社会福祉法人
令和４年度

健和会
事業計画

基本方針
法人の理念に基づき作成した中期経営計画の初年度でもあった昨年度は、新型コロナウイ
ルスの影響をもろに受け、その進捗がかなり妨げられた面もあった。今年度も現時点の段階
では、変異株の終息する気配が見られない中、かなり厳しい法人運営に迫られることは、必
至である。また平成２７年の介護保険制度改正以来、特養の実質入居待機者数も激減してお
り、入居者の確保が困難な状況に陥りつつある。このような現況の中で、他のサービス提供
事業者間との競争に打ち勝つような事業所づくりや、仕組みが求められる。利用者、ご家族、
地域から選ばれる事業所にするために、まず令和４年度は、ハード面においては、法人の福
祉サービスの窓口ともいえるデイサービスのリニューアル工事を開始するとともに、ソフ
ト面、事業所内運営においては、後述する会議体の役割り、位置づけを明確化するなどし、
PDCA が確実に回せる組織づくりを目指す。また新型コロナウイルスについては、継続し
て徹底的な感染予防対策に努める。
令和４年度の事業内容について
１．第一種社会福祉事業の実施
特別養護老人ホームパークレジデンスの経営（９０床）
２．第二種社会福祉事業の実施
デイサービスセンター パークレジデンスの経営（定員３５名→４０名予定）
老人短期入所施設 パークレジデンスの経営（１４床）
３．公益を目的とする事業
（１） 居宅介護支援事業
（２） 介護予防支援事業の受託
（３） 住宅型有料老人ホームバーデハウス東員の経営（２２室）
理事会・評議員会の開催について
理事会、基本年３回 ６月（決算）
・１０月（補正）
・３月（予算）
※理事会には監事も招聘。運営状況により随時追加開催。
評議員会、年１回

６月（決算） ※運営状況により随時追加開催。

監事監査、年１回

６月（決算）

法人内会議体について
令和４年度は、過去の全会議体の役割を整理統合し呼称変更をも同時に行う。法人運営に
とって最重要なものを「会議」と称し、その下に、必置の会議体である「委員会」を位置
づける。特に組織体の大きい特養については、その提供するサービスの具体的な手段を検
討する場として、
「ミーティング」と称する会議体を置き、分科会的位置づけとする。
収支を含む法人運営全体に関連する会議：月１回

運営会議

当月の各部門及び法人全体の事業内容（収益､ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ等含む）
を把握、情報共有するとともに、翌月の行動計画を決める。
法人中期経営計画の進捗をチェックするとともに、下記の各事業

プロジェクト推進会議

会議体において決定困難となっている重要案件について総合的
に審議し、決断を図る。
：月２回
特養運営上問題となる案件を審議：月１回

特養会議

特養は組織が大きいため、各委員会及び各ミーテイングにおいて
実務レベルの会議を行い、それらの中の重要案件を審議する
提供している各サービスについて問題点の有無の検証。改善解決

デイサービス会議

を行いサービスを向上させる。食事関係の議題がある場合は管理
栄養士も会議へ参加する。
：月２回
居宅介護支援センターの運営に関する会議：週１回

居宅ケアマネ会議

困難事例の検討・相談、介護保険制度に関する最新情報の取得、
運営に関する課題解決など。
バーデハウス東員運営に関する会議：月１回

バーデハウス会議

提供している各サービスについて問題点や苦情等の有無の検証。
改善解決を行いサービスを向上させる。

委員会
倫理コンプライアンス委員会
安全衛生委員会
防災委員会
食事委員会
感染対策委員会

身体拘束廃止人権委員会

委員会は法人監査上必置の会議体と位置付ける
倫理、人権、ハラスメント等の対策会議、相談体制整備
月１回及び緊急時に召集開催
労基提出の安全衛生管理計画に基づく会議：月１回
職場環境を整え、労働災害や超過労働の有無の検証を行う。
年２回以上の防災訓練に関する会議及び訓練の主導
年３回の会議と年２回の訓練実施。
年３回。サービス内容やその環境、提供した食事に関するフィー
ドバックを厨房責任者を交え行う。
感染症の発生予防、蔓延防止のための対策の検討と実行。年３回。
感染症流行時期は必要に応じて随時開催
年４回。身体拘束廃止の指針の整備と、発生の有無の確認。
及び研修会立案。人権に関する取り組み（研修等）も含める

リスクマネジメント委員会

年６回。事故防止のための指針整備。事故の分析と対策。他職員
へ周知させる方法の整備及び研修の立案実施
特別養護老人ホームの必置会議体であるが、待機状況、空室発生

入居検討委員会

状況については、他事業の責任者へも毎月情報共有のこと

各ミーティング
入浴サービス向上ミーティング
排泄サービス向上ミーティング
食事サービス向上ミーティング
褥瘡対策ミーティング
身体拘束廃止ミーティング
行事企画運営ミーティング
施設活用ミーティング

１

２

身体の清潔保持と満足度の向上を図ってゆく実務的検討会
の場とする。
個々に応じた排泄用具や紙おむつなど排泄に関する検討を
行い、快適な生活をサポートする。
食事環境、食器・自助具の適正判断、褥瘡対策、口腔清拭に
ついて、食事時の事故防止などの検討の場とする。
褥瘡の治療や発生リスクの軽減を図るため、看護、介護、栄
養面から総合的に対策を検討する。
委員会と異なり、実務的なレベルでの身体拘束廃止ゼロの課
題解決に向け対策を検討し実行する。
月ごとの行事計画はもとより、日々のレクリエーションにつ
いても立案、実施する。
今年度は、リニューアル工事が行われるデイおよび新設予定
の研修フロアの「準備室チーム」として機能させる。

法人事務局

主な取り組み

地域住民・団体との交流を促進す

①地域住民との交流を目的に地域ボランティアへの参

るための体制づくりを行うとと

加推進及び取りまとめを行う。

もに、
多世代交流ができる環境整

②近隣の中学校、高校との交流を模索し、多世代が交流

備を行う

できる環境の整備を行う。

設備整備に向けた資金計画を行

①設備整備計画を策定し計画的な設備整備を行う

うとともに、
安定した経営を行う

②各事務費、事業費の使用状況の分析と適正化。

ための財務体質の強化を図る。

３

利用者サービスの充実に向け、
新

①取引銀行等の情報網も活用し、医療体制充実に向けた

たな医療体制の構築に向けた情

情報の収集を行う。

報の収集や、
職員の資質向上のた

②職員の等級基準に応じた推奨資格の取得支援を行う

めの計画的な研修実施に向けた

とともに、サービス向上に向けた外部研修の選定と派

サポートを行う。

遣、外来講師の招聘等、実施上のサポートを行う。

人材の確保に向けた働きかけを

①外部企業の研修プログラムを活用し、新卒職員の教育

行うとともに、人材の育成及び、 を充実させ人材育成に繋げる。また職員の計画的な採用
４

長く働き続けることのできる職

を実施する。

場環境作りを行う。

②福利厚生の充実を行うとともに、職員交流会の体制構
築及び実施をすることで職場環境を改善する。

特養＆ｼｮｰﾄｽﾃｲ

主な取り組み

地域、
多世代との交流が出来るよ

①地域との交流を深めるため、感染対策を強化して地域

う環境整備を行う。

ボランティア等への参加を行う。

１

②外部から人の受け入れが出来る状況となれば施設開
放する。（環境整備・教室準備など）
新たな事業の展開に供するため、 ①随時、入居相談を受け付け、ベッドコントロールを行

２

安定した稼働率を維持し、
財政基

うことで、特養稼働率 99％、短期稼働率 50％、全体稼

盤を確立する。

働率として 92％以上を目指す。
②病院、他事業所からの困難ケースに対応できるよう内
部勉強会を実施して職員をスキルアップさせる。

３

４

１

家族と交流する機会を作り利用

①利用者と家族が直接、会える機会を作る。

者支援の強化と満足度を向上さ

②家族への手紙・写真を継続して郵送する。

せる。

③満足度向上のため行事食を月 1 回実施する。

介護職員のモチベーションを高

①キャリアパス制度の目的に沿った面談、評価を行う。

めるため、
キャリアパス制度を定

②評価者自らの意識を向上させるためのスキルアップ

着させる。

を行う。

看護部

主な取り組み

入居者ご家族だけでなく、地域

①施設見学やホームページから介護、看護の実際を知っ

住民にも、自身や家族の健康に

ていただく。（状態変化時即連絡。家族と連携。）

関心を持っていただく。

②認知症講座を開催し、健康寿命を延ばす予防医学につ
いて勉強会や運動指導を実施する。

２

高齢者の脆弱な機能の改善に貢

①入浴後に温泉のかけ湯をし、保湿剤を使用することで

献するとともに、薬剤の依存を

乾燥を防ぐ。（皮膚トラブルを予防）

少しでも減らす取り組みを行

②日光浴（外気浴）やアウトドア行事を開催し、夜間良

う。

眠を促す（睡眠薬使用減）また、飲水量を増やす。（下
剤使用減・脳血管疾患予防・認知症悪化予防）

３

ご家族との連携や職員のスキル

①医療情報トピックスの提供や介護職への医務研修、外

アップも含めた、一貫した看護

部研修からのフィードバックを通し、多職種と知識共有

支援体制を構築する。

を行う。（施設全体のレベルアップ）
②ご家族とありのままを受け入れ合える信頼関係作り
を目指し、看護介護情報の提供等、意思疎通に努める。

４

自己研鑽により、自己実現への

①看護のルーチン業務以外でも、個々の特性や資質につ

努力を惜しまない人材を育成す

いてしっかりと観察し評価する。

るとともに、個々の職員の能力

②朝の医務カンファレンス後に部門目標を唱和するこ

に見合った適正な評価を行う。

とで、各自が目標に沿った意識を持ち業務にあたる。
（一
貫した看護体制の実現）

１

２

デイサービスセンター

主な取り組み

地域住民との交流促進のため、

①近隣市町村のボランティア団体を調査し、新たな受け

新規のボランティアの受け入れ

入れ先を模索し、招聘する。

を図る。

②地域に職員が参加できるイベントはないか調査をし、

地域イベントへの参加。

積極的に参加していく

天然温泉や敷地を活用した新し

①新たに完成する新フロアにおいて、来春完成後、温泉

いデイサービスセンターの開設

資源やリハビリ機器、建物周辺環境をいかに有効活用で

に向けた準備を進めるとともに きるか検討する。
財政基盤を確立する。

②職員の資質を高め、良質なサービスを提供することに
より稼働率９５％以上を目指す。

３

利用者満足度向上に向けて、職

①専門職としての知識技能を高めるための研修へ 1 人

員一人ひとりのスキルアップの

１回以上参加させ、職員の質の向上を図る。

ための研修参加を促す。また、

②家族参加型の行事や、介護実態の見学会等を開催す

家族参加型の行事を開催する。

る。

人材育成のためのキャリアパス ①キャリアパス制度に基づいた面談の実施と、定期的な
４

１

制度を定着させるとともに、魅

職員会議の開催により意思疎通の改善向上を図る。

力のある働きやすい職場環境を

②ホームページのブログ欄を活用し、毎月情報発信して

つくる。

いくことで、施設プロモーションを行う。

バーデハウス東員

主な取り組み

入居者と地域住民との交流や多

①近隣の老人会やイベントに参加するための計画を８

世代交流ができるような環境整

月までに立案し、実施する。

備を行う。

②地域の高齢者を対象とした行事計画を９月までに立
案し、実施する。

２

新たな事業の展開のため安定し

①バーデ通信やパンフレットの定期的な郵送を月５０

た稼働率を維持する。

ヶ所を目安に行う。また、ホームページや検索サイトの

入居者の健康増進のため施設資

更新を月１回で行い、空き部屋状況等を提供する。

源等を活用する。

②施設内で野菜や果物の栽培をし、毎月提供できる場所
を作る

３

入居者のご家族に生活の様子を

①年一回以上の家族参加型の行事を立案し実施する。

知ってもらえるよう情報発信す

②月２人以上の入居者のご家族に対し、写真や近況報告

ることで、交流と連携強化、満

の手紙を発出する。

足度の向上を図る。

４

人材育成のための人事考課制度

①キャリアパス制度に基づく面談を行う。

を定着させるとともに、サービ

②スキルアップ、サービス向上につながる外部研修、施

ス充実に向けた職員の質の向上

設内研修への参加を全スタッフに促す。

を図る。

居宅介護支援センター

主な取り組み

地域住民との交流促進を図る。

①老人会、地域カフェに参加し、交流を深めることで健
和会の認知度を高める。

１

②施設と協働し、家族介護者教室(東員町委託事業)を開
催、地域社会への貢献に務める。

２

３

新規事業の展開の為、

①特定事業所加算の要件を遂行する。

財政基盤を構築する。

②月々の稼働率９4％以上を目指す

新規利用者、困難ケースの情報

①週一回の定例会議を持つことで新規、困難ケースを全

共有を深め、支援体制を強化す

てのスタッフが情報共有し、幅広い意見を取り入れなが

る。また、他機関の情報収集及

ら支援していく。

び交流を行う。

②月に１度以上、病院、各事業所、インフォーマルな
機関へ訪問し、利用者の支援やプランに反映させる。

４

研修に参加し知識を増やすと共

①１人が年間４回以上研修に参加し、ミーティング時に

に、伝達研修を行うことで説明

は、他職員に伝達研修を実施する。

力を磨く。また、事例検討会を

②月１回、事例検討会を行い、意見交換や必要に応じた

実施し、チームのサポート体制

アドバイス、サポートを互いに行う。

を整える。

令和 4 年度

研修計画

階層別研修（施設内研修）
研修名
ビジネスマナー・接遇研修

対象者
一般職員
リーダー・サブリーダー
リーダー・サブリーダー

管理者研修

主任・副主任

開催時期
4 月～6 月
適宜

階層別研修（施設外研修）
研修名

対象者

開催時期

新人研修（介護人材養成コース）

新卒採用職員（３名）

4/6～5/13

認知症介護基礎研修

新入職員（未資格取得者）

適宜

リーダーシップ研修

リーダー・サブリーダー

未定

マネジメント研修

副主任以上

未定

社会福祉施設のクレーム対応

主任・副主任・次長

5 月～7 月

主任／係長講座

主任・副主任

8 月頃

人事・労務管理

部長以上

10 月頃

施設長専門講座

副施設長以上

未定

法人共通研修
研修名（仮）

開催時期

備考

ハラスメント

４～６月

動画研修

権利擁護

５～７月

動画研修

感染症対策

６～８月

動画研修

認知症ケア

７～９月

動画研修

９～１１月

動画研修

１０～１２月

動画研修

看取りに関する研修

リスクマネジメント研修

緊急時の対応（救命救急）

未定

消防署員指導

非常災害時の対応

未定

動画研修

※ 令和４年度については、コロナウイルス等の感染リスクを最小限に留めるため、
基本的に ZOOM 等ネットを利用した動画研修を主とし、少人数グループに分け
ての参加にて行う。感染終息状況に応じて、外部研修への派遣、外部講師の招聘
などによる集合研修の実施も併せて検討し実施する。

