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社会福祉法人 同和園 平成２９年度 事業計画 

【法人の基本方針】 

１、昨年度体制が整った「同和園安心ケアサポートシステム」の実施と醍醐・ 

山科地域における関係機関とのネットワークの中心的な役割を果たし、この 

地域の地域包括ケアシステムのネットワーク構築に向けて活動します。 

２、「利用者のＱＯＬの向上」を支援するためには、職員の健康と生活の質の向 

上も不可欠であるという考えに基づき、働き方を見直すために「新たな働き 

方システム」の構築を進め、ワーク・ライフ・バランスの充実に努めます。 

３、今まで先行投資してきた各事業に対して、適正な収支バランスをとるため 

社会資源を有効に活用し、更なる稼働率の安定と支出の見直しを行い、サス 

テイナブル（持続可能）な事業経営を目指します。 

 

【重点目標】 

１、地域包括ケアネットワーク構築に向けて、「地域包括ケア推進室」が中心と 

なり、ネットワークづくりを行います。 

２、施設の「暮らし環境支援指針」を業務反映させるためプロジェクトを委員 

会に移行し、継続的に議論していきます。 

３、今年度京都市の指定管理者を受託した「百々デイサービスセンター」の運 

営を軌道に乗せます。 

４、更なるキャリアパス構築を行い上位認証にふさわしいキャリアパスシステ 

ムを充実させます。 

５、介護の仕事のＩＣＴ化のために導入された、インカムと新たな記録入力シ 

ステムのモニタリングを行い、さらに効果ある使い方を検証します。 

６、「新たな働き方プロジェクト」を発足させ、特養の介護職員の夜勤および勤 

務シフトの見直しを行うとともに、ワーク・ライフ・バランスを考慮した働 

き方を模索します。 

７、１００年委員会において、建設委員会・１００年史編集員会を開催し、   

１００周年記念事業の準備を行います。 
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【プロジェクト・委員会】 

１、地域包括ケアネットワークプロジェクト 

（「地域包括ケア推進室」を中心に） 
２、暮らし環境支援委員会（プロジェクトから委員会へ移行） 

３、キャリアパス構築プロジェクト 

４、介護の仕事ＩＣＴ化プロジェクト 

５、新たな働き方プロジェクト（特養の介護職員の夜勤および勤務シフトの見 

直し） 

６、１００年委員会（建設委員会・１００年史編集員会） 

 

【 施設部 】 

◇基本方針 

１．業務のＩＣＴ化を行うことで、業務再整理を行うとともに、現在のケアを再

度見直し、効率化を図りつつ、「施設における暮らし環境支援指針」に基づ

いたケアの標準化に向けた取り組みを実施します。 

２．「仕事と家庭の調和」（ワーク・ライフ・バランス）の実現のため、長時間労

働の是正を行います。 

３．地域のニーズに合わせ、短期入所の一部を特別養護老人ホームに転換するこ

とについて関係機関と調整をします。 

 

〈 特別養護老人ホーム 〉 

 

◇目  標 

１．「施設に於ける暮らし環境支援指針」を活用し、ケアの標準化を進めます。 

２．入居者の重度化に伴うケアの変化に対応するため、職員の勤務シフトや、業

務内容について整理、見直しを行います。 

３．「仕事と家庭の調和」（ワーク・ライフ・バランス）の実現のため、長時間労

働の是正を行います。 

４．ケア実態調査を行い、現状を適切に把握し課題分析、改善につなげます。 

５．入居者のリスク管理を専門職間の連携により徹底し、適切なケアを提供する

ことで、入院件数および日数を少なくするように努めます。 

６．大規模施設の役割を果たすために、緊急的なショートステイの対応を積極的

に行います。また、特養入居者のベッドを可能な限り有効に活用します。 
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〈 養護老人ホーム 〉 

 

◇目  標 

１．一般型特定施設の制度を利用していただき、介護保険サービスを適正に提 

供します。 

①．入居者の看取り対応が必要になった時に、他職種が連携して適切な看取り 

ケアを提供できるようにします。 

②．リハビリ室と連携し、リスクに配慮した適切な生活環境が整うよう支援し

ます。 

２．介護予防の取り組みとして、「いきいきＹＯＵＧＯ塾」の運営を継続して

行 

います。 

 ①．「認知症班」は、養護オレンジカフェの継続と学習会を開催し、入居者が 

認知症の理解を深め、共に支え合えるよう支援します。 

 ②．「転倒予防班」は、リハビリ室と協働で健脚度テストを行い、個別の評価   

を基に入居者の生活の質が向上できるよう具体的な取り組みを行います。 

また、楽しみを持ちながらできるリズム体操も継続して行い、健康的で活 

気ある生活を支援します。 

③．「活動班」は、入居者が持っておられる力を発揮して頂ける場が作れるよ 

う、養護以外の部署などにも働きかけ、企画等を検討します。 

３．入居者が心地よく生活出来る環境作りを行うために、「暮らし環境指針」を 

指標として用いながら入居者の環境の見直しを行います。 

 ①．養護老人ホームにおいて「暮らし環境支援プロジェクトチーム」を継続し

介護職員が中心となって環境（食事・排泄・入浴・生活・人）整備を行い

ます。 

②．ＩＣＴ（記録システムやインカム）を有効に使用することで正確な情報 

共有を迅速に行い、より良いケアにつなげられるよう努めます。 

 

〈 同和園ショートステイ 〉 

（短期入所事業） 

 

◇目  標 

１．ご利用者支援 

①．ご利用者の健康状態や心身機能、取り巻く環境を正確に把握し、適切な 

ケアを行います。 



4 

 

②．ご利用期間中に把握したことはケアマネジャーに伝え、切れ目のないケア

を行います。 

 ③．心身状態の維持向上を目的に定期的な集団リハビリの機会を作ります。 

２．介護者支援 

①．緊急時の対応を積極的に行います。 

②．特養入居者の空きベッドを有効に活用します。 

③．ご利用中の心身の状況を介護者、関係機関と共有し、連携を図ります。 

④．ご利用者とともに、介護者の意向を把握するために、定期的に開催され 

  るサービス担当者会議には、積極的に参加します。 

⑤．レスパイト機能も果たすために、新たなご利用者の広がりをめざし、シ 

  ョートステイのＰＲを行います。 

 

３．感染症対策の強化 

①．感染症の季節になる前に事前に職員間で対策について確認を行います。 

 ②．こまめな換気や湿度を保つ等を感染症が発生する前から高い意識を持ち、 

取り組みます。 

 ③．ご利用者に対して定期的な検温等を行い、診療所と連携し健康管理に努 

めます。 

 

〈 ソーシャルワーカー室 〉 

 

◇目  標 

１．情報を適切に収集・整理し、他職種と情報の共有を図り、入居者・ご家族が

安心して生活を送ることが出来るように支援します。 

２．他職種や医療機関との連携を十分に図り、様々な不安が最小限となるように

適切なインフォームドコンセントを行います。 

そして、入居者が最後まで穏やかに生活できるように支援します。 

３．地域の社会資源を把握し、情報交換等を通じ、関係性が強化できるように努

めます。また、京都市老人福祉施設協議会主催の部会や外部研修等に積極的

に参加し、ネットワーク強化を図ります。 

 

< 医務室 > 

◇目  標 

１．専門性の向上 

 ①．入居者一人ひとりと直接的な関わりを持って看護判断し、看護師間およ 

び他の専門職との情報共有に努めます。 
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②．看取りケア、栄養ケアマネジメント等に専門的な立場から積極的に関わ 

ります。 

 ③．医務室内において、学習会を実施し、専門的な技術向上や知識取得に努 

めます。 

２．リスクマネジメント 

 ①．不注意なミスを無くすために丁寧な確認作業を行います。 

 ②．ヒヤリハットまたは事故発生時には独自のアセスメントを行い、他の専門

職との情報を共有しリスクマネジメントに努めます。 

 

< リハビリ室 > 

 

◇目  標 

１．施設関連 

①．入居者の生活全般への支援に他職種と協働し関与するよう努めます。 

②．個々に専門性の高いリハビリテーションを実施します。 

③．集団体操、集団リハビリを実施することで入居者の心身機能の維持を図 

り、生活の質を高めるよう努めます。 

④．養護入居者に対し介護予防の普及啓発の取り組みを実施します。 

⑤．他職種に対してポジショニング等の研修を実施します。 

⑥．化粧療法など趣味活動を活かしたリハビリテーションを実施します。 

⑦．個別機能訓練加算を他職種と連携しながら算定できるよう努めます。 

⑧．経口維持加算算定に向けて準備します。 

２．在宅、地域関連 

①．法人の在宅サービスを利用されているご利用者の生活機能維持、向上が 

図れるように専門性を活かします。 

②．法人の新事業（訪問看護、百々デイ）にも積極的に参画し、専門性を発 

揮します。 

③．地域リハビリテーションを実践します。 

 

３．共通 

①．施設、在宅、地域それぞれにおいて他職種及びリハビリ職種間での連携 

を強化し、サービスを提供します。 

②．リハビリ職に対しての教育および学生実習を積極的に行います。 

 

〈 給 食 〉 
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◇目  標 

１．個別の「食」の充実 

①．定期的な嗜好調査を行い、入居者の好みを把握し、反映できるように努 

めます。 

②．栄養管理、体調管理のための療養食や特別食が美味しく適切に提供でき 

るよう、各部署と連携し情報の共有を図ります。 

③．摂食、嚥下機能の低下した利用者に対し、安全で見た目が楽しくおい 

しい食事が提供できるよう給食から発信します。  

２．体制の整理・コストコントロール（原価管理） 

①．厨房内業務分掌の再確認および再編成を進め、効率的な業務運営ができ 

る体制を整えます。 

②．食材の価格や流通等についての情報収集を行い、効果的な取組ができる 

よう努めます。 

３．施設の厨房機能と人材の活用 

 ①．法人のサテライト事業所と連携し、ご利用者への食事の提供の在り方を 

模索します。 

②．地域の高齢者に対し、配食サービスの提供を行います。 

③．地域に向けた「介護料理教室」の開催など、施設給食の機能を地域に活 

用できる場を作るとともに施設給食を知っていただける場を作ります。 

 ④．コミュニティカフェ部門と連携し、地域のニーズに少しでも応えられる 

よう食事の提供をします。 

 

 

 

【 在宅部 】 

◇基本方針 

１．２４時間３６５日、地域で安心して生活出来るネットワークを構築します。 

２．「ケア」が必要になった人を早期に発見し、「ケア」へ繋ぐしくみを地域の関

係者と共に作ります。 

３．ご利用者の心身状況を把握し、個別を尊重した適切なケアを行います。 

４．介護者の身体的・精神的に負担軽減できるサポートを行います。 

５．新規事業や取り組みが、サービスが必要とされる方に届くように、広報活 

動（ＰＲ）を強化します。  

６．各事業の運営が、適正に継続できるように、複数の視点を持って検証しま 
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す。 

７．専門性豊かな職員を育成し、「ケア」の実践の場に活かします。 

 

〈 同和園デイサービスセンター 〉 

 

◇目  標 

１．竹、かぐやユニットの特性を生かし、目的感に沿ったサービス提供と横断的

な利用枠を用意し必要度に合わせた利用体系を更に整えてまいります。 

２．個々の職員にとって働きやすい環境の整備と学びの機会を確保し新たなス 

キルの獲得やキャリアパスシステムの運用から定着して働ける労働条件を 

構築してまいります。 

３．かぐやユニットでは、訓練士などの専門職の配置を適正に行いご利用者の 

ニーズに応えていけるよう体制を強化してまいります。また、新総合事業 

枠のご利用に合わせサービスメニューの拡大を図ります。 

４．地域包括支援センターや居宅介護支援事業所との連携を強化しデイセンタ 

ーの活動や取組を発信し、相互理解を深めてまいります。また、地域に向 

けた取り組みでは積極的に共同参画出来るよう仕組み作りを進めてまいり 

ます。 

 

〈 西野の家「はなさんち」通所介護事業所 〉 

 

◇目  標 

１．居宅介護支援事業所、包括支援センター等との確かな繋がりをもとに、一 

人でも多くの方にケアを届けられるよう、諸事業所とさらなる信頼関係を 

構築します。 

２．普段のケアについて、日常的な検証、事例検討会、勉強会などを積極的に 

行うことで、行っているケアの質を向上する。また、利用者の困りごとや 

ニーズに気付き、対応していけるよう幅を広げます。 

３．家族懇談会や家族交流会を行い、ご家族同士、ご家族と職員の交流の場を 

作る。また、日常のやり取りの中で、ご家族の困りごと、ニーズを把握し、 

事業所の持つ専門知識や技術を活かすことでご家族の支えとなります。 

４．地域活動への参加、自事業所の地域へ向けた発信を地域ニーズに沿った形 

で実施します。 

 

〈 日野の家「げんさんち」通所介護事業所 〉 
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◇目  標 

１．ご利用者の生活場面を意識した機能訓練や豊富なレクリエーションを提供 

し、色々な場面が生活リハビリの機会と捉え、在宅生活が継続できるよう 

取り組んでいきます。 

２．多様なニーズに応えていく為に、ご利用者一人ひとりの状態に合ったケア 

を届け、今まで積み重ねてきた社会参加や役割なども充実していきます。 

①．認知症ケア 

ア．認知症を抱える方たちも役割を持って活動し、社会参加できる場を提 

供します。 

イ．定期的に事例検討を行うことで状態に合ったケアを届けます。 

②．中重度者へのケア 

ア．利用者像の変化に柔軟に対応していく為に、研修などで介護技術や知 

識を学ぶ機会を作り、ケアの向上に繋げます。 

イ．ご利用者の意欲や力を引き出せるような機能訓練を提供します。 

③．軽度者への取り組み 

身体面での維持向上に留まらず、日常的生活動作の幅が広がるような取

り組みを行っていきます。 

３．ご利用者のみならず、総合的に支援を行います。 

①．介護者支援 

ア．定期的に介護者懇談会を開催し、介護者同士や職員との交流機会を作 

ります。 

イ．日頃の関わりからも意識することで介護者ニーズの把握、信頼関係を 

構築していき、在宅生活を支えます。 

②．他事業所との連携 

日々の連絡を丁寧に行います。状態変化や気づきを共有し、一緒に支え 

ていきます。 

４．多世代が交流できる場を作れるように積極的に自治会、保育園、小学校や 

関係団体と連携します。また、定休日にはセミナーや地域のニーズに応え 

ていく活動の場としても有効活用していきます。 

５．事務的な作業効率を図り、コスト意識を持って業務を行います。また、定 

期的に稼働率、支出の確認を行います。幅広いニーズに応えられるように 

利用調整を行い、適正な利用状況になるよう努めます。 

 

〈 京都市百々老人デイサービスセンター 〉 

 

◇目  標 
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１．地域ニーズの把握 

法人内外問わず地域包括支援センターや居宅介護支援事業所との連携を図 

り、求められるサービスや期待される事業所のあり方を把握し、地域風土 

に合った運営実施に努めます。 

２．ケアの実践 

法人のこれまでの経験を活かし、ご利用者お一人お一人の個性を大切に

し、 

その方に必要なケアを必要な場面で届けると共に、学びの意欲を持ちなが 

ら安心できるケアの提供に努めます。 

３．関係団体との連携 

百々小学校内に設立されている環境を最大限に生かせるよう、小学校関係 

者との連携を図ると共に共同参画できる企画などには積極的な関わりを持 

ち信頼関係を構築してます。又、生活圏域である地域の関係団体と情報共 

有を行いながら、地域におけるデイサービスセンターの役割を確認し、そ 

の力を存分に発揮していきます。 

４．事業所の広報活動 

地域の方々、地域のケアマネジャーに、新規開設の案内を行い、サービ 

スが必要な方にご利用いただけるように、広報活動を行います。 

 

 

〈 同和園ホームヘルプステーション 〉 

（介護保険訪問介護事業）、（障害福祉サービス事業） 

（新総合事業、身体介護型・生活援助型） 

〈 ２４時間安心ケアステーション醍醐 〉 

（定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業） 

〈 井戸端ステーション 〉 

（新総合事業、支え合い型） 

 

◇目  標 

１．地域包括ケアシステムの構築での役割 

①．定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業を主力に据え、訪問介護事業、障 

害者自立支援事業をニーズに対応させて、地域に２４時間安心サービスの 

安定した提供を図ります。 

 ②．地域包括支援センターや地域包括ケア推進室等と連携し新総合事業（介護

型・生活支援型・支え合い型ヘルプサービス）を適切に活用していくこと

で、予防的自立支援を行います。 
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 ③．井戸端ステーション運営の中で、地域と供に「地域の持てる潜在力」を発

掘し、支え合い型ヘルプサービスの担い手育成に繋ぎます。 

２．新たな訪問介護員のあり方と役割 

 ①．訪問介護員、サービス提供責任者ともに、「利用者への尊厳」「自立支援」

の理念が職務の基盤であることを日々のケアや研修等を通して改めて確

認します。 

 ②．サービス提供責任者が、生活課題を専門的に解決するための「生活援助」、

中、重度者やターミナル期等への「身体介護」の専門性を研鑽し、幅広い

支援の実践から、求められる訪問介護員を育成します。 

 ③．軽度から中、重度者へのケアパスの中で在宅生活の要である訪問介護の役

割をフルに活用し、生活の再構築を目指すためのケアを実践します。  

 ④．ご利用者や家族支援の可能性について、現在使用しているソフトウエア会

社等と共同で、ＩＯＴを検証します。 

 

  ※ＩＯＴとは、「Ｉｎｔｅｒｎｅｔ Ｏｆ Ｔｈｉｎｇｓ」。 

   日常性自活を構成している「モノ」が相互接続するネットワークのこと。 

   家電製品等とインターネットをつなぎ、安心や安全を得ることができる仕組み

のことで、例えば、電気ポットを使用すると介護者の携帯電話のメールに通知さ

れ、安否の確認ができる仕組みのこと。 

３．事業の適正化 

 ①．訪問介護４事業の運営状況の把握を行い、安定して継続的な運営が図れる

ように努めます。 

 ②．適切なケアを２４時間届けるために、適正な人員体制について検証します。 

 ③．ＩＯＴなどの新しいツールの取り入れに努め、介護のＩＣＴを駆使し、新

たな形での利用者支援と業務負担軽減の両立を図ります。  

 

< 同和園訪問看護ステーション > 

 

◇目  標 

１．ご利用者様の健康状態の維持向上及び安全・安楽な在宅生活の継続 

①．ご利用者様の身体的・精神的・社会的な状況を理解し、健康状態の管理や 

適切なアドバイスを行います。 

②．日々の体調管理を行い、日常生活動作の維持向上や社会参加に繋がる支援 

を行います。 

③．健康状態に変化が生じたとときは緊急時の対応を行います。 

２．介護者の支援 
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 ①．介護者が安心して在宅介護ができるように、医療面のアドバイスも行い 

ます。 

②．今後の病状の変化について事前に説明し、その時の対応についてのアド 

バイスを行います。 

③．利用者や介護者の現状把握に努め、主治医や関係機関との連携を密に図り 

ます。 

３．専門性の向上 

 ①．医療（看護・リハビリ）に関わる知識や技術を磨くための研修への参加 

と学んだことの共有の機会を作ります。 

 ②．看取りケア、認知症ケアの理解を深める機会を作ります。 

 ③．ケアの振り返りを行い、部署内外での定期的な事例検討会や勉強会を行 

います。 

 ④．活動の実践を言語化し、法人内外の学会等で報告する機会を作ります。 

 

〈 同和園居宅介護支援事業所 〉 

〈 百々居宅介護支援事業所 〉 

 

◇目  標 

１．百々居宅介護支援事業所の開設 

①．同和園居宅介護支援事業所と百々居宅介護支援事業所が連携し、各種研 

修や会議を共に実施します。各ケアマネジャーがマネジメントプロセス 

を確実に実施できているか管理についても共有していきます。また、山科 

の近隣地域との関係構築が図れるよう山科区の各地域包括支援センター 

とも連携を強化します。 

②．小学校敷地内という立地条件を活かし、介護・認知症などについての、 

児童に対する啓発活動ができるよう学校へのはたらきかけを行います。 

③．地域住民に信頼される事業所を目指して、各地域団体とも関係を結んでい 

きます。 

２．新人教育、スキルアップ 

ケアマネジャー個々のスキル向上を目指し、新人研修、各種研修を実施す 

るとともに法人内研修や外部研修などにも積極的に参加し、参加できなかっ

た職員への伝達研修の機会を確保します。また、マニュアルについても再考

し、新人にわかりやすいマニュアル作りを実施します。 

３．家族まるごと支援 

複雑化、多様化するニーズを確実に捉えられるよう、各福祉制度やインフ 

ォーマルサービスについての学びの機会を作ります。また、介護保険事業所



12 

 

のみでなく、介護保険外の障害福祉サービス事業所や福祉事務所等との連携

強化も図ります。 

４．新総合事業の開始 

京都市が開催する新総合事業説明会へ参加します。また、新総合事業を 実

施するサービス事業所とも連携し、利用者が混乱なく支援が継続できるよう

各ケアマネジャーへの周知を行います。 

５．地域支援 

地域包括支援センターと共同して地域イベントに参加し、地域ニーズの把 

握を行います。また、地域コミュニティや多世代交流が充実するよう各種イ

ベント等の実施にも協力していきます。法人で実施する「醍醐くらしの保健

室」の運用にも参画します。 

 

【 京都市醍醐北部地域包括支援センター 】 

◇基本方針 

「地域」と「人」の両方が支援対象であるという認識のもと、引き続き地域包括

ケアシステムの構築に努める。特に、地域住民がつながりをもちやすい環境づく

り、ケア会議の開催等を活かしたネットワークづくりに重点を置いて取り組む。 

 

 

◇目  標 

１．地域の課題を把握する目的で、各地域の会議等への参加を増やします。 

  「公園体操」の拡大・一般介護予防事業の強化を図るなど住民主体の地域づ

くりを側面的に支援します。 

国勢調査の情報も活用し、地域診断を更新します。 

２．「認知症サポーター養成講座」を地域に対して行い、かつ、地域の団体や教

育機関等への同講座実施も継続しさらに拡大をはかります。（５小学校・２

中学校） 

３．隣接する地域包括支援センターと合同で他職種協働の活動を企画して、権利

擁護ネットワークの構築を進めます。 

４．「個別ケースの検討を行う地域ケア会議」の定例開催を実現します。 

「日常生活圏域の地域ケア会議」開催回数を増やします（年４回）。 

５．「新総合事業」に関して、制度面での不分明なところについて、事業主体で 

ある京都市との見解の統一・認識の共有を徹底することで、利用者側の混乱

を防ぎます。 
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【 コミュニティカフェ 】 

〈 コミュニティカフェ「倶会一処」 〉 

 

◇目  標 

１．コミュニティカフェの充実 

①．法人で開催するオレンジサロンや地域ケアセミナーの会場として活用を 

します。 

②．敬老模擬店、地域ケア委員会主催のフリーマーケットへの参加をします。 

③．地域の方や入居者、そのご家族が参加している「うたごえカフェ」の定期 

的な開催をします。 

④．地域の方々が気軽に集えるイベントやカルチャー教室等を企画、実施しま

す。 

⑤．地域で育った野菜の販売（野菜の朝市）を定期的に開催します。 

⑥．カフェを利用される方の意見等を反映できるよう工夫します。 

⑦．地域の人が作られた手作り品や障がい者授産施設で作られた品物の展示 

や販売コーナーの充実を図ります。 

２．売店機能の強化 

①．地域の方、施設を利用されている方などのニーズに応えるため、日用品等

を中心としたアイテムの充実を図ると共に、購入しやすいレイアウトを検

討します。 

 ②．施設に入居されている方を中心に売店商品の販売について検討します。 

③．手作り品（お弁当や手作りパン等）の充実を行います。 

３．同和園給食部門やコミュニティカフェ「ひのぼっこ」との連携 

①．安心して食べていただける食材の調達を行い、食事の提供をします。 

②．ご利用される方の声を反映できるよう、協働して新しいメニュー作りを検 

討します。 

③．イベントや行事の際には、同和園給食部門のスタッフやコミュニティカフ

ェ「ひのぼっこ」の職員と協働して食事の提供を行えるよう検討します。 

 

〈 コミュニティカフェ工房「ひのぼっこ」 〉 

 

◇目  標 

１．安心して食べていただける美味しい食事を提供します。 

①．「地産地消」の観点から、地域で育った食材を取り入れます。 

②．健康や食文化を考え、ランチメニュー、デザートメニューの開発を行い 
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ます。 

③．日野の家「げんさんち」デイサービスのご利用者に美味しい昼食を提供 

します。 

④．自家製焼きたてパンやケーキなど、充実を図ります。 

２. 地域のコミュニティの場、活動の拠点として、地域貢献、活性化を意識し 

た取り組みを行います。 

①．健康や医療、介護を考える講座や学びの機会を作ります。 

②．人と人が繋がるような出会いの機会や趣味を楽しむ各種教室、イベント 

を行います。 

③．カフェスペースを活かした趣味の展示や障がい者の授産品の販売を行い 

ます。 

④．地域のデイサービスの利用者や職員の方が、気軽に立ち寄れる「カフェ 

レク」を行います。 

⑤．地域型の認知症カフェの取り組みを行い、認知症の正しい理解や啓発を 

行います。 

⑥．日野地域の行事やイベントに積極的に参加します。 

⑦．地域の方が、気軽に利用していただけるように、広報活動に力を入れま 

す。 

３．コミュニティカフェ「倶会一処」との連携 

 ①．カフェを利用される方の意見を反映できるよう、と連携して新しいメニ 

ュー作りを検討します。 

 ②．イベントや行事などに際し、コミュニティカフェ「倶会一処」と協働し 

て食事の提供ができるよう検討します。 

 

【 法人本部 】 

◇目  標 

 １．経営組織のガバナンスの強化 

①．理事会および評議員会の役割が大きく変わったことから、新しく認可 

された定款に準拠し、牽制機能が発揮できるようにします。 

  ②．会計監査人については、平成３１年度に導入することとなる見通しか 

ら、導入に向けての会計監査人候補者の選定を進めます。 

２．事業運営の透明性の向上 

  社会福祉法改正により、現況報告書の様式も見直されたことから公表 

に係る整備を進めます。 

 ３．財務規律の強化 
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  ①．社会福祉充実計画の策定が義務付けられたことから、適正かつ公正な 

支出管理を行い、計算式に即して社会福祉充実残額を算定します。 

  ②．社会福祉充実残額が生じた場合は、法令に基づき計画書を作成し、社 

会福祉事業や地域の公益的な取組に充当します。 

  

〈人事部〉 

 

◇目  標 

１．人員管理 

①．平成３０年度４月新卒の採用人員は１５名を目標とします。また、イン 

ターンシップについては採用効果を上げているので各大学との連携を深 

め、学生に同和園独自のインターンシップの存在を知っていただく機会 

を作り実施していきます。 

②．昨年度に引き続きホームページのリニューアルの構築を進め、求職者が興 

味をもてる内容に一新をしていきます。 

２．人材育成 

①．キャリアパス委員会において既存規程の見直しを行い、資格取得等を評価 

できる仕組み作り検討します。 

②．職員の資格、研修受講歴をデータベース化して見える化を進めます。 

３．労務管理 

①．超過勤務が各部署で適性に管理が行えているかの情報共有を図り、労務管  

理を徹底します。 

②．有給休暇の取得率を引き上げが出来るように、施設部と連携をして取得促 

進を図ります。また引き続き組織活性化プログラムを継続して検証をして 

いきます。 

③．世間情勢を踏まえ賃金水準が上がっていることを鑑み、処遇改善加算の取 

得も含め介護職員の賃金水準を見直します。 

４．人事考課 

昨年度に引き続きキャリアパス委員会を実施し、人事考課評価チエックリ 

ストを作成し評価の精度を高めます。 

  

〈 総務部 〉 

◇目  標 

１．施設整備事業 

①．高額改修については中長期的な設備更新計画を作成し、順次実施するよう 

にします。 
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②．北寮は１００年委員会で建て替え検討を進めます。 

２．適正な運営管理 

①．仕入の見積り・入札を定期的に行い、品質の良いものをより安く仕入す 

るよう努めます。 

②．ガスの調達先は自由化分野に全面移行されることから調達先については 

コストと利便性を比較検討します。 

３．水災害、土砂災害、地震等を想定した訓練を実施します。 

 

〈 経理部 〉 

 

◇目  標 

１．安定した財務基盤の確立を図る為に次の点に努めます。 

①．会計基準に準拠した正確な会計処理と予算実績管理を行うことで、事業計

画の進捗状況を的確につかみます。 

②．前年度の事業実績や稼働率等を意識しながら収入の確保に努めます。 

また、２８年度に立ち上げた新規事業（２４時間定期巡回・随時対応型訪 

問介護看護サービス事業、同和園訪問看護ステーション）の進捗状況を把 

握するとともに、２９年度開設する京都市百々老人デイサービス事業、 

百々居宅介護支援事業所についても早い段階で収支が調うよう意識しま 

す。 

③．取引先および取引の多様性を検討することで、費用の抑制に努めます。 

２．事業計画に沿った施設整備を取組むにあたり次の点に留意しながら努めま

す。 

①．施設整備や資産の更新については、年度計画で優先順位を付け予算執行す 

るよう努めます。 

②．中長期的な施設整備計画に基づき、施設整備積立金を計画的に積み立てる

よう努めます。 

 

３．社会福祉法改正による対応 

 ①．財務諸表の様式が大幅に見直されたことから、時間的にも余裕をもって 

作成するよう努めます。 

 ②．平成３１年度には会計監査人の導入が予測されるため、従来通り、法人 

の計算書類等を整え、対応できるよう備えます。 

４．施設整備事業及び資産更新他 

 ①．京都市老人百々デイサービスセンターフロアーの改修 

②．浴槽更新 
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③．厨房設備機器の一部更新 

④．デイサービス等の送迎車両の取得更新 

⑤．車椅子、ベッド等介護機器の取得更新 

⑥．ホームページの更新 

⑦．その他設備更新等発生した場合は、必要性・緊急性の高い事業から順次 

取り組みます。 

以上 

 

 

 

 

 

Ⅱ．平成２９年度 職員研修の内容 

月 研修項目 講師 対象職員 

４月 
法人の理念と運営方針（３回） 園長 全事業所職員（リーダー以上は

必須） 

５月 
トータルリスク研修 

腰痛予防研修（衛生委員会） 

内部講師 

外部講師 

平成２９年度新入職員 

全事業所職員 

６月 
新入職員フォローアップ研修 

 

内部講師 平成２９年度新入職員 

 

７月 認知症ケア研修 内部講師 全事業所対象 

９月 中途採用者研修 内部講師 ４月から８月採用者 

１０月 
新入職員フォローアップ研修 

認知症ケア研修 

内部講師 

内部講師 

平成２９年度新入職員 

全事業所対象 

１１月 
同和園学会（看取りケア研修含

む） 

内部講師 全事業所対象 

１２月 

職員のメンタルヘルス（２回） 

 

トータルリスク研修 

外部講師 

 

内部講師 

全事業所職員 

（新入職員は必須） 

全事業所職員 

１月 
中途採用者研修 

新入職員フォローアップ研修 

内部講師 

内部講師 

９月から１２月採用者 

平成２９年度新入職員 

３月 次年度新入職員研修 内部講師 次年度採用予定職員 

年１回 主任者研修 内部講師 全事業所主任 

年１回 リーダー研修 内部講師 全事業所リーダー副主任 

年３回 シーティングポジショニング 内部講師 全事業所職員 
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研修 

年５回 実用介護研修 下山講師 全事業所職員 

年２回 中堅職員研修 内部研修 中堅職員 

年１回 倫理と法令遵守研修 内部講師 全事業所職員 

年２回 
権利擁護研修（トータルリスク

マネジメント研修で行う。） 

内部講師 全事業所職員 

年１回 タクティールケア研修 外部講師 全事業所職員 

年３回 
ボディコンディショニング研

修 

外部講師 全事業所職員 

年１回 ファシリテーション研修 外部講師 相談援助職員 

年１回 人事考課研修 外部講師 全事業所リーダー以上 

年２回 人事管理評価者研修 内部講師 全事業所リーダー以上 

年１回 救急救命講習 外部講師 全事業所職員 

年２回 

 

合同消防訓練 防火委員会 

消防署 

事業所毎全職員 

 

ＳＤＳ研修（自主研修） 

年２回 介護福祉士受験対策講座  外部講師 参加希望者 

年６回 ソーシャルワーク研修「空閑塾」 空閑講師 参加希望者 

年６回 ソーシャルワーク研修「永田塾」 永田講師 参加希望者 

年 12

回 

認知症ケア研修「森塾」 森 講師 

内部講師 

参加希望者 

＊京都市認知症介護実践者研修。 

＊京都市認知症介護実践リーダー研修。 

＊京都老人福祉施設協議会 ファーストステップ研修の継続参加。 

以上 

 


