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平成２８年度 しおさいの里等複合施設 事業計画 

 

１．中期的な事業方針（計画期間：平成２７年度～２９年度） 

 現在、国では高齢者や障害者ができる限り住み慣れた地域で尊厳をもって、自分らしい生活

を送ることができるよう、「地域包括ケアシステム」の構築に向けた取り組み進めている。 

このような中、特別養護老人ホームにおいては、様々な主体が参入する介護サービス市場に

あって、重度の要介護者や低所得者の「終の棲家」としての役割を一層果たしていくことが求

められている。 

 また、障害者福祉の分野、とりわけ身体に障害がある方においては、当事者自身の高年齢化

や障害の重度・重複化に対して、地域や医療と密接に連携した支援の充実が求められている。 

 他方、事業経営においては、介護報酬の減額改定、消費税増税、物価上昇、人材不足等によ

る影響が懸念されており、危機管理機能を高めることがより一層、求められている。 

 限られた経営資源を有効に地域に還元するため、当複合施設の各事業部門が連携し、一体と

なって以下に掲げる３か年計画「しおさいの里 六華（りっか）プロジェクト」を推進してい

きたいと考える。 

「しおさいの里 六華（りっか）プロジェクト ～地域に幸せの華を咲かせ隊！～」 

 

図：「六華プロジェクト」のイメージ 

六華とは、六角形の雪の結晶、雪の華。当複合施設の役割・機能を六つの華びらにみたて、「や

さしさ」、そして「たくましさ」を持って、地域福祉の拠点として貢献していきたいという思い

が込められている。 
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＜総合的相談支援（一ノ華びら）＞ 

 地域包括支援センターや居宅介護支援事業所、障害者相談支援センター等との情報共有を図

りつつ、地域住民の相談窓口機能を果たします。 

＜地域活性化支援（二ノ華びら）＞ 

 地域住民、住民組織等の多様な主体と協働しながら、地域社会の活性化に向けた取り組みを

推進します。（・介護予防事業「だんだん広場」 ・障害者スポーツ等の体験交流（ふくしのひろば

等） ・認知症啓発活動 ・地域交流行事（夏祭り等） ・社会奉仕活動 ・地元保育園や小中学

校等との交流事業 ・ホームページや広報紙等を媒体とした情報発信） 

＜在宅サービス支援（三ノ華びら）＞ 

 介護及び障害福祉サービス事業所としての資源やノウハウを最大限活用し、地域に還元しま

す。（デイサービスセンター、ショートステイ） 

＜施設サービス支援（四ノ華びら）＞ 

 在宅での生活が困難な方々、特に中重度の要介護者や障害のある方々への生活支援に努めま

す。 

＜福祉人材の育成（五ノ華びら）＞ 

 人材不足が顕著に現れている福祉分野において、組織の活性化を図りながら、互いが協力し

合うとともに、やりがいのある職場づくりに努めます。（・職員研修 ・目標管理 ・メンタル

ヘルス対策 ・組織体制の見直し ・給与改善 ・障害者雇用） 

＜持続可能な事業経営（六ノ華びら）＞ 

 当複合施設の安定的、発展的な事業継続に向けての取り組みを推進します。 

（・収入増加策の検討（空床管理、加算の検討等） ・効率的、効果的な業務改善による経費削減 ・

設備、備品の大規模修繕、更新の計画、実施 ・夕映えの郷事業部との業務連携） 

 

２．事業内容 

（１）特別養護老人ホームしおさいの里（介護老人福祉施設） 

（２）しおさいの里ショートステイ（短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護） 

（３）障害者支援施設さいはま園（生活介護、施設入所支援、短期入所） 

（４）デイサービスセンターゆりかご荘（通所介護、新総合事業（現行の介護予防通所介護に

相当するサービス、緩和した基準によるサービス）） 

（５）しおさいの里居宅介護支援事業所（居宅介護支援） 

（６）地域包括支援センターうのはな苑（上越市委託事業、介護予防支援） 

（７）介護予防教室「だんだん広場」（まちづくり大潟委託事業、法人独自事業） 

 

３．平成２８度事業計画 

３－１）複合施設事業計画 

（１）事業目標：地域と共存しながら、関わるすべての人たちが生き生きと感じられる事業運

営を目指します。 

（２）重点目標： 

   ①「介護予防」から「中重度の要介護者」まで、幅広いニーズに応える観点からの「支

援・ケア体制の見直し」を行います（だんだん広場、半日型デイサービス、一日型デ
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イサービスがより一体的となったサービス提供体制の構築等）。 

   ②地域や関係機関等、外部との交流を促進することで、地域に暮らす高齢者の活躍の場

の提供や施設利用者の生活支援の充実に努めます（法人ボランティアコーディネータ

ーの設置。夕映えの郷とのさらなる業務連携等）。 

   ③法人内に「認知症介護指導者」を配置し、当複合施設並びに地域全体の認知症介護の

質の向上を図ります。 

   ④職員が健康で、生き生きと働ける環境づくりに努めます。その一環として、精神面（ス

トレス軽減）に配慮した取り組みを推進します。 

   ⑤キャリアパス要件（職員の職位、職責、職務内容等に応じた任用等の要件）について、

夕映えの郷と共同で検討することで介護報酬の増加を目指します（現状の介護職員処

遇改善加算ⅡからⅠへの変更取得を目指す）。 

   ⑥業務の効率化として「記録の電子化」の導入について、モデル部署を選定し検討を行

います。 

⑦新電力（電力自由化）等の導入や、業務改善、コスト意識の向上により、さらなる経

費削減に努めます。 

⑧上越市が第７期介護保険事業計画（平成３０年度～）で実施を予定する「地域包括支

援センターの再配置」に伴い、現在の受託法人として今後の対応を検討していきます。 

 

３－２）在宅支援課 部門計画 

（１）部門目標：介護予防から要介護まで、継続かつ一貫性のあるサービス体制の構築を目指

します。 

（２）重点目標： 

   ①デイサービスセンターの利用定員を３０人から３７人に増員します（通所介護と現行

相当サービス（従来の介護予防通所介護））の対象者を３０人程度、通所型サービスＡ

（基準を緩和したサービス）の対象者を７人程度の利用枠とする）。 

   ②半日型デイサービス（主に通所型サービスＡの対象者）の運営日を週２日から週６日

に拡大し、年間で１７人の新規利用者の受入れを目指します。 

   ③介護予防教室だんだん広場、半日型デイサービス、一日型デイサービス間での連携を

強化することで、中長期的な利用者確保の安定化につなげていきます。 

   ④居宅介護支援部門での利用者の担当件数を現状より年間で６人、増やします。その後

の受入れ状況により、介護支援専門員の配置数（増員）について検討します。 

   ⑤上越市が第７期介護保険事業計画で実施を予定する「地域包括支援センターの再配置」

計画に関する情報収集を行いながら、法人事業運営の方向性を検討していきます。 

 

３－２－１）地域包括支援センター 部門計画 

（１）部門目標：上越市大潟区の「地域包括ケア」の中核機関として「公益性」、「地域性」、「協 

働性」の基本的な視点を持って、高齢者が住み慣れた地域で尊厳あるその人ら

しい生活を送ることができるように「地域包括ケアシステム」の構築を目指し

ます。 

（２）重点目標： 
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①包括的支援事業が効率的・継続的に取り組めるように活動内容の点検や評価を定期的

に行うとともに、業務マニュアルの作成を進めていきます。 

②前年度まで地域ケア会議で取り組んでいた見守りネットワークの体制づくりを具体的

に進めていけるように関係者と検討していきます。 

③地域の元気な高齢者が生き生きとした活動が継続できるように他機関と連携を図り、

住民同士のつながりを支援していきます。 

（３）業務目標： 

①総合相談支援事業 

ａ．地域の様々な相談に対し、関係機関と連携を図り、適切な支援を行います。 

ｂ．地域住民の見守り・相談体制を強化するために、高齢者とのつながりのある銀行や

商店等の関係機関へパンフレットや広報誌を配布するなど周知活動を強化していき

ます。 

ｃ．６５歳以上の独居高齢者及び６５歳以上の高齢者のみの世帯を個別訪問し心身の状

況、家族等の状況等の実態把握を行います。（２７年度実績より月１０件訪問を増や

します。） 

②権利擁護事業 

ａ．高齢者虐待や消費者被害の防止、日常生活自立支援事業、成年後見制度等の普及・

啓発を目的に講演や研修会を実施します。 

③包括的・継続的ケアマネジメント事業 

ａ．頸城区と合同の個別地域ケア会議を通じて、大潟区総合事務所とともに大潟区の現

状と課題の把握に努めます。 

ｂ．地域課題に対して大潟区地域ケア計画を作成し、様々な関係者と解決に向けた地域

ケア会議を実施します。 

ｃ．介護支援専門員に対し、自立支援に資するケアマネジメントの支援を行うとともに

介護支援専門員同士の交流や資質向上の場となるように事例検討や研修を実施しま

す。 

④第 1号介護予防支援事業（介護予防ケアマネジメント） 

ａ．チェックリスト対象者、要支援 1 及び 2 認定者に対してケアマネジメントが適切に

行えているか職員間で把握するとともに地域連携連絡票の作成をしていきます。 

ｂ．委託している事業所に対して介護予防サービス計画が適切に作成されているか確認

を行い、必要に応じて指導していきます。 

⑤その他の事業 

ａ．高齢者の生き生きとした活動が継続できるように「だんだん広場」や「いきいきサ

ロン」等で介護予防の取り組みを提供していきます。 

ｂ．認知症サポーターが継続的に認知症を理解したり、地域で見守る応援者としてでき

ることを考える機会が持てるように頸北・名立キャラバンメイト連合会と連携を図

ります。 

ｃ．認知症の方やその家族にとって自分らしさを発揮できる場所であったり、地域住民

に認知症に対する正しい理解を深められるような「認知症カフェ」を実施します。 

ｄ．介護者が介護等に関する知識や情報を得たり、情報交換を通じて介護の悩みが相談
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できる場となるような「介護者のつどい」を実施します。 

 

３－２－２）居宅介護支援事業所 部門計画 

（１）部門目標：利用者と家族の安心した生活を総合的に支援し、最善の利益を追求する。 

（２）重点目標： 

   ①個別研修計画を各自が実施し、具現化することで質の向上を図ります。 

②利用者一人ひとりの強み（プラス面）を伸ばし、活かすことにより、その方の自立を

支援していきます。 

   ③どの場面でも利用者の立場になって物事を考え、その方に何が必要かを導き出し、個

別の支援、サービス提供を実施していきます。 

 

３－２－３）デイサービスセンター 部門計画 

（１）部門目標：地域で暮らす高齢者の皆様が行ってみたいと思っていただけるデイサービス

を目指します。 

（２）重点目標： 

   ①お試し利用を積極的に受入れ、ご利用者様が利用してみたいと思えるような暖かいサ

ービスの提供に努めます。 

   ②新たな活動を増やし、楽しみの持てる余暇活動の充実を図ります。 

   ③ご利用者様、ご家族様の意向を確認し、個々に合わせた支援を行います。 

   ④職員がストレスを抱えないような職場環境を目指します。 

   ⑤利用定員増員に伴い、新規依頼には迅速に対応し早期利用につなげ、通所介護及び総

合事業の現行相当サービス（みなし）の毎月の利用延べ人数６２４人を目指します。（毎

日の利用者数２４名以上） 

   ⑥半日型デイサービス（主に総合事業の通所型サービスＡの対象者）の年間１７人の新

規利用者の受入れを目指します。 

   ⑦在宅支援課各部門や関係機関と連携を図り、情報を共有し、在宅生活が続けられるよ

うに支援いたします。 

 

３－３）高齢介護課 特別養護老人ホーム 部門計画 

（１）部門目標：利用者、職員共に笑顔で、心や思いに寄り添ったサービスの充実を目指しま 

す。 

（２）重点目標： 

①利用者の基本的人権を尊重し、安心・安全な生活が継続でき、その人らしく生活でき

ることを大切にしながら支援します。 

②専門職としての自覚を持ち、個々の役割と責任を認識しながら、職員間のコミュニケ

ーションを大切にし、風通しの良い、働きやすい職場環境を目指します。 

③地域に暮らす高齢者の活動の場としてボランティア活動を積極的に受け入れます。ボ

ランティアコーディネーターと連携しながら利用者と社会との結びつきの輪を広げて

いきます。 

④一人ひとりが自身の資質向上のため、研修参加や自己研鑽に努めます。 
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３－３－１）しおさいの里 ２丁目 部門計画 

（１）部門目標：利用者に寄り添った温かみのある支援を目指します。 

（２）重点目標： 

①職員同士思いやりを持ちながら協力し合い、働きやすい職場環境を作ると共に、利用

者個々の支援に繋げていきます。 

②自分が言われて嫌な言葉、自分がされたら嫌なこと等相手の立場になって考え、不適

切なケアとなっていないかを振り返り、職員同士声を掛け合いながら支援していきま

す。 

 

３－３－２）しおさいの里 ３丁目 部門計画 

（１）部門目標：利用者が自分らしく生活を送れるよう、サービス提供をします。 

（２）重点目標： 

①利用者が自分らしく笑顔で生活を送れるよう、人権を無視した行為は絶対に行いませ

ん。 

②職員同士連携をしっかり取り、専門職としての知識を生かし、利用者の思いに添い、

且つ安全で安心できるサービスを提供します。  

③職員間や利用者との１日の始まりの挨拶を初めとし、コミュニケーションを大切に互

いの信頼関係を築き、相談しやすい環境を整えることができるようにします。 

 

３－３－３）しおさいの里 ６丁目 部門計画 

（１）部門目標：利用者に寄り添い、笑顔あふれる満足のいく生活を送れるよう一人ひとりを

しっかり見つめ支援します。 

（２）重点目標： 

①利用者とのコミュニケーションや日々の支援の中で汲み取ったニーズを６丁目職員全

員で責任を持って対応します。 

②利用者に対して、人権侵害になるような行為は絶対に行わず、笑顔と温かい気持ちを

持って誠意ある対応に努めます。 

③６・７丁目ユニット間のコミュニケーション・情報共有を円滑にし、利用者にとって

も職員にとってもプラスとなる業務体制を確立します。 

 

３－３－４）しおさいの里 ７丁目 部門計画 

（１）部門目標：一人ひとりの活動がその人らしく、笑顔と活気があふれる生活を送れるよう

支援します。 

（２）重点目標： 

①ゆっくりゆったりとした生活を送れるよう支援します。 

②人権侵害・不適切な行為は絶対に行わず、誠意を持って対応します。 

③職場内の環境の整備に努め、特に衛生面に置いては十分注意をはらい快適な生活が送

れるよう対応します。 

④職員間の連携・コミュニケーションを密にし、効率的な業務体制を目指します。 



7 

 

３－３－５）しおさいの里 ５丁目 部門計画 

（１）部門目標：新規の方が何度も利用していただける、心のこもったサービスの提供に努め

ます。 

（２）重点目標： 

①利用者の好みを把握し、利用者や家族の意向を汲み取り、気持ちに寄り添った対応を

心がけ、安心して利用できるよう努めます。 

②不適切ケアに繋がらないような取り組みとして、不適切ケアと思われる項目を毎月２

項目提示し、意識しながら行わないように努めます。 

③医療度の高い利用者の方等、積極的に受け入れることに努め、地域へ広報「しおさい」

の回覧や他事業所への情報提供を行い、利用率アップに繋げ、毎月の利用者延べ人数

310 人を目指します。（１日の利用人数は 10 人以上） 

 

３－３－６）看護 部門計画 

（１）部門目標：ご家族職員共に、利用者の気持ちに寄り添った支援を行えるように努めます。  

（２）重点目標： 

①利用者やご家族の気持ちを汲み取ってケアが行えるようにします。 

・意向確認ファイルの活用継続。 

・健康状態把握に努める。（受診表・病歴表の活用継続） 

・入所時の健康状態把握・意向確認について検討していく。 

・本人の意向確認について検討していく。 

②看取りケアの充実に努めます。 

・最期に過ごす居室環境、ベッド周辺をその方らしく落ちついた空間の提供に努める。 

③相手の気持ちに寄り添い、精神的に傷つけないように努めます。 

・言葉使いに気を付け、職員とコミュニケーションを良好に保てるよう心がける。 

 

３－３－７）機能訓練 部門計画 

（１）部門目標：業務の効率化や他職種との連携を図って、利用者様への援助を行って行きま

す。 

（２）重点目標： 

①専門職としての視点から、利用者様の能力や可能性を念頭に置いた支援に努めます。 

②地域貢献活動にも業務の幅を広げて行きます。 

 

３－３－８）相談支援 部門計画 

（１）部門目標： 地域に開かれた施設を目指します。  

（２）重点目標： 

①ボランティア活動を積極的に受け入れて、利用者・地域の方々・職員との繋がりが持

てる様にします。 

②職員間のコミュニケーションを大切にし、他職種連携の基、情報共有を図りながら支

援します。 
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３－４）障害支援課 さいはま園 部門計画 

（１）部門目標：地域で暮らす障害者を支える施設を目指します。 

（２）重点目標： 

   ①利用者の「自分でできる」という思いを大切にした自立支援と、「なりたい自分」を目

指す自己実現を支援し、QOL の向上を目指します。 

②重度の障害がある方の生活の場として、施設入所を希望する声があることから、行政

や相談支援事業所と連携を図り、受け入れ体制を整えます。 

   ③地域の暮らしを支える短期入所は、円滑な受け入れ体制を整備し、緊急時や避難的な

利用など、個々の環境に応える施設を目指します。 

   ④全国身体障害者施設協議会（新潟県身体障害者施設協議会）の一員として、障害者福

祉に貢献し、介護知識や技術の向上に努めます。 

   ⑤夕映えの郷との連携により、法人内の障害部門の強化を図ります。また、地域の多種多

様な障害者の実情を把握し、障害支援の専門性を生かした体制を構築します。 

   ⑥ノーリフトによる移乗支援用具の導入や記録の PC 化など、効率のよい業務で、職員

が働きやすい職場環境を確立します。 

 

３－４－１）障害者支援施設（生活介護・施設入所支援） 部門計画 

（１）部門目標：利用者の QOL 向上と、自己実現を支援します。 

（２）重点目標： 

   ①利用者の「選択・決定」を尊重し、「できる力」を引き出した個別支援を行います。 

   ②従来の障害に加え、新たな疾病発症や重症化による長期入院（3 週間以上）が増加し

ています。入院は精神的にも経済的にも負担が大きいため、入院しないで済むように、

医療機関と連携し、さらなる健康管理に努めます。 

   ③利用者の要望や苦情、相談ごとに真摯に向き合い、人権意識向上委員会の３原則を遵

守し人権を尊重します。 

   ④夕映えの郷と合同行事を企画し、利用者間の交流を通して、個々の生活の幅や可能性

を広げる支援を行います。 

   ⑤職員の資質向上では、施設内外の研修による職務活性化や、全国身体障害者施設協議

会主催の全国大会実践報告でスキルアップを目指します。 

   ⑥職員同士が相談しやすい環境で「協議（目的を合わせる）・協力（力を合わせる）・協

調（心を合わせる）」の働きやすい職場を作ります。 

 

３－４－２）短期入所（ショートステイ） 部門計画 

（１）部門目標：地域で暮らす利用者のニーズに応える施設を目指します 

（２）重点目標： 

   ①緊急時でも、情報の多寡や時間にとらわれず、円滑な受け入れ対応を目指します。 

   ②障害支援区分に伴う介助を予想し、「介護職員による医療行為」体制を整備します。 

   ③集団生活の施設でも、可能な限り在宅スタイルを反映した支援に近づくよう努めます。 

   ④昼夜を区切らず 1 日を通したサービス利用となるような日中活動を実施します。 

   ⑤レスパイト機能だけでなく、将来の施設生活に安心感が持てるよう、入所待機の場と
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しても機能し、利用率８０％以上を目指します。 

   ⑥夕映えの郷との連携により、地域の障害者を把握し、障害特有のニーズに応えられる

「暮らしを支える施設」として制度の狭間を支援します。 

 

３－５）管理課 部門計画 

（１）部門目標：「安心」「安全」「喜び」を実感できるサービスと「経営向上」を目指します。 

（２）重点目標： 

①施設をご利用される方々が、安心・安全・喜びを実感し生活ができるよう、各職種間

と連携を取りながらサービスの向上に努めます。 

②安定的・発展的な事業経営ができるよう、業務の改善に努めます。 

③法人組織間の連携を通して効率・効果的な経営を推進していきます。 

④障害者雇用促進法に基づき、障害のある人も能力と適正に応じた働き方ができるよう

努めるとともに、職員一人ひとりが生き生きと働けるよう職場の活性化に向けて、職

員の健康と精神的健康の増進を図り活力ある組織づくりを推進します。 

 

３－５－１）管理課 厨房 部門計画 

（１）部門目標：「食べる喜び」を感じて頂き、おいしく安全な食事の提供に努めます。 

（２）重点目標： 

   ①他職種との連絡調整を密にし、工夫や配慮を加え、心のこもった食事提供に努めます。 

   ②嗜好性の高い食事（味、色彩、盛り付け、季節感）を心がけます。 

   ③衛生管理を徹底し食中毒を予防します。 

 

３－５－２）管理課 事務 部門計画 

（１）部門目標： 業務改善と経費の見直し等を行い、経営向上に努めます。 

（２）重点目標： 

   ①光熱水費、経費等のコスト削減に努めます。 

   ②情報を共有し、円滑な外部対応を行います。 

   ③経理や労務管理において業務分担の見直しを図り、効率的に業務を行います。 

   ④よりよい職場環境となるよう心がけ、職員間で情報を共有し協調性を大切にします。 

   ⑤法人間で経理業務や経費削減を効率・効果的に行うよう努めます。 

 

３－５－３）管理課 保安、宿直、清掃 部門計画 

（１）部門目標： 

ご利用者様が安心、安全、快適に施設を利用できるよう各職種間と連携を取りながら効率、

効果的な業務に努めます。 

（２）重点目標： 

①迅速な対応と作業の効率化を心がけます。 

②安全、安心、清潔を心がけサービス向上に努めます。 


