
基本方針

重点 目標

平成28年度 事業計画

社会福祉法人 弘英会
須磨シニアコミュエティ

介護報酬減額改正から2年 目を迎えるにあたり社会福祉法人制度改革が施行される。
社会福祉法人は、公的な財源をもとにその中心的な担い手として福祉サービスを提供して
いる。平成28年度29年度にまたがる改正を踏まえ、地域における公益的な取組を実施す
る責務、事業の透明性の確保、役員等関係者への利益供与の禁上、会計処理について、
法令に基づく処理を義務付け、行政の関与、介護人材確保に向けた取組の拡大、社会福
祉施設職員等退職手当共済法の一部改正、 ガバナンス強化(議決機関としての評議員
会の必置、理事。理事会の権限、責任に係る規程の整備、監事の選任、会計監査人の設
置、役員等または評議員の損害賠償責任 )、 財務規律の強化 (役員報酬基準の作成・公
表、社会福祉充実計画(再投下計画)策定、社会福祉充実残額の算定)等盛り込まれて
おり29年度に向けた準備が急がれる。また、ここ数年人材確保が厳しい状況から外国人
受入の基盤づくりにも着手した重点 目標及び中期事業計画に基づいた運営を展開する。

1・ 経営基盤の安定を図る
*稼働率を上げるため営業活動の強化並びに建物の建て替、修繕に要する資金の積立
必要な運転資金の確保、公正な資金支出管理
*サービスの質の向上(人材の確保・人材教育)

*職場の環境づくり(メンタルヘルスの取組等)

*アセッサーによる能力評価及びキャリアアップ助成金の活用
*苦情を減らす (家族会の活動強化0専門職の関わり強化・接遇マナー研修の実施)

*防災対策 (津波対策リト常時の照明の確保 0防災備品の整備リト常食の検討)

及び感染防止対策の強化
2・ 人材育成
*新採用者教育・アセッサーによる能力評価及び研修・サブリーダー育成。中間管理職
教育の充実
*介護力向上講習参加・ユニットケアの充実・防災教育 (図上)を推し進める
*グループ合同研修会開催及び各大会・学会での発表
*外国人(通訳・翻訳0介護実習業務)のビザ取得者及び技術実習生受け入れによる

研修計画及び準備(翻訳等)

*人材派遣職員及び有期職員の研修並びにアセッサー評価による正職員登用
3・ 人材の確保・安定
*専門学校実習生受け入れ及びスカウト
*職業安定所による求人及び就職面接会・福祉就職フェアに参加
*ホームページ・掲示板による求人広告
*人材派遣職員及び有期職員の育成による正職員登用
*外国人(通訳・翻訳・介護実習業務)のビザ取得者及び技術実習生受け入
*平成29年度EPA介護福祉士候補者の受入申請0面接・契約締結

4・ 地域社会との交流
*防災福祉コミュニティヘの参画・訓練参加及び防災具の整備・研究
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*各分野の実習・体験の積極的受入
*自 立ケア・ュニットケア実践・防災対策に

質製ξ
地域施設との合同研修・啓発活動

*小。中学校・ボランティア団体・婦人会とこ
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平成 28年度運営方針

須磨シニアコミュニティ

10施設運営方針

≪ユニット型指定介護老人福祉施設》

(1)施設は、入居者一人一人の意思及び人格を尊重し、施設サービス計画に基

づき、居宅への復帰を念頭において、入居前の居宅における生活と入居後の

生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて入居者が

相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援します。

(2)施設は、地域や家族との結びつきを重視した運営を行い、市町村、居宅介

護支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設、その他の保健医療

サービス又は、福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。

《ユニット型指定短期入所生活介護》

事業は、利用者一人一人の意思及び人格を尊重し、利用前の居宅における生活

と利用中の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて利

用者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援することに

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。

《指定通所介護》

事業は、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て自立した日常生活を営むことができるよう、

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

を図ります。

《指定居宅介護支援事業》

10事業は、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
るように西己慮します。

20事業は、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
者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮します。

30事業は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利



用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サー

ビス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行います。

4・ 事業者は、事業の運営にあたつては、市町村法第 115条の45第 1項に

規定する地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護

予防支援事業者、介護保険施設等との連携に努めます。

2・ 入居者・利用者におけるサービス提供時の基本方針

(1)入居者・利用者の心身の状況とおかれている環境。希望を勘案した施設 (居

宅)サービス計画書を作成します。

(2)施設 (居宅)サービス計画書に基づき懇切丁寧なサービス提供に努めます。

(3)入居者・利用者の人格と意思を尊重し、生命又は身体保護のため緊急やむ

を得ない場合を除いて身体拘束ゼロをめざします。

(4)介護は、自立支援及び日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもつて

行い、プライバシーにも充分配慮します。

(5)生活意欲の増進を図るため、娯楽と教養のための各クラブ活動を援助しま

す。レクレーションや季節の行事など各ユニットで発案したものを援助し

ます。

(6)日 常生活動作訓練の援助を行います。

(7)常に健康の状況に注意し、健康保持ができるよう努めます。

(8)入居者・利用者と家族との交流の機会を確保し、適切なサービス提供が行

えるよう努めます。

30施設管理の基本方針

施設に各種の委員会を設け施設管理に努めます。

(苦情処理委員会、事故防止対策委員会、身体拘束廃止 0高齢者虐待防止委員

会・サービス評価委員会、衛生委員会、防災対策委員会、感染対策・褥療予

防委員会、個人情報管理委員会、教育推進 。介護サービス向上委員会、ボラ

ンティア・広報委員会、ECO・ 緑化委員会、ユニットケア推進委員会、備

品・設備委員会、医療的ケア安全対策委員会)

(1)生活の場として住環境の清潔に努めると共に非常災害に備えて訓練や衛生

管理のための検査点検等を行い、安全管理に努めます。

(2)運営規程を遵守し諸記録の整備、適切な運営ができるよう努めます。

(3)苦情受付の窓口を設置し迅速かつ適切に対応します。

(4)職員教育を積極的に行 うとともに、職員に対して、専門職にふさわしい知

識・技術の修得を求めていきます。

(5)職員の作業環境管理、健康管理を衛生委員会の活躍により実現します。



40施設理念及び基本的ケア方針 0心得

施設理念 :『 日と手に心をそえて』を基本に

私達は、生きがいある生活 (入居者様・利用者様)と 、

や りがいのある仕事 (職  員 )、

思いや りのある人づ くり (法  人 )、

社会づくり (社  会)をめざします。

理念 とは :

。あるものごとについて、こうあるべきだと言 う根本の考え

・根底にある根本的な考え方

*生きがいある生活の取 り組み (入居者様・利用者様 )

。質の高い自律的な 日常生活を営むことができる支援

⇒あた りまえの 「暮 らし」を担保する

。安心できる住まい (居場所)

・支障のない 日々の生活行為

・親 しく交流できる人間関係

・構成員 としての役割

⇒高齢者が施設で 「暮 らしていく」ための条件

・継続性の尊重
。自己決定権の尊重

・残存能力の活用

*や りがいのある仕事(職員)

・専門職 として社会的評価 される知識や実践力

*思いや りのある人づ くり(法人)

・おかれている環境や相手の立場を理解できる人材育成

*社会づ くり(社会)

。社会貢献 (研修生受け入れ・出前研修 0地域施設 との交流研修及び

研究発表 )

・社会参加 (自 治会・防災福祉コミュニティの参画・行事への参加等)

(基本的ケア方針)施設では理念に基づきユニットケア 0自 立ケア・防災対

策の 3つ を重点項 目として研修や実践を展開します。

職員の心得 :

(1)一般社会人 としての常識をもち、社会福祉事業に携わる者 として社会から

求められる使命感・責任感を強くもち続ける職員 とな ります。



あいさつ、言葉づかい、態度、マナーについて品のある対応ができるよう

にします。

(2)社会福祉法人弘英会の諸規則を遵守すると共に職員間の連携を密にし、チ

ームワークを図 りながら、明るく活気ある職場 とします。

(3)専門職員 として自覚をもち、適切な技術が提供できるよう日々の自己研鑽

に努めます。

(4)業務上知 り得た利用者等の秘密は絶対に漏 らしません。

5・ 地域社会 との連携

(1)地域 との連携及びボランティア活動の協力受け入れにより交流を深めます。

(2)施設の機能・設備を開放 し、 トライやるウィーク等の実習生 。研修生を積

極的に受け入れます。

(3)地域の福祉 。医療 0保健機関と常に連携をとり、地域福祉の貢献に努めま

す。



平成28年度 研修予定及び能力評価
シニアコミュニティ

日程 外 部 研 修 内 部 研 修
4月 口福祉施設新職員研修

1・接邁マデ=研修
………………………………

=防災研修
………………………………………

・けがの処置 (講師招聘 )

1中間管理職研修
(平成蕊年度処遇改善計画とギやIJ・ブリ

・
t

要件口事業計画について)欄 症帯 すケア研修
アセラサ=itよる能力評IttI研修
全体会議 I‐研修会

‐
(平成蕊年度予算及び

・

事業計画)

新人研修I:01=I救急対応及び医療欄
防災訓練丁研修
防災研修会

・
(地域の施設に向けで

5月 ・認知症を治すケアin関 西(研修及び発表 ) ・接遇研修
口介護力向上講習会 」中間管理職研修

……………………

(キヤリア段位制度口処遇改善要件)
」直戸A介護福祉士候補者蔓天説明会
:社会福祉法改革 アセリサ=itよる能力評価1・研修

…………

砺英副i練 :・研修
……………………………

新人研修・〇」T

6月 ・福祉用具のポイント 全体会議・研修会「高齢者虐待防止・拘束廃止伍
・老人福祉施設職員としてのありかた
・老人福祉施設新任職員研修

=虐待防止指導著研修
…………………………

・介護力向上講習会

・身体拘束廃正I高齢者虐待防止
…………

1市簡管理職研修(法令遵専1・指導藍査
…

結果についてロビザ取得による外国人受
I棲邁指導著研修

¨

十字口救急法基礎演習 アセラリ=itよる能力評価1・研修
高齢者支援のための家族支援方策 防災訓練丁研修

…‐1外国人研修
新入研修10」TI介護方向上紺

7月 ・接遇指導者研修 ・相談員業務について
r近畿大会研修 1中簡管理職研修

………………………

(受入におけるインドネシア共和国につ“終末期の豊かなケア
・介護力向上講習会

~
いでI亡,A介護福祉士候補者受天)…

……

口感染対策の基本 I高齢著虐律防止
・特定給食施設研修会 アセラサ=itよる能力評価丁研修

防災罰1練 1・研修
……

1・外国人研修
8月 ・介護職員急変時の対応

=福祉用真めポインド
…………………・ ・中間管理職研修

(接遇マナー研修・社会福祉法人……
改革にういて)…

……………………・人材育成と定着
介護技術 ステ

'プ

アジプ I妻邁Iごうし`で
…I外菌天研修

…………

“虐待防止指導者研修 I防災訓練:研修
新リーダー研修 アセラサ=ltよる能力評価I研修

……

」介護方向上講習
:救急対応及び医療研修

9月 ・接 遇 指 導 者 研 修
I介護

・
力荷上講習会

……………………………

=菫ましし`排泄ケツと下剤itう
・
t・ て`

……………・

・中間管理職研修
(リ ーダーとして確認すべきこと・基本
姿勢・EPA介護福祉士候補者受入について

新リーダー研修
・
怪我め芋当苗=ズ

…・:外国人併修
………・

ソセリサ=itよる能力評1面
I研修

…………
災害に負けない経営プラジ
NEWトリション研修 防災訓練:研修

10月 虐待防止指導者研修
棲追指導者研修

…… ・中間管理職研修
(ク レーマー対応
人材育成について)苦情クレニム研修

高齢者虐待防止向上研修 介護力両
・
上講習

…1外菌人研修
………

・医療的ケア研修 i助トケア蘭蓮
防災(津波対策プログラム ) アセンサ■:=よる能力評価1・研修

……

防災訓練I研修



No.2
11月 ・防災フォーラム ・中間管理職研修      ~~

(苦情クレーム対応・コンプライアンス
研修 )

1介護事故予
‐
防I事後対応

`

I接逼指導著研修
………

・介護力向上講習会     ~ 褥謄予防1・感染対策
…………

I雇楊響響覇語洲θξ療傘薫の澤嬌.……… 防災訓練・研修

:アセツサ
=!=よ

る能力評価I研修
………

・電気講習会 I外画天研修

12月 医療・介護系法律トラブル解決 口中間管理職研修
(介護事故予防・事後対応
感染対策研修 )

廉下と食事介助のポイント
」社会福祉漕改革

…

I介護ガ両
・
工

練口研
アセラサ=itよる能力評IttI研修
接

感̈
日̈外国人

1月 ・甲「El官 埋 臓 flA修

(介護系法律トラブル解決について
・感染対策研修 )

・介護技術研修 =介護技術研修
…………・

1・防災訓練:・研修
…………・科学的介護の確立

I:アセンサ■l=よる能力評価1・研修
……

I感染対策研修
丁外国人研修

2月 法令遵守・職業倫理 ・中間管理職研修
(リ ーダーとして確認すべきこと口基本姿多
人材育成について)

・介護現場の医学知識
・廃棄物管理責fI著研修

…………………

=虐待防止指導著研修
……………………

1・芥護ガ両
・
上講曹

・

介護現場で知うて譴 たし`医学知識
…

防災訓蘇慕拶
能力評価W像‖II

リスクマネジメンド研修

修.

・救急対応及び医療研修
恐 梁 対 束 研 修 外 国人研修

3月 ,「 護 刀 !可 上 請 首 云 甲 同 冨 JII臓妨 惨

(社会福祉法人改革・

コンプライアンス研修 )

社会福祉法改正人の対応
財務規律

~~…………

特定給食技術研修会 全体会議覇 修会F身体綺茉廃I増齢著虐葎所|

(平成29年度予算・事業計画 )

:譲纂 鴨
瀞

'警
慟

=:II
=プセリサ=itよる能力評価1・研修


