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はじめに 

日本の総人口（2020 年９月 15 日現在推計）は、前年に比べ 29 万人減少して

いる一方、65 歳以上の高齢者人口は、3617 万人と、前年（3587 万人）に比べ

30 万人増加し、過去最多となり、更に、総人口に占める割合は 28.7％と、前年

（28.4％）に比べ 0.3 ポイント上昇し、こちらも過去最高となっています。 

福井県の 2015 年の総人口にしめる 65 歳以上の割合（高齢化率）は 28.6％。

全国平均（26.6％）よりも 2.0 ポイント高くなり、今後、高齢化率は 2045 年ま

でに 9.8 ポイント上昇し、38.5％に達し、おおよそ 10 人に 4 人が高齢者になる

と見込まれています。 

 その中で、2021 年 1 月 1 日における南越前町の総人口は 10,258 人（外国人

を含む）で、男性が 4,967 人、女性が 5,291 となっています。そのうち 65 歳以

上の高齢者は 35.3％をしめ、人口の 2.8 人に 1 人が 65 歳以上、5.1 人に 1 人が

75 歳以上で、高齢者(65 歳以上)と生産年齢人口(15～64 歳)の比率は、1 対 1.5

となっています。つまり、若者ないし壮年または中年の 1.5 人がひとりの高齢者

を支える社会となっています。 

これから、高齢者向け施設・住まいの選択肢の増加や団塊世代の高齢化による

入居者ニーズの多様化に伴い、社会福祉法人においても、入居者一人ひとりが人



生の最終段階まで自分らしく暮らしていくため、一層多様なニーズへの対応が

求められるようになっていくことが予測されます。 

また、各地域で地域包括ケアシステムの構築に向けた取り組みが進む中、各種

設備のほか、介護に関わる人材やノウハウを持つ社会福祉法人には、地域におけ

る福祉の中核拠点として様々な役割が期待されます。 

  一方、深刻化する人材不足を含め、社会福祉法人の運営・経営を取り巻く環

境は厳しくなっていることも事実であり、こうした中で、入居者ならびに地域住

民の多様なニーズに対応するためには、様々なハードル・課題が存在することが

想定されています。 

それに対して、私たち社会福祉法人がそれぞれの創意工夫で入居者や地域住

民の多様なニーズにうまく対応し、また、対応に向けた課題としてどのようなこ

とがあるかを明らかにすることによって、今後の社会福祉法人の運営のあり方

の検討や支援の方法を構築していきたいと考えております。  

今後は、社会福祉法人の特徴を打ち出し、特有の経営課題を整理して、社会の

変化に対応して、安定した法人経営が継続できるよう、経営環境や経営上の改善

策について考え、改革を実践していきます。  

この中長期計画は、令和 4 年度～令和 8 年度の 5 年間を計画期間とします。 
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Ⅰ ご利用者様の人格の尊重と自立支援に向けた介護 

ほのぼの苑では、ご利用者様一人ひとりの人格を尊重し、自立支援を行いながら、生きが

いを持ち、安心して生活できる空間づくりを行います。地域住民の方々やご家族、保健・福

祉・医療サービスや地域のボランティア等、様々な地域資源1を活用していくことのできる

事業所づくりを行います。施設の中でその方らしくごく普通の生活を営むことができるよ

うに、また人として当たり前のことを当たり前にしていただけるように福祉サービスを提

供します。 

本計画においては、それをさらに進めた形で、「個別ケアの推進」「根拠に基づく自立支援

介護の推進」「職員の意識改革」の３点を今後重点的に取り組んでいく事項として掲げるこ

とで、ご利用者の人格の尊重と自立支援に向けた介護をさらに進めていきます。 

 

１ 個別ケアの推進 

〈到達目標：個別計画を提供することにより、ご利用者が満足感を持って、日々張り合いの

ある生活を送っていただける状態が実現されていることを目指します。〉 

 

 特別養護老人ホームは日常生活の場とされていることから、ご利用者が「自分らしく」暮

らしを継続していくことが重要です。高齢者の方が身体機能や認知機能が低下していく中

で、施設で「自分らしい」生活を継続していくには様々なケアやサポートが必要です。こう

いったケアやサポートを行っていくには、ご利用者一人ひとりの生活リズムや好みを把握

し、それらの情報をアセスメント2しながらケアの方針や計画を立てていくことになります。

このようなご利用者の具体的な情報に基づいた方針や計画に沿ったケアが個別ケアです。 

 「個別ケア」への取り組みを通して、ご利用者の満足感が高まっていければ、それは職員

のやりがい、即ち自己実現へと繋がり、それがさらに個別ケアを推進していく原動力ともな

ります。 

 そのためには、介護支援専門員や生活相談員を核とした多職種協働による日々のアセス

メントの強化を通して、ご利用者の個別ニーズを掘り起こし、それをケアプラン3に具体的

に落とし込むことで、ご利用者が満足感を持って、日々張り合いのある生活を送っていただ

ける状態の実現を目指します。 

 

【具体的取り組み】 

●アセスメントスキル向上研修を受け、アセスメントに必要となる基本的な視点と方法

を理解する。 

学ぶ内容として 

1． アセスメントとは何か 

2． サービスを必要としている人を理解する 
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3． 援助職中心ではなく利用者（当事者）中心のアセスメントの視点と方法 

4． 個別ケアの重要性 

5． 記録の書き方 

●介護支援専門員4がケアプラン研修を受講する。 

自立支援に資するケアマネジメントが行えることを目標に、インテーク5からアセスメン

ト、モニタリング6まで、一連のケアマネジメント7のプロセスに基づき、ケアプラン作成の

ポイントを学ぶ。 

●毎年、ご利用者とその家族の方に施設に対する満足度調査を行う。 

当施設より提供されるサービスの質を向上させる目的から、ご利用者とその家族の方に

アンケートを実施し、その結果を受け止めサービスの質の向上を図る。 

 

２ 根拠に基づく自立支援介護の推進  

２－１ 特別養護老人ホーム 8 

「介護」とは、食事や入浴、排泄などの単なる介助を意味するものではなく、その介助を

通して、ご利用者の持てる能力を活かし、その自立を促していくことこそが本当の意味での

介護であり、重要なポイントであると考えます。 

当施設では、個別ケアの考えのもと、ご利用者の希望や意向を最大限に尊重することを前

提に、ご利用者が自身の受ける介護について、その適否を正しく判断できるよう、日々のア

セスメントの強化を通してご利用者に必要な情報を提供するとともに、根拠に基づいて提

供を行う介護の内容について十分な説明を行い、納得をいただいたうえで、排泄、口腔ケア、

個別訓練などの自立支援介護を行っていきます。  

また、「認知症ケア」「褥瘡ケア」、「看取りケア」、「リスクマネジメント」9についても、 

引き続き全力で取り組んでいきます。  

 

(1) 排泄ケア 

 ＜到達目標：可能な限りオムツを外し、尊厳あるその人らしい当たり前の生活が送れる

よう支援していきます。＞  

 

安易におむつを使うのではなく、できるだけトイレに行き便座に座ってもらうようにし

ます。そのことがご利用者の自立（自立心）につながり寝たきりの予防にもつながります。 

 

【具体的取り組み】 

●個別ケア会議の実施。 

定期的に個別ケア会議を開催し、一人一人の目標を設定する。その人をあらゆる面から分

析、課題をクリアできた場合には、次のステップ考えての話合いを行っていく。 

●排泄ケア研修を受講する。 
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１、ご利用者の自主性を促し、能力を最大限に生かした排泄ケアの提供に必要な基本的な知

識（排泄のメカニズム、排泄障害の原因と対処法など）を学ぶ 

２、チームケアを実施するための考え方・手法を学ぶ 

３、下剤の種類・効用等について学ぶ 

●多職種共同による排泄支援計画書を作成する 

●ICT（情報通信技術）10を使って排泄に関する情報のデータ化を行う 

 個別に排泄リズム、形状、下剤の有無等の情報を介護ソフト11に入力しデータ化していく。 

 

(2) 口腔ケア  

＜到達目標：口腔ケアの取り組みを強化することで、「誤嚥性肺炎12の防止」と最期まで 

食事の経口摂取が可能な状態の実現を目指します。＞  

 

口腔機能の向上は、ご利用者の健康維持のための栄養の摂取に資することはもちろん、美

味しく食事をいただくことは人生における大きな楽しみの一つであり、日々の生活の張り

合いにも繋がります。高齢者に多く見られる疾患に肺炎がありますが、適切な口腔ケアを実

施していくことで、肺炎、特に誤嚥性肺炎の予防に効果があることが明らかになっています。 

当施設では、歯科医師、言語聴覚士（ST）13との協力関係を継続するとともに、理学療法

士（PT）14、介護職員、看護職員、管理栄養士15、施設ケアマネ16等による多職種協働で口

腔ケアの取り組みを一層強化し、「誤嚥性肺炎の防止」とご利用者が人生の最終ステージま

で自分の口から安全に食事摂取が可能である状態の実現を目指します。 

 

【具体的取り組み】 

●歯科医師、言語聴覚士との連携強化。 

●ICT（情報通信技術）を使って口腔ケアに関するデータ化を行う。 

個別に口腔、嚥下、摂食状況等の情報を介護ソフトに入力しデータ化していく。 

●多職種連携のもと、取組の実施、評価の継続（PDCA サイクル）17 

●職員の口腔ケアに対する知識、技術の習得及び向上 

歯科医師が、介護職員に対し口腔ケアに関わる技術的助言および指導を月１回以上行      

 う。 

 

(3) 個別機能訓練 

 ＜到達目標：機能訓練指導員18として常勤の専門職（PT 等）を配置し、個別機能訓練を

積極的に取り組むことで「寝たきりゼロ」を目指します。＞  

 

個別機能訓練に取り組み、身体機能の向上を図ることは、単に立位や歩行という「個々の

行為」が可能となるにとどまらず、トイレでの排泄や各種行事へ積極的参加など、「多様な
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生活機能」の改善・向上に繋がり、それはご利用者の生活意欲の向上として現れます。 個々

のご利用者ごとに、臥床時間を短縮したり、座位を保つ時間を増やすこと、また立位保持や

歩行訓練等を行うなど、ご利用者の意向や目指したい状態を尊重しつつ、その方にあった方

法で、機能訓練指導員、介護職員、看護職員等多職種協働で個別機能訓練を実施し、自立支

援に取り組んでいきます。 

また、当施設では、機能訓練指導員として常勤の専門職（PT）を配置し、個別機能訓練

に積極的に取り組むことで「寝たきりゼロ」を目指します。 

 

【具体的取り組み】 

●機能訓練指導員が各フロアの介護職員、または看護師と情報交換・共有しながら一人ひ

とり、その人らしく過ごしてもらうサポートをする。 

●機能訓練指導員がポジショニング19や介助方法の提案をする。また、一人ひとりに合わ

せた訓練内容を考え介護職員に伝達し行ってもらう。 

●定期的に集団体操を実施、脳トレ・口腔体操・全身体操を行うことで機能維持に繋げる。 

●ICT（情報通信技術）を使った機能訓練のデータ化を行う 

個別の機能訓練メニューを作成しその実施記録内容と身体機能の変化等の情報を介護ソ

フトに入力しデータ化していく。 

●機能訓練指導員が地域のサロン20に参加し、転倒予防・腰痛予防・膝関節痛予防・脳卒

中予防・自宅でできるトレーニング等を紹介し介護予防・健康づくりをサポートします。 

 

(4) 認知症ケア 

 ＜到達目標：認知症ケアを実践していくことで、認知症高齢者が「明るい笑顔」で 過ご

せることを目指します。＞  

 

今後、ますます認知症高齢者が増えるとされる中、認知症ケアへの取り組みは大変重要な

課題であり、当施設においても積極的な取り組みが求められています。 

認知症高齢者の言葉や行動は、本人にとってはすべて理由があって行っているものであ

り、感情面はその方の終末期まで残ると言われています。認知症高齢者への対応として留意

すべきことは、その方が認知症であることにとらわれることなく、「尊厳を持った個人」と

して受容することです。 

その上で、その人生観や過ごしてきた環境などの把握を通して言動の理解に努め、適切な

対応を行うことが、認知症高齢者の心の安定に繋がり、明るい笑顔が生まれます。その結果、

BPSD（行動・心理症状）21が軽減されれば、職員の介護負担も軽減されます。 

当施設では、認知症ケアに取り組む環境整備に向け、職員に対する人権研修や認知症の専

門研修を実施し、より専門的な認知症ケアを実践していくことで、認知症高齢者が「明るい

笑顔」で過ごせることを目指します。 
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【具体的取り組み】 

●入所時並びに適宜必要時、ご利用者や家族等に対して、生活歴22等のヒヤリング23の実

施 

●ヒヤリングで得た情報を基に、行動パターンの分析を行い、より適切なアプローチ24を

検討実施する。 

●レクレーションやゲーム、さまざまなプログラムで脳を使うことで認知症予防に繋げ

る。 

●認知症に関する研修を受ける。 

認知症の基礎知識・技術、それを実践する際の考え方を学ぶ 

1、 認知症とは 

2、 認知症介護の方向性 

3、 BPSD（認知症に伴う行動・心理症状）とは 

4、 高齢者の疾病と BPSD  

●施設内で認知症介護研修を 2 回/年以上開催。 

●認知症実践者研修25、認知症介護リーダー研修26への継続的に参加する 

認知症介護リーダー研修に毎年職員１人受講し、令和８年度には認知症リーダー研修

修了者を５人増やし、合計１５人にする。 

●今いる場所が楽しい所になるなど、不安を軽減することや混乱を招かないような環境

を整える。 

1、温度、音、光、におい、家具、空間などの物理的環境要因を整える。 

2、介護者も含めた周囲の人たちとの関係性といった人的環境要因を整える。 

⇒落ち着く場所づくりを行う 

・観葉植物や照明を置き、ソファ等でゆっくり過ごしてもらう 

・ご利用者が植物の世話をすることができる。 

・ご家族とのゆっくり時間を過ごすことができる。 

・読書が好きな方には静かに過ごすことができる場所を提供する。 

 

(5) 褥瘡27ケア 

 ＜到達目標：ご利用者ごとに、褥瘡管理に関する事項に対し関連職種が共同して取り組

み、また、ご利用者の状態を考慮し評価を行ったうえで、褥瘡ケア計画を作成し、その計

画に基づき支援します。＞  

 

２０１８年介護報酬改定で、入所者の褥瘡発生を予防するため、褥瘡発生に関連する項目

の定期的な評価を実施し、計画的に管理するプロセスを評価する「褥瘡マネジメント加算」

が新設され、そして、２０２１年４月の介護報酬改定では、国に褥瘡ケアに関するデータ提

出をしてフィードバック28を受けるというＰＤＣＡサイクルを評価する加算と、その結果と
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して利用者の褥瘡が発生しなかった場合にアウトカム評価29をする加算体系が新たに創設

されました。 

褥瘡マネジメント加算を算定するためには、さまざまな専門職が連携し褥瘡の予防に向

けた計画を策定する事が必要となります。その計画に基づいて支援を行う事となるため、ご

利用者に関わる職員全員が統一した支援を行う事にもつながります。 

 

【具体的取り組み】 

●褥瘡に関する研修を受ける。 

1、予防から治療に関する褥瘡ケアの基本を理解する。 

2、ポジショニングの目的を学んだうえで、考え方、姿勢が体に与える影響、姿勢管理につ

いて理解する。 

3、褥瘡を予防するための体圧管理について学び、実際の現場で実践することができる。 

4、褥瘡のステージ30に応じた栄養について学ぶ 

5、体圧分散用具31の必要性や用途について学ぶ 

●ICT（情報通信技術）を使った身体状況のデータ化を行う 

褥瘡の状態（深さ、浸出液、大きさ等）を記録し治療から完治までの情報を介護ソフト

に入力しデータ化していく。 

●褥瘡ケア計画の作成 

 

(6) 看取りケア  

＜到達目標：医師の指示に従って痛みを和らげる方法をとり、静かにその人らしい最期を

迎えることを支援します。＞ 

 

看取りケアとは、身近に迫った「死」を避けられない状態にある人に対しての介護のこと

です。肉体や精神の苦痛を緩和させつつ、「残された時間を充実させる」「尊厳ある人生の最

期を支える」等人としての尊厳を残したままの生活支援を目的としています。 

 

「看取りケアの種類として」 

1.身体的ストレスの緩和 

 怪我や病気による痛みなどがある場合、痛みを和らげる対処などが必要となります。身体

にかかる負担を減らし、身体的なストレスを緩和させるための支援を行います。 

2.精神的なケア 

 人生の終わりに直面し不安や恐怖を感じてしまう時に、精神面を支えていきます。話を聞

いてあげる、ベッドの周りに思い出の品を置くなど、本人が喜ぶような支援が中心となりま

す。自分らしく最期を迎えられるようなその方に寄り添った支援を行います。 

3.ご家族へのサポート（グリーフケア）32 
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 終末期を迎えたご本人と同様、ご家族も不安や苦痛を感じます。大切な人が近いうちに亡

くなると分っている状態は、大きなストレスを抱え、寂しさを拭いきれない状態にあります。

そのため、不安定な精神状態にあるご家族のサポートも看取り介護における大切な要素で

あると考えます。 

 

 【具体的取り組み】 

●医師・看護師と 24 時間連絡をとれる体制の継続。 

●施設入所の際の指針について、ご本人やご家族に説明し同意を得る。 

  看取り介護はご本人やご家族の同意が必須となります。看取り介護とは何かを知った

うえで、了承がなければ介護行為は行えません。たとえば、胃ろう33などの処置は行わな

いなど、他の手段との違いについてじっくりと話し合う必要があります。 

●医師・看護師・ケアマネージャー34・介護職員、生活相談員35、管理栄養士、理学療法

士等 

に対し看取りに対し見直しをする。 

  看取り介護はご家族やご本人のみで行うものではありません。医師・看護師・ケアマネ

ージャーなど、多くの人々が関わります。そのため、本人の状態などを加味したうえで話

し合いをし、看取り介護計画を立て、その後も意向の確認しながら、適宜、計画を見直し

ていきます。 

●看取りについて研修を行う。 

●看取りの際は居室や静養室などの環境を整え、他のご利用者に配慮する。 

●看取り介護に関するアンケートを実施し、その結果をサービスの質の向上に活かす 

 

(7) 介護事故の防止  

＜到達目標：令和 8 年度（2026 年度）の事故発生件数は、令和 3 年度の件数から 25％の

件数が削減されていることを目指します。また、インシデント（客観的事実として事故に

至る可能性があった事実）を共有して改善することで同一のご利用者が起こす繰り返し

の事故を削減します。＞ 

 

事故の削減は「根拠に基づく自立支援介護」の実践を進める中で、同時に取り組みを進め

ていくことが重要です。その結果、事故が減少すれば、ご利用者に安心して生活いただける

うえ、安心して利用できる施設として対外的な評価も高まります。 

 

 【具体的取り組み】 

●ICT（情報通信技術）を使った事故状況のデータ化を行う 

事故の状況、ご利用者の状態、応急措置や緊急搬送を行ったか等、事故の情報を介護ソ

フトに入力しデータ化していき再発防止策に役立てる。 



8 

 

●再発防止策の検討 

ご利用者の行動把握や環境整備、サービスマニュアルの見直し、施設利用ルールの見直

し、職員のスキルチェックや再研修、施設の物理的な改修、備品の見直し等を行う。 

●医師、看護師、消防士、日赤指導員36などから適切な応急措置の方法を学ぶ。 

外傷措置のほかに、食べ物を喉に詰まらせた場合のタッピング37や心臓・呼吸停止の心

肺蘇生38・AED39などの応急措置の方法を学ぶ。 

 

２－２ 短期入所事業40 

 ＜到達目標：南越前町では、高齢者・高齢化率とも年々増加傾向にあり、支援を必要とす

る人の増加が想定されています。また、一人暮らしの高齢者の増加とともに外出せずに地域

との関りが途絶えてしまう人も増える懸念があるため、高齢者の生きがいづくりや健康づ

くり、自立した生活ができるような支援を行うことで、地域の高齢者を見守り支える体制づ

くりを目指します。＞ 

 

厚生労働省の調査では、「介護を受けながら自宅で過ごしたい」と望む高齢者が 7 割を占

めており、このような状況の中、国民の医療や介護における需要についても増加することが

予想されます。 

 短期入所事業においても、平成１２年のほのぼの苑の創設以来、毎年稼働率が 90％を超

える高い利用率を残しており、今後もその必要性が高まることが予想されます。在宅サービ

スへの需要の高まりから、その必要性に対応する在宅サービスの量の増加が求められてお

り、その役割を担うのが社会福祉法人といえます。 

社会福祉法人は、社会福祉事業を行うことを目的として社会福祉法にもとづいて設立さ

れている法人です。公益性の高い、非営利法人であり、社会福祉事業の主たる担い手として

ふさわしい事業を確実、効果的かつ公正に行っています。 

また、地域福祉の担い手として、福祉サービスの利用者だけでなく、地域に暮らす人びと

の「生きる」を支えるため、社会福祉事業にとどまらない、地域のニーズに応える取り組み

を実践し、そこから新たな福祉サービスをつくり出しています。 

令和 2 年度の調査で南越前町の在宅サービスにおいて毎月約 500 件の利用がありました。

その内の 45%が南越前町内の事業所を利用していますが、残りの 55%は他の市町の事業所

を利用している現状があります。南越前町内の在宅サービスを整備することにより、可能な

限り人生の最期まで住み慣れた地域で安心して生活できる仕組みの構築、つまり地域住民・

地域施設で高齢者を支えあう地域福祉サービスへの転換が求められております。 

 

【具体的取り組み】 

●南越前町以外の在宅サービスを利用している方の受け皿になるために、また、地域福祉  

に貢献するために短期入所事業を定員１０名から１６名に拡大します。 
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●医師・看護職員・介護職員・理学療法士・介護支援専門員・生活相談員・管理栄養士等

がそれぞれの専門性を活かし充実したサービスを提供するよう務めていきます。 

●看護師、理学療法士が、常時、健康チェックをしたうえで、各ご利用者の健康状態に合

わせたリハビリを行っていきます。 

●ご家族の方が病気や冠婚葬祭などで一時的にご家庭での介護が困難になった場合やご

家族の介護疲れの軽減、ご本人の身体機能維持や気分転換を含めた状態安定のために

ご利用していただきます。 

●食事・入浴・排泄の介助やレクリエーション、機能訓練などのサービスを提供します。 

●四季を感じる行事・催しを企画します。 

  施設の生活でも四季を感じることができるように、お花見、納涼祭、流しそうめん、新

年会、餅つき会等の催しを行います。また、個々の希望に合わせて外食、外出、喫茶、買

い物、レクリエーションなど様々な行事を企画しています。 

 

２－３ デイサービス事業  

＜到達目標：要介護状態となった場合においても、ご利用者が可能な限り自分の居宅におい

て、持ってい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、ご利用者の社会的

孤立感の解消及び心身の機能の維持並びにご利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減

を図ることを目指します。＞  

 

 政府は「できる限り、住み慣れた地域で必要な医療・介護サービスを受けつつ、安心して

自分らしい生活を実現できる社会を目指す。」という指針のもと、在宅医療・介護の推進に

力を入れています。このような背景もあり、自宅に住みながら日中の一定時間施設に通って

医療・介護サービスを受ける「通所サービス」の利用者が増えています。 

 南越前町においてもその傾向は顕著に表れており、今後も更に、通所サービスの必要性は

高まるものと予想されます。地域住民が安心して過ごすことができる社会は安定して充実

した福祉サービスのもとに実現するといえ、そのサービスの中心を担うのが地域のデイサ

ービスであります。 

デイサービスは、ご自宅にこもりがちな方の社会的孤立感の解消や心身機能の維持・向上、

またご家族の身体的・精神的負担の軽減などを目的としています。 

主に朝から夕方までを施設で過ごすことができるサービスであります。在宅で生活を続

けている要介護者のご家族は日中に仕事がある方や介護につきっきりで自分の時間を取れ

ないご家族などの事情が多く、デイサービスを利用することで介護者が外出できる機会は

大変貴重なものになります。日中離れていられるからこそ在宅介護を続けられるというご

家族は決して少なくありません。デイサービスはそのような事情を抱えるご家族様の在宅

介護を支えるために最も必要とされるサービスといえます。 
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【具体的取り組み】 

●南越前町以外の在宅サービスを利用している方の受け皿になるために、また地域福祉

に貢献するためにデイサービス事業の定員を１５名から２５名に拡大します。 

●家に閉じこもりがちで社会的交流が少ない対象者の孤立感の解消や、心身機能の維持、

家族の介護の負担軽減などを目的として実施します。 

●食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機能維持向上のための機能訓練や口腔機

能向上サービスなどを日帰りで提供します。 

●四季を感じる行事・催しを企画します。 

  施設の生活でも四季を感じることができるように、七夕製作・飾り付け、ドライブ（花

ハス、海、紅葉等）、季節の壁画等の貼り絵、納涼祭、運動会、紅葉見学、クリスマス会

等の催しを行います。また、個々の希望に合わせて外食、外出、喫茶、買い物、レクリエ

ーションなど様々な行事を企画しています。 

●病気やケガなどが原因の機能低下に対して、リハビリ専門職である理学療法士等が、そ

の方に合わせたプログラムを作成し、目標や楽しみを持って 機能訓練に取り組めるよう

支援してまいります。また、日常生活で行われる動作を改善・維持するための機能訓練を

行い、ご利用者様の自立支援に繋げていきます。 

「具体的な活動として」 

ロコモ体操41、歩行訓練、脳トレ、口腔体操、関節可動域訓練42、上下肢筋力訓練など 

●地域においてリハビリテーション専門職等を活かした介護予防に対する取組を推進し、

要介護状態になっても、生きがい・役割をもって生活できる地域の実現を目指します。 

●看護職員による健康管理を行います。 

●感染対策を継続的に行い、コロナウイルスをはじめ、インフルエンザやノロウイルスな

どの感染防止に努めていきます。 

●利用日にはバイタル43測定をはじめ、健康チェックを行い、ご利用者様の状態に変化が

ないかを確認します。いつもと違う状態の時にはご家族様や担当のケアマネジャーに連

絡し、状態の報告を行います。早めの病院受診をしていただくことで、病気の早期発見、

早期治療につなげ状態悪化の予防に努めていきます。 

●ご利用者様に合わせた食事の提供を行い、栄養状態の維持に努めていきます。食事摂取

量や水分摂取量のチェック、体重測定の他、誤嚥性肺炎の予防のため食前の口腔体操、食

後の口腔ケアを実施します。口腔状態の悪化から、栄養状態の悪化につながり、全身状態

の悪化につながる恐れがあるために、当事業所では口腔状態の観察や栄養状態の観察を

行い、結果を 6 か月に 1 回、ケアマネージャーに報告します。必要時にはご家族様に報

告し、早めに対応していただくことで全身状態悪化の予防に努めていきます。（口腔・栄

養スクーリング加算の算定） 
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3 職員の意識改革  

＜到達目標：すべての職員が施設の置かれた状況を正しく理解するとともに、高い人権意識

と優れた接遇44スキルを持ちつつ、施設一丸となって本計画の達成に向けて取り組んでいる

ことを目指します。＞ 

 

職員一人ひとりがご利用者の人権を尊重することの重要性を正しく認識し、他人の人権

にも十分に配慮した行動をとることができるように人権教育・啓発を推進します。 

更に、介護業務は人命にも関わる仕事です。安心安全な介護を提供するためには、しっか

りとした接遇をもって利用者との間に信頼関係を築くことが重要です。関係性が築けてい

ないと身体をあずけるのに恐怖を感じたり、介護拒否につながったりする可能性がありま

す。同様に、大切な家族の介護を安心して任せてもらうために、ご利用者のご家族から信頼

を得ることも大切です。 

また、職員同士の関係においても、接遇は重要です。人間関係が良くない職場では、報連

相（報告・連絡・相談）などの必要なやりとりが適切におこなわれず、業務に支障をきたし

てしまう恐れがあります。 

施設内外を問わず接遇を心がけることで、優れた介護サービスが提供でき、結果的にご利

用者やそのご家族、職員の満足度向上につながります。 

 

【具体的取り組み】 

●人権研修の開催（高齢者福祉施設の職員としてあるべき姿を学ぶ） 

1、介護保険指定基準において禁止の対象となる身体拘束を理解する。 

2、養介護施設従事者等の義務について理解する。 

●接遇研修の開催（高齢者福祉施設の職員に求められるおもてなし力とは） 

1、ご利用者の尊厳を守ることを理解する。 

 人生の先輩として、その方々に対して敬意を払いながら身の回りのお世話をするのは当

然のことです。失礼がないように接遇マナーを身につけることは欠かせません。 

2、ご利用者との信頼関係を築く必要性を理解する。 

 ご利用者に心を開いてもらわなければ介護をすることは困難です。職員の対応の悪さに

よって利用者に不信感を与えてしまい、介護拒否につながるケースも多々あります。 

 事故を起こさず正しく安全に介護をするためにも、思いやりのある接遇マナーによって

利用者との信頼関係を築いていくことがとても重要です。 

3、他事業所との差別化について理解する 

 数ある施設の中から選んで利用してもらうためには他事業所との差別化が必要です。 

そのためにも接遇が大切になってきます。 

●高齢者虐待防止研修を受ける。 

1、高齢者虐待防止法45について理解する。 
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2、高齢者虐待に対する考え方について理解する。 

3、高齢者虐待防止の基本について理解する。 

●クレーム46対応力強化研修を受ける。 

1、クレームがこじれる原因を考える。 

2、電話によるクレームの初期対応のポイントを知り、実際の対応スキルが身につける。 

3、初期対応で対応しきれないクレームに対する二次対応の方法論を知る。 
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Ⅱ 中長期的な視点に立った経営基盤の確立  

第１次中長期計画では、運営する各種サービスを安定的に提供していくために、利用率の

向上や効果的な経費削減への取り組みを進めていきます。また、中長期的な視点に立った経

営基盤の確立を目指すため、新規施設の開設、新たな事業展開について検討することとして

います。  

本計画においては、当施設が将来に向けて、安定的・持続的に事業運営を続けていくこと

ができるよう、法人の経営基盤の維持にとって必要な収益が確保できるよう目標利用率の

設定を行います。 

また、新規施設の開設について、初期費用や収支見通しなどを具体的に検討し、可能なも

のから順次着手していくことで、当施設が、将来に向けて更に発展しつつ安定した経営を続

けていくことができるよう経営基盤の確立を図っていきます。  

 

１ 経営基盤の確立 

(1) 中長期的な視点に立った安定的・持続的な収入の確保  

＜到達目標：経営基盤の維持に必要な収益が確保できるよう「目標利用率」を設定し、

専門性の異なる職種が互いに連絡を取り協力する多職種連携による取り組みによって

その達成を目指します。＞ 

 

本計画においては、当施設が安定的・持続的に事業運営を行っていくために必要な収益の

確保を可能とするよう、実質的に必要な目標利用率の設定を行います。 

また、その達成に向けては、専門性の異なる職種が互いに連絡を取り協力し、ご利用者の

生活の質を向上させることを前提としています。 

 

【具体的な取り組み】 

●外部環境分析を行う 

（他施設の動向、人口動態、地域政策、紹介窓口との関係性など） 

●内部資源分析を行う 

（営業プロセス各数値の確認、利用者住所からの地域ニーズの逆算、内部連携状況など） 

●入院防止の具体的ケースカンファレンスを実施する 

●無料見学会の企画と実施をする 

（地域住民、居宅支援事業者等が対象） 

●施設の特徴を明確にし、資料、パンフレット、広報等に明確に落とし込む 
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(2) 効果的かつ適正な経費執行のための支出の削減  

＜到達目標：現在の経費支出から「ムリ・ムダ・ムラ」をなくし、より効果的かつ適正

な経費執行を目指します。＞  

 

 当施設では、支出の削減にあたり、内部だけでなく外部の意見も聞くことで、経費支出に

潜む「ムリ・ムダ・ムラ」をなくし、より効果的かつ適正な経費削減を目指します。 

「ムリ・ムダ・ムラ」をなくすことが、業務手順の見直しや必要備品の統一化などへと発

展していき、事業運営の改善に繋がっていくものと考えています。 

【具体的な取り組み】 

●水道光熱費の使用量の検討を行う 

●照明のＬＥＤ47化を実施する 

●電気をこまめに消すことの周知徹底を行う 

●適正空調温度の検討を行う 

●定年劣化した箇所の継続的な修繕 

 

２ 事業拡大への取り組み 

 ＜到達目標：短期入所事業、デイサービス事業を拡大します。これに着手することで法

人のさらなる経営基盤の確立と発展を目指します。＞  

 

当施設は、平成１２年１０月の開設以降、事業拡大はしておらず、固定した枠組みの中で、

唯一利用率の向上のみを手段として 収益の確保に努めてきました。しかし、昨今の社会保

障費の削減を背景とした介護報酬の切り下げの影響で、当施設の収入は減少していくこと

が予想されます。 

今後、利用率の向上のみに頼ったリスクの回避策を続けることは、職員のモチベーション

48の低下など、将来の法人経営を逆に不安定にしてしまう可能性が高いと考えています。 ま

た、この先も介護報酬の切り下げが続くことが見込まれる中、当施設が将来に向けて安定し

た経営基盤を確立していくには、利用率の向上策に加え、事業規模を大きくすることで、確

保する収入の総額を増やしていくことが必要と考えています。  

当施設の事業規模を拡大し、新たな収入を確保できるよう、将来に向けた経営基盤の拡充

と当施設の発展を目指していきます。 

 

【具体的な取り組み】 

●短期入所事業を定員１０名から１６名に拡大以降、平成 27 年から令和元年までの年間

平均収益の 1.5 倍の収益増を目指します 

●デイサービス事業の定員を１５名から２５名に拡大以降、平成 27 年から令和元年まで

の年間平均収益の 1.5 倍の収益増を目指します 
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Ⅲ 人材の確保・育成及び定着 

「事業は人なり」という言葉があります。素晴らしい理念に基づき、完成された組織体制

を作っても、それを生かせる「人」を得られなければ、法人としての発展も社会貢献もでき

ず、社会福祉法人としての使命を果たすことができません。 

 ほのぼの苑が、ご利用者様に対し、優れた専門性に基づく高品質な介護サービスを安定的

かつ持続的に提供していくためには、職員一人ひとりがその持てる能力を十二分に発揮し、

生き生きと仕事に取り組んでいくことが不可欠と考えています。 

 しかし、人口減少社会を迎え、就労人口の減少が今後加速すると見込まれる中、優秀な人

材を確保し、その育成・定着を図っていくことは、非常に困難となってきており、時代の変

化を踏まえた新たな取り組みが強く求められています。 

 ほのぼの苑が、将来に向け、法人として、さらに発展していくことができるよう、従来か

ら実施してきた取り組みに加え、以下に述べる新たな取り組みを実施していくことで、人材

の確保・育成及び定着を図っていきます。 

 

１ 人材の確保 

（１） 求人活動への取り組み 

＜到達目標：ほのぼの苑のグランド49イメージを構築し、「ブランド化50」を図り、「この

施設で働きたい」と思うようなイメージ戦略を実施することで人材の獲得につなげま

す。＞ 

 

人材の獲得においては、自施設のどこがストロングポイントかを見極め、PR すること 

必要となります。ほのぼの苑では、これまで、公設民営51の施設であること、労働環境改善、

福利厚生の充実等をセールスポイントとして、職員の確保に努めてきましたが、さらに、施

設の特色や強みを前面に出し、他法人・他企業との差別化を図り、ブランド化していくこと

で、求職者に選んでもらえる施設としてのイメージ戦略を実施、人材の獲得につなげていき

ます。 

   また、学卒者の新規採用確保のため、県内の専門学校や高校、就職フェアに出向き、学卒

者にアピールすることで新規採用の確保に努めます。 

 

【具体的取り組み】 

●施設のグランドイメージを固める 

●広報誌、ホームページへの掲載 

●求職者向けのパンフレットの作成 

●求人セミナーへの積極的参加 

●「ユースエール認定52企業」として認定を受け、施設のイメージアップや優秀な人材
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の 

確保につなげる 

(2) 高齢者雇用の継続  

＜到達目標：再雇用制度を継続し、高齢者の積極的な活用を進めていきます。＞  

 

ほのぼの苑では現在、一般職員の雇用については、60 歳定年制を採用していますが、希

望者には 65 歳までの再雇用制度を採用しています。嘱託職員からパート職員まで幅広い形

態の採用を行い、高齢者人材の積極的な活用を継続していきます。 

 

【具体的取り組み】 

●再雇用制度の継続実施と適宜見直し 

 

  ２ 人材の育成  

(1) キャリアアップ53システムを活用した人材育成  

＜到達目標：キャリアアップシステム及び研修内容について、随時見直しを図り、法人が目

指す職員像に基づき、職務能力の開発及び、全人的な成長を目的とした人材を育成してい

きます。＞ 

 

ほのぼの苑では令和 2 年度に新たにキャリアアップシステムを導入しました。キャリア

アップシステムでは、職階に応じて業務内容の各段階を設定し、そこにおいて必要とされる

知識・技術の内容を示すとともに、それらの知識・技術を習得するための施設内での研修の

取り組み、活用できる施設外での研修について示しています。 

キャリアップシステムには、能力を開発するための研修体系、さらに評価するための人事

評価制度といった要素があります。こうした仕組みに加えて、定期的な面談を通じて、コミ

ュニケーションを図り、個々人の希望を反映して、キャリア形成を支援しています。 

今後も随時見直しを図り、法人が目指す職員像に基づき、職務能力の開発及び、全体的な

成長を目的とした人材育成に取り組みます。 

 

【具体的取り組み】 

●キャリアップシステムの適宜見直し 

●内部研修の適宜見直し 

●外部研修への積極的受講促進（個別研修目標の管理と個人面談の実施） 

●専門職員（調理、看護）研修の企画及び外部研修への受講促進 

●資格取得奨励支援の継続実施 
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(2) 新規採用職員の育成・定着  

＜到達目標：新規採用職員については、2 年度に導入した「プリセプター制度」54に基づき、

組織的・計画的な業務指導を実施することで、その育成と定着を進めていきます。＞  

新規採用職員の育成・定着は、将来に向けほのぼの苑の安定した礎を築く上で必要不可欠

な事項です。そのため、組織的かつ計画的に新規採用職員に業務指導を行い、その能力開発

を行っていくことが極めて重要であると考えます。  

ほのぼの苑では、まず介護職員について、令和 2 年 4 月から新たに導入した「プリセプ

ター制度」に基づき、指導職員と新規採用職員が理解の進み具合を相互に確認しながら OJT 

55を進めていくことで、職員の能力開発と育成を進めています。 

しかしながら、プリセプター制度利用においての問題点等の見直しをしていくまでには

到っていないため、今後、活用の見直しを検討していきます。 

また、指導職員によって指導内容に差が生じないよう、指導職員を対象とした「プリセプ

ター養成研修」をできる限り受講していただきます。指導職員としての一定のレベルの担保

を図るとともに「優れた専門性に基づく高品質な介護」の確立に向け、業務の標準化を進め

ていきます。 

 

【具体的取り組み】 

●入職研修を見直し、「新人学習帳」の作成 

●プリセプター制度マニュアルの適宜見直し 

●プリセプター養成研修の受講促進 

 

(3) 将来の中枢を担うリーダー職員の育成 

 ＜到達目標：将来の中枢を担うリーダー職員の育成を目指す研修を新たに研修体系に組み

込み、計画的に育成を進めます。＞  

 

福祉サービスの仕事は生活の支援を必要とする人々に対する専門的なサービスでありま

す。組織の一員として、メンバーシップや連携が重要であります。サービスの質や活動の成

果は、チームワークや連携が良好に保たれているかどうかによって決定づけられ、その要に

なるのがチームリーダーであると言っても過言ではありません。 

組織運営管理も含め、チームリーダーとしてのリーダーシップの醸成、的確に物事を判断

できるマネジメント能力や多職種との連携等を習得させるため、研修体系の中に新たに「リ

ーダー職員育成研修」を組み込み、計画的なリーダー職員の育成を図っていきます。 

 

【具体的取り組み】 

●目指すリーダー像の明確化の見直し 

●リーダー職員育成研修の具体的検討   
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３ 人材の定着  

(1) 風通しの良い職場風土の醸成  

＜到達目標：風通しの良い職場風土の醸成により、良好な人間関係の形成に努めるとともに、

職員が共感できるやりがいのある職場環境を創出し、定着に繋げていきます。＞  

 

職員の離職理由については、国の調査で「職場の人間関係」と「職場の労働環境」が最も

多いことが分かっています。上司の支援や同僚の協力が得られ、自由に意見を交換できる風

通しの良い職場風土の醸成により、良好な人間関係が形成されれば、それが職員の定着化に

繋がっていきます。 そのためにも風通しの良い職場風土の醸成を図ることでストレスの少

ない良好な人間関係を構築するように努めます。 

仕事にやりがいを感じ、モチベーションを向上できる職場を創り上げていくことによっ

て、職員の定着に繋げていきます。 

 

 【具体的取り組み】 

●年 2 回の個人面談の継続実施 

●職員目安箱の設置の継続 

●睦会主催による歓送迎会、忘年会、旅行の企画実施 

 

(2) 職員のモチベーションの維持向上に資する交流・表彰・研究発表等の実施  

＜到達目標：職員が高いモチベーションを維持し成長していけるよう、様々な交流・発表・

表彰の機会を検討し、実施していきます。＞ 

 

   職員の多くは日々の業務に追われ、自らの仕事を客観的に捉える機会に乏しいため、と

もすると自分を見失って仕事のやりがいの喪失やモチベーションの低下をきたし、それが

離職へ繋がることがあります。 そこで、自らの仕事を客観視し、自らを捉えなおす機会と

するために、職員の善行、長期勤続年数に対する「表彰制度」、様々な取り組みに対する「事

例研究発表会」等を実施し、職員が高いモチベーションを維持できるようにすることで職

員の育成と定着化を図ります。 

 

【具体的取り組み】 

●事例研究発表会の継続実施 

●職員の善行、長期勤続年数に対する表彰制度の創設 

 

（３） 人事給与制度56、人事評価制度57の見直し  

＜到達目標：人事給与制度、人事評価制度を見直し、職員が高いモチベーションを維持でき

る人事システムを再構築することで、人材の定着に繋げます。＞  
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令和 2 年度より導入した人事評価制度について、3 年度より本格的に給与への反映が行わ

れるようになります。職員が適正な評価が得られるように、評価者、被評価者研修の継続実

施、職員の昇給・昇格・昇任や異動のあり方、あるいは適材適所の人員配置など、現行の人

事給与制度や人事評価制度は、中長期経営計画が目指す方向性に沿って、職員のモチベーシ

ョンをより高めるシステムへと見直しを行っていく必要があります。 

 

【具体的取り組み】 

●人事評価制度の実施 

●処遇改善加算58の取得による各種手当の継続実施 

 

 （４） ICT（情報通信技術） やロボットの導入検討  

＜到達目標：ICT（情報通信技術） やロボットについては、職員の負担軽減やご利用者の

安全確保に繋がるものについて検討を行い、必要なものから導入していきます。＞  

 

令和 3 年度介護報酬改定により導入された「LIFE」59科学的介護情報システムを推進する 

ことは今後の経営にとって必要不可欠な課題です。既存の介護ソフト（WINCARE）が令和

4 年 12 月に更新時期を迎えますので、効率的に作業の行える介護ソフトへの更新を検討し

ていきます。 

 

【具体的取り組み】 

●介護ソフトの更新検討 

 ●介護ソフトの活用による情報の共有と書類の削減 

 

（５） 快適な労働環境の整備 

＜到達目標：快適な労働環境を整備、ワーク・ライフ・バランス60の職場への浸透を図り、

仕事と生活の調和を支援することで、人材の定着に繋げます。＞  

 

職員が仕事を行う上で職場環境が重要な要因となります。職場の環境が良ければコミュ

ニケーションや職員間の連携がとれ、良質な介護サービスの提供も可能となり、職員にかか

るストレスも軽減され、仕事の効率も向上し仕事に対する満足感に繋がります。 

また、「ワーク・ライフ・バランス」とは「仕事と生活の調和」を意味し、職員一 人ひと

りが、仕事に充実感ややりがいを持ち、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活に

おいても多様な生き方を選択し実現できることを意味しています。 

ほのぼの苑では、職員が高いモチベーションを持ち、生き生きと仕事をしていくために、

「ワーク・ライフ・ バランス」の考え方を職場に浸透させ、仕事と私生活の明確な線引き

を保証する職場環境の醸成を図ることで人材の定着に繋げます。 
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【具体的取り組み】 

●職員の定期的な健康診断とストレスチェックの実施 

●腰痛予防の取り組み（1 日 2 回のラジオ体操の実施） 

●パワハラ61防止法に則り、規定の整備と職員への周知 

●育児、介護休業等に関する制度の継続実施 

●有給休暇の取得促進（有給休暇取得強化期間の設定） 

●時差出勤62制度の継続 

●衛生委員会による月 1 回の安全パトロールの実施 

●人間ドック受診促進 
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Ⅳ 地域貢献の推進と地域との連携促進 

 当施設では、これまでも地域に根ざした社会福祉法人を目指し、積極的に地域との交流を

図るよう努めてきましたが、平成２８年４月に社会福祉法人関連法が改正され、地域におけ

る公益的な取組の実施が社会福祉法人の責務として規定される中、地域のニーズを踏まえ

ながら地域貢献に取り組んでいくことの重要性は更に増しています。 

 社会福祉法人の本旨は、社会福祉を必要とされる方々に対し、日常生活又は社会生活上の

支援を行うことです。私達が提供するこれらのサービスは、地域社会と様々な関係性を取り

結ぶ中で、地域の支えを受けることで成立していることから、地域への貢献はまさに社会福

祉法人の本旨に基づくものであるといえます。 

 地域において、地域住民の皆様から愛され、親しまれる法人・施設となれるよう、当施設

では、地域貢献事業並びに地域との連携に積極的に取り組んでいくことで、地域のすべての

方々から信頼、必要とされる法人・施設を目指していきます。 

 

１ 地域貢献の推進 

（１） 施設独自で取り組む事業 

〈到達目標：地域のニーズにあった地域貢献事業に取り組むことによって、地域における施

設への信頼感（存在感）が増している状態の実現を図ります。〉 

 

当施設においては、地域の実情を把握し、取り組むべき課題について分析・検討を行うこ

とを通して、地域のニーズにあった地域貢献事業に取り組み、地域の皆様に施設の持つ「専

門性の高さ」や介護・福祉に対する「高い志」を知っていただくことで、地域における施設

の信頼感を高めていきます。 

①介護・福祉の専門性の地域への還元 

当施設がこれまで培ってきた介護・福祉の専門性を地域に還元していく取り組みこそが 

高齢者福祉を事業としている施設に対して、地域社会が第一に期待していることといえま

す。具体的には、地域の実情等を踏まえ、互いに理解し合える地域づくりとして、下記の取

り組み等を実施します。 

 

【具体的取り組み】 

 ●地域住民に対するふれあいサロンの開催 

 ●南越前町社会福祉協議会主催の研修への講師派遣 

 ●地域包括支援センターと連携した地域への講師派遣 

 ●地域の小中学校での介護教室の実施 

 

②福祉的な視点に立った施設の開放事業 
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地域住民の皆様に施設を知っていただき、親しみを持っていただくためには、地域の方々

が気軽に立ち寄れるよう、施設を開放していく必要があります。当施設では地域で孤立され

ている方々の居場所づくりや非常災害時における場所の提供など、様々な事業を実施する

ことを通して地域との連携をさらに促進し、施設の認知度を高めていきます。具体的には、

地域の実情等を踏まえ、下記の取り組みを実施します。 

 

【具体的取り組み】 

 ●認知症カフェ63の開催 

●福祉避難所64の受託 

●地域防災協力事業所の認定 

 

(2) 他団体との連携により地域全体を対象に取り組む事業  

＜到達目標：社会貢献活動の「ふくふく暮らしサポート事業」65に参画することで、地域

全体の社会貢献活動に取り組んでいきます。＞  

 

当施設ではすでに、福井県社会福祉協議会が事務局となって実施している「ふくふく暮ら

しサポート事業」に資金の拠出を行い、認知症カフェなど可能な事業から実施しているとこ

ろです。 

 

【具体的取り組み】 

●ふくふく暮らしサポート事業に参画 

 

２ 地域との連携促進  

＜到達目標：地域の実情に応じて地域との連携を図ることで、地域住民の皆様と「顔の見

える関係」を構築していきます。＞  

 

地域との連携は、地域貢献と異なり、法人の責務とされるものではありませんが、地域の

皆様のご支援・ご協力は社会福祉事業を円滑に実施していく上で必要不可欠なことといえ

ます。そのため、平素からさまざまな機会を捉え、積極的に地域に出向き、地域住民の皆様

との信頼関係を築いていくことが大切です。 

下記の「具体的取り組み」のように、まずは施設を知っていただくための取り組みから始

め、徐々に地域との連携や協同へと進めていくことで、「顔の見える関係」を構築し、地域

との信頼関係を強固なものにしていきます。  

 

【具体的取り組み】 

  ●施設見学会の開催、施設行事への招待 
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●地域開催行事（夏祭り、防災訓練）への参加 

 ●施設防災訓練の地域との共同実施 

   

尚、地域貢献及び地域との連携促進により地域と施設との良好な関係が形成されると、例

えば、地域の皆様によるボランティアや災害時の支援、さらには、地域の皆様からのご利用

者の紹介やパート職員への応募など、法人が事業を運営していく上で、法人の将来に大きな

メリットをもたらす副次的な効果もあることが考えられます。 

  当施設は、地域貢献及び地域との連携促進を着実に続けていくことで、法人・施設と地

域が共に歩んでいくことができる関係の構築を図ります。 

 

Ⅴ 透明性の高い事業運営及び積極的な情報の発信 

  当施設は、公益性の高い社会福祉法人として、ご利用者・ご家族の皆様はもちろん、地

域住民の皆様方に対し、事業運営の状況等について説明していく義務があります。 

これまでも当法人のホームページや様々な媒体を通じ、法人の事業運営や施設独自の取

り組みについて、広く一般に公開してきました。 

今後も、これまで以上に公正・適切で真に透明性の高い事業運営に努めるとともに、その

状況並びに法人・施設での様々な取り組みについて、積極的に情報を発信していくことで、

皆様からの信頼にお応えできる法人を目指します。 

 

１ 透明性の高い事業運営 

(1) 職員倫理の徹底による事業運営の透明性の担保 

 ＜到達目標：当施設のすべての役職員が、事業運営にあたり「コンプライアンス」66を徹

底することで、透明性の高い事業運営を担保し、ご利用者・ご家族、地域住民の皆様から

さらなる信頼を獲得していきます。＞  

 

当施設は、その設立経緯からして他法人に比して公益性が高いことから、これまでも「コ

ンプライアンス」に基づき、事業運営を実施してきました。 

真に「透明性の高い事業運営」とは、意思決定の経緯や事業の実施結果等が可視化されて

いることに加え、事業運営に関わる役職員すべてがコンプライアンスを徹底するなど、高い

倫理性を持って取り組むことで初めて実現できると考えています。 

当施設のすべての職員が、「コンプライアンス」を遵守して職務を遂行することで、高い

倫理性に裏打ちされた「透明性の高い事業運営」を確立し、ご利用者・ご家族、地域住民の

皆様からさらなる信頼を獲得していきます。 
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【具体的取り組み】 

●福井県福祉サービス第三者評価67を受診する。 

  ●家族への正確かつ迅速な情報提供の継続 

 

(2) 年２回の会計監査68による財務会計69の透明性の徹底  

＜到達目標：財務会計の適正・公正さを担保することで、財務会計の透明性を徹底しま 

す。＞  

 

当施設では、会計監査を通じて、財務会計に係るチェック体制の格段の強化を図ることで、

適正かつ公正な支出管理を担保し、さらなる財務会計の透明性の徹底を図ります。 

 

【具体的取り組み】 

  ●会計監査を受け、当施設が健全な活動をしているかどうかの正当性を確認し、信頼を

得る努力を行っていきます。 

  

２ 積極的な情報の発信  

（1）ホームページによる情報の発信 

＜到達目標：当施設の取り組みが閲覧できるよう、定期的なホームページの更新に努め、 

各種情報を積極的に公開することで、当施設の「見える化」を図ります。＞  

 

当施設では現在、独自のホームページを作成し、施設における各種行事や地域貢献活動等

の様々な取り組みについて、広く情報を発信していく取り組みを進めています。 

ご利用者から選ばれる施設であるためには、施設の特色や介護に取り組む姿勢等をどれ

だけ広く発信できるかが重要になると思われるため、当施設では、今後もこの取り組みをさ

らに加速させ、各施設がそれぞれの個性を広く発信できるよう、ホームページの作成とその

定期的な更新に努めることで、施設の「見える化」を図っていきます。 

 

【具体的取り組み】 

  ●ホームページの刷新 

  ●年４回広報誌の配布 
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令和４年度以降も、中長期計画に対して定期的に PDCA サイクルを実施し、中期的なス

パンで目標達成までの計画が間違っていないか、修正が必要でないかを常に検証して、更に

向上していくこと続けてまいります。 

                            中長期計画策定委員会 
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注釈 
1 地域資源 

自然資源のほか、特定の地域に存在する特徴的なものを資源として活用可能な物と捉え、

人的・人文的な資源をも含む広義の総称 

2 アセスメント 

心身の状態や日常生活の状況といった情報を収集し、対象者の要望をくみ取ること 

3 ケアプラン 

利用者や家族の状況や環境を考慮し、提供すべき介護サービスの目標と内容をまとめた計

画書のこと を言い、利用者 1 人 1 人に適切な介護サービスを提供するために欠かせない

もの 

4 介護支援専門員 

要介護者や要支援者の人の相談や心身の状況に応じ、介護サービスを受けられるように介

護サービス等の提供についての計画（ケアプラン）の作成や、市町村・サービス事業・施

設、家族などとの連絡調整を行う者 

5 インテーク 

援助者が支援や治療のために行う初回面接のこと 

6 モニタリング 

ケアプランに沿って提供されている介護サービスが利用者本人や家族のニーズに合ってい

るかを定期的にチェックすること 

7 ケアマネジメント 

介護等の福祉分野で、福祉や医療などのサービスと、それを必要とする人のニーズをつな

ぐ手法のこと 

8 特別養護老人ホーム 

介護保険法に基づいて介護保険が適用される介護サービスを手掛ける施設のこと 

9 リスクマネージメント 

介護事故の原因を分析し、予防方法を考えること、あるいは事故が発生した際の対応を検討

すること 

10 情報通信技術 

 ICT とは「Information and Communication Technology（インフォメーション・アンド・

コミュニケーション・テクノロジー）」の略語。日本語にすると「情報通信技術」という意

味になる 

11 介護ソフト 

 介護ソフトは国保連請求のみに対応したシンプルなものから、グループ会社を一括管理

したり、グループ会社内で情報共有できるものがある。さらに、売上や稼働実績を集計
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し、運営状況を分析するなど経営をサポートする機能や、医療と介護の情報共有ができる

機能があるソフトもある。 

12 誤嚥性肺炎 

誤嚥（食べ物や唾液などが誤って気道内に入ってしまうこと）から発症する肺炎のことを

指す。誤嚥性肺炎の発症には、飲み込みに関係する機能が低下している（嚥下機能障害）

ことが背景にある 

13 言語聴覚士 

言語や聴覚、音声、呼吸、認知、発達、摂食・嚥下に関わる障害に対して、その発現メカニ

ズムを明らかにし、検査と評価を実施し、必要に応じて訓練や指導、支援などを行う専門職 

14 理学療法士 

ケガや病気などで身体に障害のある人や障害の発生が予測される人に対して、基本動作能

力（座る、立つ、歩くなど）の回復や維持、および障害の悪化の予防を目的に、運動療法

や物理療法（温熱、電気等の物理的手段を治療目的に利用するもの）などを用いて、自立

した日常生活が送れるよう支援する医学的リハビリテーションの専門職 

15 管理栄養士 

病気を患っている方や高齢で食事がとりづらくなっている方、健康な方一人ひとりに合わ

せて専門的な知識と技術を持って栄養指導や給食管理、栄養管理を行う専門職 

16 施設ケアマネ 

特別養護老人ホームや老人保健施設、有料老人ホームやグループホームなどの介護施に勤

務するケアマネジャーの事を指し、 施設に入居する方の施設サービス計画（ケアプラ

ン）を作成するのがメイン業務となる 

17 PDCA サイクル 

品質管理など業務管理における継続的な改善方法。Plan（計画）→ Do（実行）→ Check

（評価）→ Act（改善）の 4 段階を繰り返して業務を継続的に改善する方法 

18 機能訓練指導員 

介護施設等を中心に利用者さんそれぞれの心や身体の状態に合わせた機能訓練のプランを

立てて実施するリハビリ分野の専門職。介護保険法で定められた職種で、通所介護（デイ

サービス）や介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）などでは必ず 1 名以上の配置が義

務づけられている 

19 ポジショニング 

介助者が体の向きを変えた際、ご自身でその姿勢の維持が困難な方のために、クッションや

タオルなどを使用して安楽な姿勢を保つために行うこと 

20 地域サロン 

地域の高齢者や住民が気軽に集まることで、見守りや閉じこもりの防止、また仲間づくり

や社会参加を目的として行われている。地域の方々で立ち上げ、運営され、地区の公民館

などで定期的に開催されている 

21 BPSD（行動・心理症状） 
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周辺症状は、中核症状と環境要因・身体要因・心理要因などの相互作用の結果として生じる

様々な精神症状や行動障害を意味します。  BPSD は（Behavioral and psychological 

symptoms of dementia）の略 

22 生活歴 

家族構成や既往症、現役時代の仕事などを指す。生活とは、単純に生命を維持することのみ

を目的とするのではなく、人としての尊厳を保つ営みでもある。 各人の価値観、文化が蓄

積されることによって、生活歴による特徴は人によって大きく異なり、その構造は重曹的で

ある 

23 ヒヤリング 

相手の情報や、相手の事情を聞きこみ調査すること 

24 アプローチ 

接近すること、働きかけること 

25 認知症実践者研修 

認知症の方やご家族が安心して日常生活を送れるようにケアをする、認知症介護の専門職

を養成することを目的とした研修 

26 認知症介護リーダー研修 

介護現場のチームが、認知症の中核症状と疾患の特徴を理解し、認知症介護の基本理念（利

用者中心・尊厳の保持）に基づいた介護が展開できるよう、実践リーダーとしてスタッフを

指導し、認知症介護の質の向上の推進役となる指導者を養成する研修 

27 褥瘡 

寝たきりなどによって、体重で圧迫されている場所の血流が悪くなったり滞ることで、皮膚

の一部が赤い色味をおびたり、ただれたり、傷ができてしまうこと。 一般的に「床ずれ」

ともいわれている 

28 フィードバック 

相手の行動に対して改善点や評価を伝え、軌道修正を促すことを言う 

29 アウトカム評価 

ケアの「成果」に基づいて介護事業所を評価していく仕組みのこと。「どんなケアを行った

か」ではなく「ケアを行った結果どうなったか」に着目して行う 

30 褥瘡のステージ 

Ⅰ度（圧迫を除いても白く消退しない発赤、紅斑）、Ⅱ度（真皮までにとどまる皮膚障害、

すなわち水疱やびらん、浅い潰瘍）、Ⅲ度（障害が真皮を越え、皮下脂肪層にまで及ぶ褥瘡）、

Ⅳ度（障害が筋肉や腱、関節包、骨にまで及ぶ褥瘡）に分類されている 

31 体圧分散用具 

体の形に合うように体が沈みこむマットレスのこと。マットレスと体の接触面積を広くす

ることで、体にかかる圧力を分散することができる 

32 グリーフケア 
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遺族の複雑で深刻な心の状態を理解して寄り添うことで回復のサポートをする取り組み 

33 胃ろう （胃瘻） 

胃に小さな穴をあけ、お腹にカテーテル(管)を取り付けることで、口を介さず直接栄養を摂

取する栄養補給方法。口から食事をとるのが難しい人や、むせこんでしまい肺炎などの症状

を起こしやすい人などに対して行う栄養補給方法の一つ。そしてこの胃ろうを造る手術の

ことを PEG 言う 

34 ケアマネージャー 

介護を必要とする方が介護保険サービスを受けられるように、ケアプラン（サービス計画書）

の作成やサービス事業者との調整を行う 

35 生活相談員 

おもに介護施設で働いており、ソーシャルワーカーなどと呼ばれている。特別養護老人ホー

ム、介護付有料老人ホーム、デイサービスなどで、利用者さんとの相談・地域や関係機関と

の連携・調整の業務を担う 

36 日赤指導員 

指導員の受講資格について、赤十字救急法等講習施行規則第 11 条により、「赤十字救急法

救急員の資格を有し、ボランティアとして実働可能な者のうち、各支部の講習普及方針に則

って活動することが可能な、人間的にも指導者としてふさわしい者とすること。」 とされて

いる 

37 タッピング 

タッピング（tapping）はその名の通り、喀痰排出をしやすくするように胸壁をたたくこと

を意味する。物理的に気管支が振動するので、その影響で喀痰が出しやすくなるとされてい

る。タッピングは昔から知られている民間療法の一つである 

38 心肺蘇生 

心肺蘇生法（しんぱいそせいほう、CardioPulmonary Resuscitation, CPR）は、呼吸が止ま

り、心臓も動いていない（心肺停止）と見られる人の救命へのチャンスを維持するために行

う循環の補助方法である。 

39 AED 

自動体外式除細動器（じどうたいがいしきじょさいどうき、英 : Automated External 

Defibrillator, AED）は、心停止（必ずしも心静止ではない）の際に機器が自動的に心電図の

解析を行い、心室細動を検出した際は除細動を行う医療機器。除細動器の一つであるが、動

作が自動化されているため施術者が非医療従事者でも使用できる。 

40 短期入所事業 

利用者が可能な限り自己の生活している居宅において、その有する能力に応じて自立した

日常生活を営むことができるように、利用者に短期間入所してもらい、入浴、排泄、食事な

どの介護や日常生活上の世話及び機能訓練を行うサービスのこと 

41 ロコモ体操 
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ロコモ体操のロコモとはロコモティブシンドロームの略称で「運動器の障害のために移動

機能の低下をきたした状態」で、2007 年に日本整形外科学会によって提唱された。筋肉、

骨、関節、軟骨、椎間板といった運動器に障害が起こって立つ・歩く機能が低下するロコモ

となると、やがては日常生活や社会生活に支障をきたして要介護となるリスクが高くなる。 

これらのロコモを予防する運動を手軽に楽しく取り組めるように音楽に合わせて作成され

たものが「ロコモ体操」である 

42 関節可動域訓練 

関節を動かし、関節拘縮を予防する訓練のこと。 動作獲得のために必要な可動域の確保と

維持のために行う。 関節可動域 訓練は、他者に行ってもらう方法（他動的関節可動域訓練）

と、自分自身で行う方法（自動的関節可動域訓練）とがある 

43 バイタル 

バイタルは「バイタルサイン」の略称。バイタルサインは英語で「vital signs」日本語で「生

命兆候」と訳される。生命兆候とは、人間が「生きている」ことを示す指標のことであり「脈

拍」「血圧」「呼吸」「体温」の４つを指標とし、数値を測定することでその日の健康状態を

知ることができる。そして、数値の経過をみることで、体がどのような状態か、医療者は判

断することが可能となる 

44 接遇 

接は「人に近づく」遇は「もてなす」という意味を表す漢字。接遇とは、おもてなしの心を

持って相手に接するという意味を持つ 

45 高齢者虐待法 

在宅や施設内において、高齢者の人権を無視して、身体的への暴行、心理的な外傷を与える

行為、養護の著しい怠慢、財産の不当な処分等を行うこと。高齢者の人権・利益を守るため、

高齢者虐待の防止等に関する国等の責務、虐待を受けた高齢者の保護のための処置、擁護者

の負担軽減を定めた高齢者虐待防止法(高齢者の虐待防止、高齢者の養護者に対する支援等

に関する法律)が平成 17 年 11 月 1 日に国会で可決成立し、平成 18 年 4 月 1 日より施行さ

れる 

46 クレーム 

サービスに対する苦情や改善要求、契約あるいは法律上の権利請求を指す和製英語 

47 LED 

半導体による発光素子。発光ダイオードのこと。  

寿命が長く（蛍光灯の 4 倍の 4 万時間）取り替えの手間がかからない。また、消費電力が白

熱電球の 10 分の 1 で電気代が安く省エネ（低コスト）かつ低発熱である 

48 モチベーション 

「やる気」「意欲」「動機」などの意味で用いられる表現 

49 グランドイメージ 

背景像 
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50 ブランド化 

ブランドとして認知されること。その銘柄が独自の価値を持つことなどの意味の表現 

51 公設民営 

国や地方公共団体が施設を設置し、その運営を民間事業者が行うこと 

52 ユースエール認定 

若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況など優良な中小企業を認定する制度で

ある。「若者雇用促進法」という法律に基づいて厚生労働省が実施しており、認定対象とな

るのは常時雇用する従業員が 300 人以下の企業のみ 

53 キャリアアップ 

「より高い能力を身につけて、経歴を高めること」を意味する。 例えば、次のようなケー

スがキャリアアップに該当する。マネジメントを経験したり、役職や地位が向上したり、非

正規から正規へと雇用形態が変わったりとパターンはさまざまであるが、いずれの場合も

仕事の幅や裁量が広がり、経歴が高まっていく 

54 プリセプター制度 

先輩であるベテラン職員がプリセプターとなり、見習いの新人職員（プリセプティー）をマ

ンツーマンで指導する新人研修制度のこと 

55 OJT  

OJT とは「On-the-Job Training」の略で、職場での実践を通じて業務知識を身につける育

成手法のこと 

56 人事給与制度 

人事給与制度とは、労働の対価を支払う際の考え方の基礎となる仕組みのこと 

57 人事評価制度 

人事評価とは、従業員のパフォーマンスや働きぶりを査定し、報酬制度や等級制度に反映

させる一連の組織行動を指し、人事評価における評価フロー、基準、項目など、主だった

仕組みを取り決めた社内制度を「人事評価制度」と呼ぶ 

58 処遇改善加算 

処遇改善加算は、介護職員の賃金向上を目的に、介護報酬を加算して支給する制度。 2011

年まで実施されていた介護職員処遇改善交付金を引き継ぐ形で、2012 年に運用が開始され

加算を取得した事業所は、加算額に相当する賃金改善を実施しなければいけない 

59 LIFE 

「データの提出とフィードバックの活用によって、PDCA サイクルの推進とケアの質の向

上を図ること」が目的。 LIFE に各施設や事業所で利用者の基本情報、実施したケア内容、

利用者の状態などのデータを登録すると、厚生労働省のデータベースに匿名化されデータ

が蓄積される 

60 ワーク・ライフ・バランス 

「働くすべての方々が、『仕事』と育児や介護、趣味や学習、休養、地域活動といった『仕
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事以外の生活』との調和をとり、その両方を充実させる働き方・生き方」のこと。仕事がう

まくいっていると私生活でも心のゆとりを持つことができ、また、私生活が充実することで

仕事のパフォーマンスも上がるという好循環を目指す 

61 パワハラ 

職場内虐待の一つ。職場内の優位性を利用した、主に社会的な地位の強い者（政治家、会

社社長、上司、役員、大学教授など）による、「自らの権力や立場を利用した嫌がらせ」

のこと 

62 時差出勤 

事業場のすべてまたは一部の始業時間と終業時間を変更する勤務形態である。多くの企業

と同じ始業・終業時間を避けることで、出退勤時の鉄道や道路交通の混雑・過密を避けるこ

とができる 

63 認知症カフェ 

認知症の当事者やその家族、知人、医療やケアの専門職、そして認知症について気になる人

などが気軽に集まり、なごやかな雰囲気のもとで交流を楽しむ場所である。人が足を運びや

すい場所に開設され、必要に応じて相談も行う場所である 

64 福祉避難所 

災害の際に一般の避難所では生活に支障をきたす高齢者や障害者、妊婦らが過ごす避難所

のことである 

65 ふくふく暮らしサポート事業 

様々な理由で生活のしづらさを抱えている方や、困窮状態にある方 （々生活困難者）に対す

る総合相談と、自立に向けた緊急的な生活支援を行う。 様々な生活課題を抱える人々に対

する相談に応じ、適切な助言等を行うほか、本人の意思に基づき他の専門機関への情報提供

を行う 

66 コンプライアンス 

法令や規則、社会的規範や倫理などを遵守すること 

67 福祉サービス第三者評価 

質の高い福祉サービスを事業者が提供するために、保育所、指定介護老人福祉施設（特別養

護老人ホーム）、障害者支援施設、社会的養護施設などにおいて実施される事業について、

公正・中立な第三者機関が専門的・客観的な立場から評価を行う仕組みが、福祉サービス第

三者評価である 

68 会計監査 

企業、公益団体および行政機関等の会計に関して、一定の独立性を有する組織が監査と最終

的な承認を行うこと 

69 財務監査 

財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について、合規性、正確性、経済性、効

率性及び有効性を監査すること 


