 

 

（４）  環境 

身近な環境に親しみ、自然と触れ合う中で様々な事象に興味や関心を持

ち、生活に取り入れようとする。安心できる人的、物的環境の下で五感

などの感覚の働きを豊かにする。 

身近な動植物に親しみを持ち、いたわったり、大切にしながら生命の尊

さに気付く。生活の中で様々なもの、遊具の興味や関心を持ち、考えた

り試したりする。日常生活の中で数量や図形、簡単な標識、文字等に関

心を持つ。近隣の生活に興味や関心を持ち、園内外の行事にも参加する。 

 

（５）  言葉 

保育士等の関わりや話しかけにより、自ら言葉を使おうとしたり、ごっ

こ遊びをする中で言葉のやり取りを楽しむ。保育士や友だちの言葉や話

に興味や関心を持ち、親しみを持って聞いたり話したりする。経験した

り感じたり、考えた事を自分なりに言葉で表現する。生活の中で必要な

言葉がわかり、したい事、してほしい事を言葉で表現する。 

親しみを持って日常の挨拶をし、色々な体験を通じてイメージや言葉を

豊かにする。絵本や物語等に興味を持って聞き、想像する楽しさを味わ

い、文字等で伝える楽しさを味わう。 

 

（６）  表現 

水、砂、土、紙、粘土等様々な素材に触れて親しみ、工夫して遊ぶ。保

育士と一緒に歌ったり手遊びをしたり、リズムに合わせて体を動かして

遊んだり、簡単な楽器を使う事の楽しさを体感する。生活の中で様々な

音、色、形、手触り、動き、味、香りなどに気付いたり感じたりして楽

しむ。様々な出来事の中でイメージを動きや言葉で表現したり、演じて

遊んだりする楽しさを味わう。 

 

保護者に対して意向を受け止め、子どもと保護者の安定した関係に配慮し、保

育園の専門性をいかした援助にあたる。 
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5. 給食 

栄養のバランスに配慮しながら旬の食材を用い、季節感を感じるような献立作

りを心掛け、手作りおやつにも力をいれ、子どもたちが喜ぶようなメニューに

する。 

マルワ給食（本社：東大阪市）に業務委託し、安全な食材と適切な衛生管理を

行う。 

食育を保育園と一体で取り組む。 

 

 

6. 健康支援 

健康状態、発育、発達状態の把握のための定期的な身体測定の実施。 

嘱託医による内科検診（年２回）、歯科検診（年１回）、歯科衛生士によるブラ

ッシング指導。 

 

 

7. 安全対策・事故防止 

建物については管内で転んでもケガのしにくいクッション性のある構造を採用。

また、角は面取り等を行う。 

2 階保育室やベランダ、階段からの転落防止を行う。 

地震や遊んでいる時に家具が転倒しない工夫をする。 

敷地内への不審者対応として、各室に非常通報装置を設置する。また、年 1 回

の不審者対応訓練を警察と連携して実施する。 

地震や火事等の災害についての避難経路、避難方法の確認、防災用品の準備な

ど、日頃から防災の備えに万全を期すとともに訓練を実施する。 

 

 

8. 環境・衛生管理 

施設内外の設備や遊具の掃除、安全自主点検の実施。 

職員の健康診断、検便（乳児担当保育士は毎月実施）。 

砂場、敷地内側溝、植栽の害虫駆除等を行う。 

 

 

9. 自己評価 

【館内に苦情申し出窓口の設置について】を啓示し周知できるよう努める。 

 

10. 保護者・地域への支援 

子育てを支える拠点となるために、地域の子育て、家庭の支援等、保育に関連

する知識や技術等のあらゆる専門性を出す。 

地域貢献支援員（スマイルサポーター）研修に参加し地域貢献支援員を増やす。 
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《育児相談・個人面談・クラス面談・園だより・アレルギー等の食事相談・離

乳食・給食だより・健康相談・歯科相談・保健だより・よい子ネット等》 

堺市北区子育て支援センター『遊ぼう会』への保育士派遣。 

 

 

11. 特色のある保育 

運動遊び・高齢者との交流等。 

 

 

12. 特別保育事業（堺市補助金対象） 

（１）  延長保育事業 

月曜日から金曜日。 

保育標準時間 

午前 7 時～7 時 30 分、午後 6 時 30 分～8 時。 

保育短時間 

午前 7 時 30 分～9 時、午後 5 時～6 時 30 分。 

 

（２）  障がい児保育事業 

集団での関わりが可能な子ども（2 名を予定）を対象。 

 

（３）  一時預かり事業 

生後６ヶ月から満３才を経過した最初の３月３１日まで。 

利用定員…1 日３名まで。 

園行事や人員配置上困難日を除いた開園日。 

    

（４）  乳児家庭全戸訪問事業 

生後４ヶ月までの乳児のいる家庭を訪問。 

    

  

13. 職員体制 

保育士は常勤 17 名、非常勤 7 名、保育補助 1 名、用務 3 名、 

看護職員（上記非常勤に含む）、事務員 2 名、園長 1 名の計 31 名体制で行う。 

   （育児休暇中保育士 常勤 1 名を含まない） 

 

主任保育士：山下、副主任保育士：平井 

年齢 
園児数

(119) 

人員

配置 
担 任 

5 才 23 1.5 未定 
平井 

4 才 23 1.5 未定 
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3 才 22 2 未定 

2 才 20 4 未定 

山下 1 才 18 4 未定 

0 才 13 4 未定 

一時預かり 3  田口 

 

 

14. 運営方法 

職員会議（毎月１回）、クラス責任者会議（毎月１回）、内部研修（毎月 1 回） 

食育推進係、健康管理係、子育て支援係、教育指導係、環境構成係、行事企画

係（運動・表現・音楽）、広報統括係 

リスクマネジメント委員会（山下、徳山、隅谷、平井、増田、宮本、隅谷） 

 

 

15. 一日の流れ 

添付『入園のしおり』 参照 

 

 

16. 年間行事計画 

添付『年間行事計画』 参照 
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