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社会福祉法人やず 

令和令和令和令和 2222 年度事業計画年度事業計画年度事業計画年度事業計画書書書書    

 

1．はじめに 

   令和 2 年度は、令和の時代に到来する福祉問題を的確に捉え、それらの対応を確か

なものとして速やかに進めていく重要な年度となります。 

   当法人の所在地域は、少子高齢化が今後更に加速してまいります。その中で、当法

人の役割は、法人の施設・設備・サービスを担う専門職人材を最大限に活用し、多様

な機能を地域展開していくことが地域に貢献することと確信しております。 

今後の課題・問題点として、サービスの質の向上、人材確保、組織統治の強化、健全

経営の持続、働き方改革への取組等々難問が山積しています。これらのことに、あらゆ

る方策をたて、一歩一歩着実に取組み、高齢者に寄り添った看護、介護を果たすよう役

職員が一体となって進めていきます。 

我々は、法人の理念に基づき「今を生きるすべての入居者・利用者様一人ひとりへ、

優しく温かみのある看護・介護」に真摯に取り組み、地域の皆様から信頼され愛される

法人となるよう、一丸となって取り組んでまいります。 

 

2．法人の基本方針 

   新たな時代に対応した法人経営と福祉サービスの提供を実践するために、５つを基

本方針の下に運営してまいります。 

① 利用者への対応向上に向けた取組 

・利用者へ対するサービスの質の向上 

・人権の尊重及び生活環境の向上 

② 組織統治の確立 

・組織統治機能の強化 

・コンプライアンスの遵守及び虐待の根絶 

③ 人材の確保及び人材育成に向けた取組   

④ 地域共生社会の実現に向けた取組 

・地域包括ケアシステム構築に向けた連携強化 

・地域貢献活動への積極的参加 

⑤ 健全経営持続に向けた取組み 

 

 （1）利用者への対応向上に向けた取組 

   利用者の人権を尊重しサービス提供方針（ケアプラン等）を、職員が共有し、一人 

ひとりに寄り添ったサービスの提供により質の向上を図っていきます。ご家族アンケ 

ートや家族懇談会等を実施し、利用者、ご家族の満足度を把握し、見直しや改善に活 

かしてまいります。 

職員の専門知識の習得及び技術の向上のため、研修計画を策定し、確実に実施して 
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レベルアップに努めていきます。ヒヤリハット、事故報告の原因分析及び対応策を、 

職員が共有し事故防止体制を構築していきます。 

第三者の外部評価並びに法人にて内部評価の実施に取組み、法人の課題・問題を抽 

出して改善に活かしていきます。 

 

 （2）組織統治の確立 

社会福祉法に基づいた理事会、評議員会、監事会の組織統治体制により、法令・ル 

ールを遵守し、適正な運営を継続していきます。 

会計監査人の監査及び法人監事監査による改善事項等の指摘・指導に対して早急に 

整備し、適正な運営に努めてまいります。 

各法令・ルールの遵守については、法令遵守規程、倫理規程、高齢者虐待防止マニ 

ュアル等の法人内研修を実施し、職員ひとり一人のレベルアップに取組み、全役職員 

が法令遵守体制の構築に努めて行きます。 

虐待、身体拘束については、2 か月毎に開催の身体拘束防止委員会、外部研修参加、 

  法人内の虐待防止・リスクマネジメント委員会等により、虐待防止・身体拘束の認識 

を高め、不適切な事象が発生しない体制の構築に、全力を挙げ取組んでまいります。 

 

   （3）人材の確保及び人材の育成に向けた取組 

     人材確保に向けた職員採用においては、新卒職員、転籍職員等の方へ、介護の取組

状況や法人の概要を公開し、求職者との接点を積極的に広げるよう取り組みます。ハ

ローワークへの求人登録の継続、ホームページへ求人案内を掲載、会社説明会へ参加

しプレゼンテーションの実施、専門学校等へ訪問により積極的に情報発信を行ってま

いります。 

     職員の定着に向け、特定処遇改善手当の取組（令和元年度より）、働き方改革によ

る有休休暇の取得促進、腰痛防止対策、メンタルヘルスへの対応、ハラスメントの防

止策等を実施及び周知し、処遇全般の向上に取組みます。職員の、それぞれの職種・

職務形態の中で、一人ひとりの職員のワークライフバランスを配慮し働きやすい環境

を推進します。 

     本年度も研修体系を更に充実を図り、新人職員・中堅職員・管理者・管理監督者の

階層にマッチングした法人内研修・外部研修を実施して、レベルアップを図っていき

ます。また外部研修参加者が習得した看護・介護知識並びに技術を、伝達研修報告会

により職員へ浸透するように取り組んでいきます。 

 

（4）地域共生社会の実現に向けた取組 

地域の高齢者が必要とするサービスが多様化・複雑化する中で、的確に地域のニー 

ズを把握し、本人並びにご家族が希望する場所で、介護サービスを提供できるよう、 

当法人と地域医療機関・地域包括支援センター・ケアマネージャー等が情報交換・連 

携を強化し実現に向けて取り組んで行きます。 

地域の在宅介護・予防対策として、当法人の訪問リハビリテーション、訪問介護事 

業の利用促進に取組んで行きます。 

当地域の方が介護・福祉のことで、疑問に思っていることや介護申込の手続き等、 
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どんなことでも相談していただく窓口として、「相談窓口専用回線・０８５８－７６－ 

０５８０」を開設しております。地域にある課題・問題を「我が事」としてとらえ、 

地域の皆様に寄り添い、皆様からの相談に誠心誠意対応してまいります。 

介護の大きなテーマである認知症の方への対応については、職員が認知症について 

の知識を高め適切な対応ができるよう、認知症研修の外部研修への参加及び内部研修 

の実施により知識向上に努め、適切な対応に努めて行きます。 

 

 （5）健全経営持続に向けた取組み 

   安定した健全経営を持続可能とするため、適正な収益を確保し、安定的な財務基盤 

  の確立に取組んでまいります。そのための対策は、法人の施設・設備・人材を最大限

に活用して、地域の皆様に利用していただき、地域に貢献していくことと確信してい

ます。 

法人の運営を法令・定款等に従って計画的かつ効率的に行い、法人の経営状況と財 

務分析を正確に把握し、透明性の高い財務管理を行ってまいります。 

安定的に収支バランスがとれた健全な経営の構築に、鋭意取組んでまいります。 

 

3．重要項目 

① 苦情・要望の対応について 

苦情は、ご利用者等からいただいた財産と思い、意見を真摯に受け止め、今後の法 

人運営に活用していきたいと考えます。 

   苦情・要望の対応については、規程・マニュアル等に沿って誠心誠意対応を行って 

いきます。また、苦情解決第三者委員会への報告も適宜行っていきます。 

ご利用者及びご家族の意見がサービスの向上に反映されるよう取り組んでいきます。 

② リスクマネジメントについて 

法人内において発生した、事故（交通事故、転倒等）、ヒヤリハット等の事象につい 

て、すべて報告する体制として取り組みます。 

事故・ヒヤリハットが発生した場合は、即刻、原因・要因を分析し、改善策を検討 

して、リスクの最小化・低減に向け取組み、事故等をおこさない対策、態勢を整え取 

組んでいきます。 

 

4．施設設備管理について 

設備管理においては、法令で定められた点検等の期間、期限を遵守して管理してい 

きます。 

また、建物の補修・設備・備品の更新・点検等を、計画的に実施して資産の価値を長

期に維持するよう取組んでいきます。 

今後、建物・設備等の老朽化に伴う施設整備等の長期修繕計画を検討していきます。 

 

5．災害対策 

近年、地震・ゲリラ豪雨・大雨・豪雪・台風の大型化等多くの災害が日本を襲って 

おります。その上、近い将来日本各地にて地震の発生予想が取り沙汰されています。  

 法人は災害対策として、自治体や各団体（会社）と災害時の協定を取り交わしてき 
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ました。今後も災害対策等において、地元（近隣）地域、行政との連携を更に強化し 

て、災害の対策に取組んでいきます。 

全施設にて、防災・避難訓練を年２回実施しております。災害等を想定した訓練に 

より、ご利用者の方が安全に避難等できるよう取組んでいきます。 

 

6．理事会 

   定款細則に基づき、年４回以上開催。 

 

7．評議員会 

   定款に基づき、定時評議員会として毎年度６月に１回開催するほか、定款、定款細

則により必要がある場合に開催する。 

 

8．監事監査会 

   年 4 回(5 月、8月、11月、3 月)監事による監査を実施。 

 

9．監査法人監査 

   年間計画表に基づき実施。 

10．全体行事予定 

 ( 1)令和 2 年度辞令交付式                       4 月 

 (02)防火訓練・避難訓練（各施設毎）     年 2回 

(03)職員健康診断、夜勤者健康診断      年 2回 

 (04)人権研修                年 2回 

 (05)感染症研修会（全体）          年 2回 

 (06)事故防止研修会（各施設毎）       年 2回 

(07)コンプライアンス及び虐待防止研修（全体）年 3 回 

(08)研修体系計画による外部講師研修     年 間 

(09)新卒採用試験                6 月 

(10)交通安全講習                7月 

(11)合同納涼祭                 8月 

(12)安全祈願祭・仕事始め式           1月 

(13)安全大会                  2月 

 

11．地域交流活動 

 （ 1 ）合同納涼祭の開催 

   法人全体の合同納涼祭を毎年８月の最終の日曜日に開催。本年度も、屋台の出店、 

ボランティアの方の演技・演奏、職員の傘踊り等を企画して、入所者様、入所者ご 

家族様、地域の皆様とふれあいをコンセプトに開催します。 

 （ 2 ）特養すこやか秋祭り 

   特に入所者様の白寿、卒寿、米寿等を祝い、ボランティアの方による演技・演奏や 

地域の児童の皆様の演技等を行います。 

 （ 3 ）きたやまふれあい祭り 
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   地域の皆様へ感謝をこめて、毎年９月にきたやまふれあい祭りを開催いたします。 

屋台を出店、ボランティアの方の演芸や、職員の傘踊り等により地域密着活動を実施 

します。 

12．設備・備品の整備(改修・新設) 

 （1）設備・備品関係(主なもの) 

   ① 車輌の更新を検討。 

   ② 厨房内設備の更新及び整備(厨房内の壁の補修・厨房設備の一部更新等)。 

③ ベッド・マットレス・車椅子の更新。 

④ レクリエーション機器の整備。 

⑤ 法人内通信網の有効活用と利用の拡充。 

 

13．教育事業 

   役職員の資質向上と利用者へのサービス向上を図るため、年間を通じて計画的な教

育・研修を行う。 

   (1)「階層別研修体系」に沿った研修 

外部講師による研修を、年間を通して実施。 

 （2）役員研修 

   ① 老健協会、老施協等の主催する管理者向け研修。 

   ② 市町村人権セミナー。 

 （3）医師研修 

   ① 老健協学会、老施協学会等の研修 

   ② 東部医師会研修 

 （4）職員外部研修 

   ① 老健協会、老施協、県社協、県・保健所等が主催する各種研修。 

   ② 他県、他市町村の法人施設の視察。 

 （5）ケアマネージャー現任研修 

   ① 県等主催の研修への計画・参加。 

 （6）施設職場内職員研修 

   ① 外部講師を招いて研修・講演会の開催。 

    ・感染症対策研修等 

② 伝達講習（外部研修の報告会）の充実。 

 （7）人権研修 

   ① 町教育委員会の協力を得て研修会を年２回開催。 

   ② 推進員研修等に参加。 

 （8）法人研修 

   ① 感染症研修会   年２回以上。 

   ② 事故防止研修会  年２回以上。 

③  その他      規程の改正時等必要に応じて随時開催。 

 

14．委員会活動 

 （1）全体の会議・委員会 



    

 
６

    本部、各施設より管理者、専門職がそれぞれの会議に出席し、毎月１回各施設の取 

組の検証と今後のサービス向上等の意見交換を行っています。身体拘束防止委員会 

は 2 か月毎の開催、サービス向上委員会（特養開催）は日程を調整して実施します。 

① 施設長会議 

③ 次長・課長会議 

④ 介護士会議 

⑤ 看護師会議 

⑥ 栄養士会議 

⑦ ケアマネ・相談員会議 

⑧ ＰＴ・ＯＴ会議 

⑨ 身体拘束防止委員会 

老健施設、特養施設、きたやま施設に委員会を設置。２か月毎に開催 

  ○身体拘束ゼロに向けた取組み。 

  〇身体拘束を実施する場合の適切な対応と実施状況の検証。 

⑩ サービス向上委員会 

（高齢者虐待防止、法令遵守及びサービス向上に向けた取組み） 

特養拠点に設置し、サービス向上に向けた取組みを全法人で共有する。 

 

 （2）施設ごとの委員会 

    拠点（施設）ごとに、拠点（施設）の実情に沿った委員会を設置し、入所者、 

利用者の方へのサービス向上等へ取組んでおります。 

◎老健拠点 

 ① 安全衛生委員会 

② 認知症ケア・エンドオブライフケア向上委員会 

③ 行事委員会 

④ ボランティア・研修委員会 

⑤ サービス向上・マニュアル作成委員会 

⑥ 給食委員会 

⑦ 虐待防止・リスクマネジメント委員会 

⑧ 感染防止・衛生委員会 

⑨ 排泄・褥瘡予防委員会 

   ◎特養拠点 

    ① 幹部会 （本会に虐待防止、感染症対策、給食委員会等も実施） 

    ② 地域交流ボランティア・広報委員会 

③ 研修委員会 

④ 安全対策委員会 

⑤ 介護力向上委員会 

⑥ 安全衛生・環境委員会 

   ◎きたやま拠点 

    ① 幹部会 

    ② 衛生委員会 
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③ 感染症対策委員会 

④ 災害対策委員会 

⑤ リスク対策委員会 

⑥ 地域交流委員会 

⑦ 給食委員会 

⑧ 広報委員会 

⑨ 研修委員会 

   ◎ケアハウス拠点 

    ① 行事・ボランティア委員会 

    ② 研修・虐待防止委員会 

③ 給食委員会 

④ 感染症予防・衛生委員会 

 

 （3）各拠点の委員会の取組の目的等について（主な共通取組事項） 

① 衛生委員会 

職員の健康障害（腰痛等）の防止及び健康の保持・増進を図る。 

② リスクマネジメント委員会 

    ヒヤリハット等の事故分析及び対策・改善に向けた取組と、リスク管理に関する法 

人内の取組方針の共有化、苦情対応・虐待防止等 

 

15．その他 

 （1）花いっぱい運動と環境美化。 

    全施設が花いっぱい運動の計画を立て、年間を通じて法人全施設へ花を咲かせて 

    いくよう取り組みます。入居者、利用者様と職員が一緒に花づくりに取組み、毎 

日花を見ることが楽しくなるような、「大切な花」を咲かせていきます。 

（2）花いっぱい運動と合わせて、建物及び建物周辺の美化に努める。 

 

  

各拠点の令和２年度の取組方針 

 

1．老健拠点 

  ◎施設介護 

    介護が必要な状態になっても、住み慣れた地域で在宅生活が継続出来るように地

域包括ケアシステムの拠点施設として機能する。 

   

【介護老人保健施設すこやか】 

   （１）目標管理の実践による組織力向上と人材育成 

      〇主任・副主任を中心とした組織活動の強化と整備 

   （２）地域包括ケアシステムの拠点施設 

      〇認知症ケアの質の向上･看取りケアの実施 

      〇多職種による在宅(地域)復帰のための連携、その支援 
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      〇在宅生活を見据えたリハビリテーションの実施 

      〇地域の介護事業所及び医療機関との連携強化 

   （３）事業の運営管理 

      〇効率的なベッド管理 

   

◎在宅介護 

    住み慣れた地域で自立した在宅生活が継続できるよう、通所及び訪問の在宅サー

ビスを提供するとともに、居宅介護支援により各サービス機関との連携を総合的に

支援する。 

   

【介護老人保健施設すこやか通所リハビリテーション】 

   （１）目標管理の実践による組織力向上と人材育成 

      〇主任・副主任を中心とした組織活動の強化と整備 

（２）地域包括ケアシステムの在宅拠点 

      〇生活継続のため生活機能の維持向上に有効なリハビリの提供 

      〇療法士の在宅訪問による生活アセスメントの実施 

   （３）事業の運営管理 

〇新規利用者の確保（利用率の向上） 

〇他機関との連携 

   

【介護老人保健施設すこやか訪問リハビリテーション】 

   （１）目標管理の実践による組織力向上と人材育成 

      〇介護支援専門員及び訪問介護員との協働による組織活動の強化 

（２）地域包括ケアシステムの中心的役割を目指した支援 

      〇日常の生活動作に沿ったリハビリの提供 

   （３）事業の運営管理 

〇新規利用者の確保 

〇各事業所との連携 

【通所介護事業所すこやか】 

   （１）目標管理の実践による組織力向上と人材育成 

      〇主任・副主任を中心とした組織活動の強化と整備 

   （２）地域包括ケアシステムの在宅拠点 

      〇目標達成型サービスにより役割のあるサービス利用 

      〇元気道場の有効活用と充実 

      〇地域貢献活動の実践 

   （３）事業の運営管理 

      〇新規利用者の確保（利用率の向上） 

      〇他機関との連携 

   

【訪問介護事業所すこやか】 

   （１）目標管理の実践による組織力向上と人材育成 
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      〇サービス提供責任者を中心とした組織活動の強化 

（２）地域包括ケアシステムの在宅拠点 

〇生活アセスメント力の向上 

〇自立生活継続の視点における援助 

    〇地域生活における役割復活のための援助 

   （３）事業の運営管理 

〇新規利用者の確保（利用率の向上） 

〇他機関との連携 

 

【居宅介護支援事業所すこやか】 

   （１）目標管理の実践による組織力向上と人材育成 

      〇介護支援専門員の協働による組織活動の強化 

（２）地域包括ケアシステムの中心的役割を目指した支援 

      〇社会資源の発掘と有効活用 

      〇生活アセスメント力の向上 

   （３）事業の運営管理 

〇新規利用者の確保 

      〇各事業所との連携及び情報交換 

 

２．特養拠点 

今年度の重点目標は、基本ケア・支援の充実、ユニットケアの充実、地域社会への貢

献、経営改善・基盤を確立する。また、職員の支援能力の向上に向けて、施設内外の研

修を計画的、意図的に実施及び各種委員会の活性化に努める。 

 

【特別養護老人ホームすこやか】 

（1）基本ケア･支援の充実 

    〇管理的･画一的な支援にならないように、多職種でサービス計画を作成する 

    〇情報を共有し、自立支援に向けた個別ケアの充実を実践する 

〇高齢者の尊厳を守るケアを継続する 

（2）ユニットケアの充実 

    〇ユニット毎で目標を示し、独自性のあるユニット運営を行い、入居者にとって 

居心地が良く安心できる空間を提供する 

    〇ユニットリーダーを中心に、最良の「すこやかのユニットケア」を常に求め、

日々のケアを提供する 

〇入居者が楽しめる「ユニット行事」を多職種との協働で充実する 

〇季節感のある献立や入居者の嗜好に配慮したおいしい食事を提供する 

〇口腔ケアの充実を図り、経口摂取の維持に努める 

〇終の棲家として、施設での看取りを推進する 

（3）ノーリフティングケアの推進 

    〇福祉用具の導入・活用を勧め、入居者・職員双方にとって継続的な安心・安全 

なケアを提供する  
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    〇ノーリフティングの拡充を図る 

（4）職員の資質の向上と職員配置 

    〇計画的な施設内研修を実施する 

    〇各種団体等が開催する必要な外部研修へ積極的に参加する 

    〇施設内各種委員会の活性化を図る 

    〇仕事と生活の調和を目指すことで、職員の定着率向上や子育て支援を推進する  

（5）地域との連携及び貢献 

    〇ボランティア、地域の学校、自治体などと協力し、入居者と地域社会との交流 

     を実践する 

〇積極的に情報の受発信を行い、施設外イベントへの参加を促進する 

〇交流学習や地域高齢者向け介護関連講習会・介護実習の受け入れを図る 

〇 家族交流会を開催する 

（6）経営改善・基盤確立 

〇空床期間の短縮（７日以内の入所）を実践する 

〇適切な、経費管理を実践する 

（7）安全衛生、災害対策 

〇防災訓練について、火災通報、初期消火、避難訓練、防災設備の復旧、地震対 

策などの訓練を重点的に実施する 

〇備蓄食料品・医薬品などの確保に努め、緊急事態に備える 

〇災害時に近隣住民・近隣施設との連携、協力体制の強化に取り組む 

 

３．きたやま拠点 

  ◎利用者に寄り添い、家族、地域とともに住み慣れた地域で利用者一人ひとりの 

生活を継続していく。 

 

【小規模特養きたやま】 

（1）介護技術・知識を活かし、利用者の満足度向上を目指す 

〇ケア方法の統一化 

   ・マニュアルを作成しケアの根拠統一する 

    〇非常時対応の可視化 

   ・異常発生時のフローチャートを作成し、実践していく。 

   〇専門技術・知識の向上を目指す 

   ・計画的かつ積極的な研修参加でスキルアップを図る 

   ・効果的な伝達講習を行い、共有することで事業所のレベルアップを図る 

   〇職員満足度向上を目指す 

   ・役割を明確化し、使命感を持てるような体制作り 

   ・チームワークの向上に向けた活動の充実 

   ・効果的、効率的な働き方の見直し 

（2）利用者の心身状況に合わせた生活援助を行う 

   〇状況に合わせた介護の実践する 

   ・アセスメント力の向上を図る 
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   ・身体状況に合わせたケアプランの作成、実施を行う 

   ・多職種との連携を密に図る 

・福祉用具の活用 

   〇家族や職員との情報共有を密にする 

   ・常に入居者の状態を的確に伝えるようにする 

   ・外出の機会を本人、家族と一緒に計画する 

（3）施設内の環境の改善を行う 

   〇５S３定活動の実施 

・倉庫内の整理 

   ・在庫管理の徹底 

   ・不用品の撤去 

【小規模多機能きたやま】 

（1）利用者が自宅での生活を続けるために必要な援助や助言を本人・家族へ 

   積極的に行う 

〇家族の困り事、心配事を共有する 

〇利用者の状況や変化を的確に把握し、適切なサービス提供をする 

    （2）チーム力の向上を目指す 

〇職員同士積極的に意見を出し合う 

    〇サービス評価の改善計画を１つずつ確実に実行していく  

（3）地域福祉の拠点となるよう、地域資源との関係性を構築する 

    〇運営推進会議で、事業所の取り組みを紹介する機会を企画する 

    〇日常的かつ積極的に地域住民と交流を図る 

     

４.ケアハウス拠点 

 

【ケアハウスすこやか】 

（1）法人理念に沿った自立支援と予防介護への取り組み 

   ①入居者の状態を把握し、施設支援計画書に沿った適切な支援の提供 

   ②懇談会での意見や要望に沿った余暇活動に努め生活満足度の向上 

  （2）各事業者との連携 

     ①地域の社会資源と繋ぎ、入所者の豊かな日常生活を支援する 

（3）空室のないケアハウスを目指す 

   ①待機者がスムーズに入居できるよう、常に申込者との連絡を密にする 

（4）職員の資質向上とサービス力向上 

   ①積極的に研修に参加し専門的な知識習得に努める 

（5）衛生管理、災害対策 

①館内を毎日清掃し、清潔を維持する 

②感染症予防対策の実施 

③防災マニュアルに沿い、風水害発生時等の支援体制徹底を図る 

   


