
標武第2号

事業計画審

1 管理運営についての基本方針等

(1)施 B費の管理運営についての基本方針を提示してください。

「介護が必要になっても住み慣れた余呉の乗色の中で豊かに暮らしたいJと いう地域の想いを大りJに し、

できる限りその人のもつておられる力を引き出し、その人らしくいききと暮らして頂けるよう支1浸 して

いきます。これまでの法人や当該施設における介:鍵 実績、ノウハウ、地城とのつながりを活かすことで、

地域、利用でのユーズに応 じた質の高いサービスの提供を行い、利用者油足度、地域福祉水準の向上、

家族負担の軽減を図つていきたいと考えます。公の施設として、地城の社会資源のひとつとして、地城

住民が利用しやすい施設であることが大切であり、地域におけるニーズの把握とそれに応 じた福祉サー

ビスおよび情学段の提供等により、施,_貿 の運営内容等を地域住民が十分理解した「開かれた併設Jである

べきと考え、それを踏まえ、施設や関連施股、関係機関等と連携を図り、その人の暮らしを総合的に支

える役害‖に担っていきたいと考えています。また、地城において共に暮らす住民の一員として、地域で

必要とされる活p〕ゃ役割を担っていくことで、生活の流れの中での地域との自然なつながりを重視 し、

互いに支え支えられる関係を構築することで、地域福祉の拠点としての役割を狙つていきたいと考えて

おります。

(2)指定管理者を締望する理由・目的を提示してください。

余呉町の住民の方の多くが、地域での暮らしの継統という想いをおⅢ争ちであり、その想いの実現の為に、

利用者の状況等に応 じた多T重多IJkな サービスの提供や、地域密着型サービス (,いよ知症通所介1隻 、認知症

共同生活介:婢)と 連携させて、一体的な介護基盤盤備と街づくりを通じ、社会福祉法人としての地域に

対する社会的責任を果たしたいと考え、平成 20年度より1博 定管理者として運営をしてまいりました。

過去 9年間では、在宅生活の継統の援助に力を注ぎ、多くの方が当施設を活用しながら在宅生活を皆ん

でこられました。今後も、地域の中での普通の暮らしが継統でき、かつ多様化する興望に応えられるよ

う、また、長浜市、余呉町における地域福祉向上への更なる寅献を目指し、引き統き管理運営を行いと

考え希盟致します。

欄が不足する場合は、同様の書式で別紙 (A4版)を作成してください。



2 組市脱体制 。職員配置等

(1)管理運営の組織体制を提示してください。

法人として事業運営の安定化を図るため、業務毎に管理責l・■者を配慨しております。

また、高い専門性を有した法務、労務、税務の各専門家と顧問契約を締結しており、

管理運営のSr』 化を図つています。

(2)管理担営に係る職員配置を提示してください。

(3)人材育成の考え方や職員の研修計回等を提示してください。

別紙参照願います

役1段 担当業務等 ン資格 雇用

理事長 法人総括 社会幅祉士他 常勤

正風固同長 経理統括 介ユ聾個祉士 常生切

事業統悟部長 事業運営全般 常勤

総務留卜長 総務事項全般 社会福祉士他 常助

施設長 (余呉) 余呉事業運営全般 保腱師他 常勤

教育指導れlぺ長 職員教育 社会福祉士他 常鋤

保育腺長 保育事業全般 保背士 常動

役職 担当業務内容 資格・常ヒカ等 雇用形態 勤務形たq

施設長 業務全般の中元的な管理 保健師・防火管理書 常鋤
通常勤務
8:30‐ 17:30

事務員 事務全般・管理

“

常佐 へ″ハ・-2級 常勤 通常勤務
8:30-17:30

生活相談民 生活相談業務 性条協祉主事・介Btl岳 祉士 常勤 通常勤務
8:30い 17:30

看護師 看甘聾業務全般 看:雙師 常動 通常勤務
8:30-17:30

F開理員 調理業務 「』理師l也 常動 通常勤務
8:30‐ 17:30

送迎1脱員 送迎業務・曽繕業務 非常りJ

欄が不足する場合は、同様の書式で別紙 (A4版)を作成 してください。



別紙  「人材育成の考え方や職員の研修計画等について」

介護保険制度の開始以来、福祉サービスを取り巻く環境は大きく変化しております。サー
ビスの資がこれまで以上に問われ、利用者が安心して利用できるサービス提供が強く求め
られております。一方、介護の現場では、社会的意務が高い職種でありながら、モチペーシ

ョンの低下等による離職者が見られます。法人、事業所にとって最大の資産となる職員の育
成について、チームとして、組織として取り組んでいくことこそが、多種多様な介陵ニーズ
ヘの対応に繋がるものだと考えております。

介旗は人と人との温かいつながりが上壊となっております。人と人とは相互に影響を与
えあうものであり、つまりそれは、職員の人間性が実践に反映されることとなります。その

為、価値観、倫理観、人間観等を介護現場や外部での研修、日常生活を通じて、見聞を広め
る努力が必要であります。また、利用者の生活を豊かにする介護の知識、技術等の専門性に
ついても、根拠に基づいた実践と継続的な改善がなされ、かつ人間力に裏打ちされたもので

なければなりません。介護現場では、豊かな人間力を基盤とした広い視野と深い専門性を兼
ね備えた職員の育成を行つていくことが重要であり、これについては、外部の社会資源と連
携、活用することで、より効果的な育成を図ることができると考えています。

O体系的な研修 (内部・外部)計画の作成と参加できる環境づくり

介護現場での技術、知識、リスクマネジメント、また、人間力を高める為のコミュニケ
ーション技法や人権意識向上をテーマに、年間研修計画 (法人研修「1回/月 」、事業所

単位での勉強会、外部講師等)を作成しております。研修参加への環境づくりとして、職

員が実践できること、興味や身近に感じられる内容を沿えております。研修案内では、よ

り具体的な研修目的を記載し周知することで、研修の目的やねらい、動l髄付けを図つてお

ります。また、研修のテーマや内容に応じ、同一内容を複数回開催する等により、参加で

きる環境づくりに努めております。

○階層別の人材育成 (階層別研修)

新率の職員から管理者まで、ある特定の階層に対して必要な知融や技術等を習得させ

ることを目的としています。法人内には複数の事業所がありますが、普段は所属事業所で

業務を行う為、階層研修では普段あまり顔を合わせない職員と演習を通じた交流等によ

り情報交換や相互理解、横の連携作りを図ることも目的のひとつとしております。
当法人では、次のような階層別研修を実施しております。

●「新人研修 (フ ォローアップ研修)」

学卒職員等については、約 1週間をかけて、法人、、事業所の概要、倫理、高齢者虐待、
医療、福祉、応急救護、介腹技術に関しての研修を行います。また、事業所配属後も、業



務上の課題や2年 目に向けての自己の課題を明確にする為、定期的 (毎月 1回)に フォロ

ーアップ研修を実施しております。専門職としての基本的な知識や技術の振り返りや自
己理解をを深めることで、専門職としての基盤づくりを図つております。

0「中堅職員」

指導能力やリーダーシップの強化、根拠に基づいたケアの実践を目的に、定期的 (毎月
1回 )に研修を実施しております。現場における指導教育や、ケアマネジメント、各制度
やサービスの理解等を中心に進めております。講税や演習を通して、多様な価値観を認め

合い、自己の介護観の確立や自己覚知を図つております。

Oキ ャリアパス制度の活用

法人、事業所の理念実現のためには、職員一人ひとりが自分の役割を理解し、自らの役

割を果たす必要があります。その役割や期待される専門職としての人材像をキャリアパ

ス制度で示しています。能力段階に応じた望ましい人材像を標準職務表 (役職任用基準)

により明示し、人事考課表を用いることで、現在、何が出来ていて、何が出来ていないの

か明確にし、能力開発に活かしております。加え、段階に応じた処遇、教育研修や自己啓

発を行うことで、キャリアアップの道筋を示しております。キャリアップの一例として、

無資格で入職した後、介腹福祉士、介護支援専門員資格を順に取得し、デイサービスの主

任へと登用された者もあります。触員の思い描く将来像に向けた実行プロセスのフォロ

ーを人事、教育制度で図つております。



3 利用促進等

(1)施設の利用促進に向けた具体的な取組 (施設の特色を活かした自主事業の展開を含む。)及び違成

目標を提示してください。

今後、ますます独居または高齢者世帯、認知症を恣われる方が増え続けると言われるなか、福祉施

設の必要性はより高まると考えられる。地城の中での普通の暮らしが継統でき、地域に密着した (こ

れまでと同様に地域との交流が存在する)′卜規模で、また、今後多様化すると考えられる要望に応えら

れるものが必要となつてまいります。

施設の利用促巡に向けた考え方として、余呉のデイサービスでは、デイサービスの利用ll学問だけで完

結するのではなく、デイ利用後も自宅での生活にどう好影響、好御県をもたらすか等、常に在宅に向け

た視野を持つて取り組んでいます。特に、年々、高lと,者世‖宇の増加のなか、介言隻力に不安を神つ家l差や、

医療依存度が高い重度要介被背を介ユ鰹される家庭が増えてきている現状を鑑み、本人は勿ユ‖衛のこと、日々

の介H雙 を担うご家族にとつても安心して利用できる県境を整備することが必要となります。そのような

状況を踏まえ、余呉デイサービスの人員体制として、専従の看ユ雙師に加え臨床経験農富な複数の看醜師

を配隠し、中黛度要介,費者の積極的な曼入れ支援をさせて頂いております。また、利用者お一人おひと

りの在宅生活や家庭環境に焦点をあてた機有ヒ訓練に取り組むぺく、訪問 ,ハ ビツ事業所、介1羹 支1浸 専P日

員
オ
部と連携をとっております。利用者の状態他撮や牛

lli別
な変化等への対応については、普段から家庭、

医療機関との情報共有は勿論のこと、中之郷診療所が隣接されている環境を活かし、利用者の情報交換

や、相談支援を密に行い連携することで、必要な支援、迅速な対応を行うことができます。加え、利用

者、ご家族等の意見を反映させる取組みとして、送迎時間やルー ト、順番等を綿密に検討し要望に応え

ることで、利用者、家族の負担幅減を図つていく。また、やまなみセンター内に、サービス付き高齢者

向け住宅を登録、運営しており、今後も引き統きデイサービスと連携をすることで、在宅サービスであ

りながら、施投サービスの代轡サービスとしての機能を有することが可能となり、在宅生活の営みを総

合的に支える役害1に担つていきたいと考えております。

相が不足する場合は、同様の書式で別紙 (A4版 )を作成してください。



,

年度 利用者牧 積算根拠

平成 30年度 平均 24.3人 /日 平成 28年度稼働実績等に基づき積算

平成 31年度 平均 24,3人 /日

平成 32年度 平均 24人 /日

平成 33年度 平均 24人/日

平成 34年度 平均 24人/日

【達成目標】

(2)地域・関係機関・ポランティア幣との連携についての考え方や方策を提示してください。

地域との脇働で拠点 (施設)を支えていくことが必要であると考えている。そのためには、生活の

場である地域の一員として、近隣、地域との対話に努め、地域の方々が拠点 (施設)を往来している

環境づくりに取り組んでいく。地域との交流・連携については、事業所にとって必要な時のみ行うの

ではなく、共に暮らす地域住民の一員として必要とされる活動や役害‖を担っていくつもりである。

その為の具休的方策として、

・自治会への加入や白治会行事への参加 (清掃活動や防災訓練等)

・地域ボランティアの受入れ

・地域の幼袖囲や小学校、中学校等の交流 (総合学習やT仙場体験)

・町内 (地域)の老人クラプ等への参加、認知症等、勉強会のBΠイ散

また、行政、地域包括、居宅、医師、民生委員等と密に連携し、利用者一人ひとり及びその家族を地

域全体で支える仕組みの一員であり統けたいと考えております。

(3)施設のPRや情報提供など広報活動についての効果的な取組を提示してください。

・広報誌 (卒コl誌)による施設のPR、 情準R提 04

・パンフレットの発行やホームページでの情報提供、情報公DΠ

・関係機関 (地城包括支援センター、居宅介護支援事弟ζ所、病院の医療相破室、地域ポランティア、

民生委員等)への事業所情報の中是供

・福祉健康大会、介:賞ユ博座等の開l糧 による啓発、イベン ト活動

1間が不足する場合は、同様の書式で別紙 (A4版)を作成 してください。



4 サービス向上等

(1)利用者等からのエーズの把楓方法を提示してください。

和I用 者、家族管については、相μ炎窓口の,Wl知 を行う上で、日々の情宇R交換を密に行うとともに、

定期的なアンケー トの実施によリニーズの拾い上げを行う。加え、意見箱の設置により日常的に

意見や要望を開ける環境づくりを行う。また、利用者関係機関との情報交換、連携を行うことで、

迅速かつより的朧なニーズの把握に努める。地域ニーズについては、民生委員会への参加や老人

会、自治会との情報交換等を行う等、日ヒ買よリネットワークを構築することで、意見や要望等の

収集に努める。

(2)利用者等からの苦情等に対する対応について提示してください。

法人が定める r福祉・介,隻サービス普情解決要細」に基づき対応する。利用者等からの苦情を

適切に角ll決するとともに苦情角甲決の責任を明朧にするため、苦情n旱決体制を整備 (苦情受付担当

新および普情角甲決責任者を投砥)し、利用者からの意向が反映し易い環境作りを行い、迅速かつ

適切に対応する。また、普情解決に社会性や客観1ド上を,往保するため中立的な立場からの普情解決

を図れる第二警委員の股阻を行い、利用者の立上財等にも配慮した苦情中し出のし易い環境とする。

(3)その他サービスの質を維持・向上するための取組について提示してください。

①ヒヤリハットとニヤリホットの活用

eヒ ヤ′ハット 事故検討委員会での検F正、対策

・ニヤリホット ヒヤリハットの逆で利用者の具いところを見つけ支援に

'Aげ

る

②融員定例会議の活用

ミーティングによる問題腺題の洗い出し、それに基づく1職民研l缶の実施、介i鍵技術の向上

③環境改善

デイサービスは利用者の生活自立度を高める場所。不快感が感じにくい緊錠、選択、自己

決定ができる場所

④機能帥1繰

理学療法士と連携、指導のもと、効果的な運け′うの促進を行う。

欄が不足する場合は、同様の書式で別紙 (A4版)を作成してください。



5 施設の管理運営等

(1)施設の管理運営における経費節減のための取組について提示してください。

現状の管理業務に係る個々の経費の把握と分析を行い、逝正な溢攣の設定により期れ町得の日標lは

を定め、具体的計画のもと経費の削l政 を行う。

・定期的 (1回/月 )に実績 l世 を基にした経費山Ⅲ減のための検討会を実施

発生経費の分析

使用目的、使用方法の検討

納入業者の見直し *市において契約されているものは対象外

・コス ト意ユVl高粉のための職員教育

事務用品および事務機器の適正な管理と節減

光潔(水費の適正な管理と節激

意識改革に対する研ll密

数l直の見える化による意1耐lの 高協

・耳俄員の適正な配皿による人件費削減と職場粛斑の改誓による負担幅減

T職務内容の把握と職務分準の制定、見直し

整理整l'資の徹底による効率運営と働きやすい1般場環境整備

(2)維持管理業務 (清掃・保守点検・警備等)の内容、方法、頻度等について提示してください。

維神管理業務については日常的な管理と定期的な管理に分け管理を行う。

①日常的な管F」!

・管理口誌を作成し、チェック項目を示し記録

・業化対策については、常時使用する食雄、便所、浴室、機能馴1練室を中心に、業務の絡了後、

毎日の消締および消毒を行い、維饗,管理及び感染症予防に努める

。厨房繊備についても、使用後の洗浄を十分に行う

。施設閉館時の
'た

掛けのダプルチェック

②定期的な管理

・設備類の保守点検は、長浜市の計画に沿つて実施の協力を図つていく。

・興常個所については、その都度、長浜市へ報告、相lイ炎、脇艤

欄が不足する場合は、同様の書式で別紙 (A4版 )を作成してください。



6 その他

(1)利用者の個人情報を保腹するための取組を提示してください。

個人情報の取1及 いや保g贅 に関する方針などを規程に定め、個人情報の利用目的や開示手続きなど

について適切な取扱いを行うとともに、個人情無の利用についての同意を得る。

・個人情宇Rに関する基本方a卜の制定を行う

個人情報を保・,隻・管理する体制の磁立

個人情報の取得、利用および提供についての目的の明血化

個人情報の安全性の確保

個人情報の保g隻 .管理に関する研修会の実施 (法令・規範の連守)

・個人情報の取扱いについて利用目的を定める

原則として個人情中Rは利用を本人に対するサービス提供の目的以外には使用しない。施設

では利用者に提供するサービスに係る事務手続き等、施股外では利用者がサービスの機l共

を受けるうえで必要となる他事業所との連携のための情報提供、医療機関受診等のける医

師等に対する情報提供など。

・個人情報の開示についての目的と手続きを定める

個人情報の開示は、事業所で所有する個人情報を適切に提供することにより、利用者およ

び家族がサービスの内容を十分に理解し、事業所と利用者および家族が互いに信頼関係を保

ちながら、納得のいくサービスを受けて頂くことを目的とする。

・1職員に対する守秘税務の選守

履用契約上での守秘機務連守、守秘鵜務事項の智約騨甲よ取

(2)施設の管理運営における環境に配慮した取組を提示してください。

・用紙類の使用量の抑制

午問使用量のF調 査、再生紙の使用、両面印刷、両面コピー、慕面印刷、使用済み対筒の再利用

tOA機器等の使用

OA機器の省エネモー ドの骰定、電源のOFF

・廃薬物の発生抑制、再γ資源化

物品物の適正量R‖入、トナ中カードリッシ'等の業者への回収要

'脅

、ごみの〕

“

出・処理79-トンート

の作成、ゴみの分別・リサイクルの徹底

a省エネルギーに配慮した館内の利用

冷暖房の適正l風度、空FЛ F没備の適正運転とフィルター等の清掃、クールビズや冬卒の重ね若の推

連、消灯の徹底、消灯への協力依頼の貼紙

・送迎車の〃〕率的利用

送迎ルー トの見直しと効率化、不要なアイ ドリングの中止



(3)防災、防犯その他緊急時 (災害・事故等)の対応及び危機管理体制について提示してください。

防災 。危機管理休制として、防火観F聖での設皿と消励計画の作成を行う。消防言「画では、予防管理

組織を編成 し火元黄仕背や火気使用器具および消防用注費鮒等の日常点検を行い自主点検検査員を設雌

する。また白術消防組織を編成 しl・と務毎の役制分担の明朧化を図るとともに、非雌経路図の作成と同

知を行い、定期的な非難ユlll練 を実施する。県急、非常事態に備え、減殺マニュアル、防犯マニュアルの

周知とともに、馳員緊急連絡網や利用者および家族、関係格t関の―史表の作成を行う。また、近隣組級

(自 治会等)と の連携も常日頃から意識し関係強化に努めておく。

(4)同様 a類似の業務の案布責等があれば、記入してください。

平成 20午 4月 ～平成 25年 3月

余呉デイサービスセンター施設指定管理者

平成 25年 4月 ～平成 30年 3月

余興デイサービスセンター施声没指定管理者

平成 23年 4月 ～平成 28年 3月

米原市近江地域伯
~祉

センターやすらぎハウス指定管理者

平成 28年 4月 ～平成 33年 3月

米原市近江地域幅祉センターやすらぎハウス指定管理者

1側 が不足する場合は、同1熊の書式で別紙 (A4版)を作成 してください。

7 自由提案

その他施設の管理運営業務を効果的・効率的に推進していくために提案したいこと、貴団体の独自性や

アピールしたいことがあれば、記入してください。(例 :女性 。若者の今回、資材等の地元コη違など)

社会福祉法人大樹会は、高齢者介:雙、保育、R章害者就労支援事業の各事業を、海根市、長浜市、

米原市.東近江市の4市において展開している。

今回の指定管理の対象施設である余呉デイサービスセンター (名 称『やまなみデイサービス」)を

余呉町における中心施設 “核"と して多様な介腹サービスを提供している。やまなみデイサービスで

は、要介艇 3以上の密J合が 3割を超える等、重度介胆者が多く利用してT買 いている。そのことから、

やまなみデイサービスでは、重虞介艇者への支援として専任のを腹師配置や複数のを腹師が聞わる

体制を身文いている。また、防間リハビリ事業所と密に連絡、連携をとることで、利用者の生活機能の

改善に取り組んでおります。やまなみセンター内においては「サービス付き高齢者向け住宅」を登0景



還営しており、余呉デイサービスセンターとB方間介霞事業所が密に連携し特別養腫老人ホ…ムに代

わる施設として入居者の24時間965日 の暮らしを支えている。余呉の景色の中で暮らしたいと

の利用者の想いを支えるぺく、医療機関やご家族とも想いを共有し、サービス付き高齢者向け住宅

での看取りも案賤している。さらに、余呉町の地域密着型施設として、認知症対応型のデイサービ

スセンター駅前 (下余呉)と グループホームこぷしの家 (池原)を運営している。法人内の施B費 と

してそれぞれが情報交換等の連携をしつかり行い、利用者個々の状態に合わせたサービスの利用と

いう面から、家族や居宅介:隻事業所等へも提案を行っている。

2025年 に向けた地域包括ケアシステムの構築が目指されているなか、通所介護事業は、住み

慣れた地域で在宅生活を継続するための主要なサービスである。余呉デイサービスの将来的な展望

としては、余呉地区の人口および高齢者人口が減少を続けている状況もあり、現状と同じ利用条件

では利用拡大という方向性は描きにくい。そのようなことから、今後増加が見込まれる認知症高齢

者やH度要介瞳者、独居高齢者に対する対応、転倒予防、認知症予防管を目的とした利用管による

視野を広げた利用への対応を行つていく。これからは、通所介瞳事業も「地域連携拠点」として、

今以上に医療機関や他の介腱サービス事業所、地域の住民活動とも連携し、利用者の在宅生活の支

援や家族介観者の支援を担うことが必要となってきます。また、これまでの地域とのつながりを活

かして身近な相談窓口や介腹教室等の実施場所となり、また、施設の中だけで完舶することなく、

自治会やサロン等に出向いた活動を行い、更なる地域交流、地域貢献に努めていきたいと考えてお

ります。

欄が不足する場合は、固IJ崇の書式で別紙 (A4版)を作成してください。


