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１．法人理念 
 

地域老人福祉への社会的貢献を目指す 
 

合法的、合目的かつ合理的な法人運営を目指す  
 

社会的存在意義の認められる法人組織の構築と確立を目指す  
 

法人業務に対する自己研鑽を継続維持する  

 

 

２．平成 29 年度事業方針 

 
これまで社会福祉法人は、社会福祉事業を行うことを主たる目的として、非営

利の公益法人の性格を有し、福祉サービスの供給の責務を担ってきた。  

平成 12 年の社会福祉基礎構造改革以降 15 年以上が経過し、措置制度から契約

制度への転換、福祉サービスの民間企業等の参入に加え高齢者単身世帯の増加等

により、地域の生活課題や福祉ニーズの多様化、複雑化が顕著である。 

そうした中、平成 23 年以降、内部留保に係る問題等厳しい指摘がされるように

なり、現行の社会福祉法人制度の抱える諸問題を整理し、国民の期待に応える存

在であり続けるための改革案が検討されるようになった。平成 28 年度より社会

福祉法が改正され、本年度からは下記の事項を遵守した新定款に基づいた経営が

求められる事となった。改正点は、以下の通りである。 

 

（１） 経営組織のガバナンスの強化 

  ○ 議決機関としての評議員会を必置（小規模法人について評議員定数の経

過措置）、一定規模以上の法人への会計監査人の導入等 

（２)  事業運営の透明性の向上 

○ 財務諸表・現況報告書・役員報酬基準等の公表に係る規定の整備等  

（３ )  財務規律の強化 (適正かつ公正な支出管理・いわゆる内部留保の明確

化・社会福祉事業等への計画的な再投資）  

○  役員報酬基準の作成と公表、役員等関係者への特別の利益供与の禁止等  

○ 「社会福祉充実残額（再投下財産額）」（純資産の額から事業の継続に

必要な財産額（※）を控除等した額）の明確化  

※ ①事業に活用する土地、建物等 ②建物の建替、修繕に要する資金 ③

必要な運転資金    ④基本金及び国庫補助金等特別積立金  

○ 「社会福祉充実残額」を保有する法人に対して、社会福祉事業又は公益

事業の新規実施・拡充に係る計画の作成を義務付け等  

（４） 地域における公益的な取組を実施する責務  

○  社会福祉事業及び公益事業を行うに当たって、無料又は低額な料金で福

祉サービスを提供することを責務として規定  

（５） 行政の関与の在り方 

○  所轄庁による指導監督の機能強化、国、都道府県・市の連携等  

 

２．福祉人材の確保の促進 

（１） 介護人材確保の向けた取組の拡大 

○ 福祉人材の確保等に関する基本的な指針の対象者の範囲を拡大（社会福



祉事業と密接に関連する介護サービス従事者を追加）  

（２)  福祉人材センターの機能強化 

○ 離職した介護福祉士の届出制度の創設、就業の促進、ハローワークとの

連携強化     

（３)  介護福祉士の国家資格取得方法の見直しによる資質の向上等  

○ 平成 29 年度から養成施設卒業者に受験資格を付与し、5 年間をかけて国

家試験の義務付けを漸進的に導入等 

（４） 社会福祉施設職員等退職金手当共済制度の見直し 

○ 退職手当金の支給乗率を長期加入者に配慮したものに見直し 

○ 被共済職員が退職し、再び披共済職員となった場合に共済加入期間の合

算が認められる期間を２年以内から３年以内に延長  

 

東旭川宏生会としても福祉の本質を第一に考慮し、前述した法改正にも対応で

きることを目標に掲げ、次の諸点に尽力し、提供するサービスの向上を目指す。 

 

１．特養（宏生苑）、ケアハウスフォルテ、ディサービスセンターコスモスにお

ける職員教育の徹底・介護業務に対するモチベーションの向上。利用者の皆様

への充実したサービスの提供 

 

２.新富地区にて運営を開始した地域密着型特養（サテライト型）の介護サービ

スの質の向上および体制基盤の充実にむけての一層の取り組み強化を計る 

 

３．医療と福祉の東旭川宏生会グループの連携を強め、きめ細やかな地域サービ

スを展開する。 

 

４．在宅介護支援センターおよび地域包括支援センターによるきめ細やかな老人

福祉拠点としての働きを強め、地域医療・福祉の連携を図る。 

 



３．事業内容 
 

 １．実施事業 

 

  特別養護老人ホーム事業（介護老人福祉施設事業）  定員７０名 

 

             （短期入所生活介護事業） 定員１０名 

 

 

地域密着型特別養護老人ホーム（サテライト型）事業  

 

（介護老人福祉施設事業） 定員２９名 

 

             （短期入所生活介護事業） 定員１０名 

 

              

 

  軽費老人ホーム事業（特定施設入所者生活介護事業）定員６０名  

 

 

    通所介護事業                  定員２０名 

 

 

    在宅介護支援センター事業 

 

  地域包括支援センター受託事業 

 

介護予防居宅支援事業所 

 

   

２．事業運営の基本姿勢 

 

     「ここを利用してよかった。と心から感じられる施設づくりをめざす。」 

 

 

３．本年度達成目標 

 

（１）介護支援の個別対応 

（２）生活面維持を目的とした機能訓練の実施 

（３）居住環境の整備 

（４）地域高齢者の生活を支える相談窓口となる 

 

 

 

 

 



４．事業計画 
 

１．特別養護老人ホームの経営 

 

１．運営方針 

平成２９年度は、介護職員処遇改善加算の給付率上昇の他、入居者の要介護度

の重度化に伴い認知症対象者、その他重度者の対応が求められてくる。その為の

看取り介護や喀痰吸引といった、更なる質の向上が求められる。キャリアパスに

基づき、職員一人ひとりに必要な知識・技術が獲得できるよう施設内外の研修に

参加する機会を提供し、高齢者介護の専門職としての倫理観、資質の向上に努め

るとともに、職員のモチベーションを低下させないよう、部署毎にメンタル面の

フォローを含め適時対応を進めていく。  

また、各種行事等による地域への参加の他、入居者処遇の向上についても、ア

ンケート等の実施により、入居者の方々の声に耳を傾け、接遇改善の徹底に努め

るものとする。 

 

重点目標 

（１）個別ケアについて 

全室個室でのユニットケアを実施するにあたり利用者のプライバシー

に配慮したハード面を生かしつつ、顔なじみの関係が可能となる職員配置

にて安心感のある施設生活を提供する事により従前に自宅で暮らしてい

たような生活リズムを導き出し、継続させていく事ができるよう看護・介

護の質の担保とともに向上に努める。 

（２）医療との連携について 

日々の健康管理を行う施設看護職員と嘱託医との連携により利用者の

疾病兆候の早期発見、またはその予防を行うとともに協力病院との連携を

図る事で入院が必要な重大な疾患への対応を行い、利用者が穏やかで安定

した施設生活を送る事ができ、ご家族にとっても安心して頂けるサービス

の提供。 

また当苑では安心で安全な施設サービスを提供する上で医療体制の充

実は必要不可欠ととらえており、利用者にとって望ましい看護・介護を最

優先に社会情勢や政策を鑑みながら検討していきたいと考えている。  

（３）感染症の予防について 

高齢者福祉施設に発生しやすい感染症の予防や拡大を防ぐ為「感染症対

策委員会」を発足し、職員が日常的に標準予防策に基づく知識と行動の普

及に努める。 

今後とも苑内での感染症発生を防ぐとともに早期に感染や発症の兆候

を発見、適切な予防策と治療が受けられるよう最善の努力を行なう事とす

る。 

（４）食の安全について 



健康である事の基本の一つとして食生活が挙げられる。  

このような中で、過去に汚染米や食材に異物混入等の事件が取りざたさ

れたが、当苑で使用する食材に関しては関係業者の協力を得て安全である

事に十分配慮されたものを使用できるよう努める。  

また、提供する食形態に見直しをかけ、これまでのキザミ食から新たに

軟菜食を取り入れる事により、食事の見た目の楽しさはもとより、咀嚼や

嚥下の困難な入居者への対応を進めていく。  

 

２．施設サービスの質的向上を目指して  

（１）看護・介護サービスの向上 

施設サービスの基本となる施設サービス計画書（ケアプラン）に基づい

たケアの実施は、利用者にとって「必要な看護・介護が適切に受けられる」

施設であるとともに「この施設に来てよかった」「また利用したい」と思

われる、そして選ばれる施設づくりを念頭に置き、介護支援専門員を中心

に関係職種の連携に基づいたケアプラン作りを目指す。またサービスの向

上に向けて、より一層看護・介護技術の研鑽に努める。  

（２）季節感あふれる食事提供の取り組み  

利用者にとって朝・昼・夕の食事は大きな楽しみの一つであると考える。 

この事から当苑で「給食会議」を開催し利用者からのアンケートや検食

によるコメント等を参考に関係職種で議論を行い、また栄養ケアマネジメ

ントにおける栄養計画の見直し等により利用者の個々の栄養状態を把握

に努めきめ細かな食事の提供を行なう。  

（３）身体拘束の原則廃止の取り組み  

当苑で「身体拘束廃止委員会」を発足し、対象者の身体拘束の必要性の

有無、また現状の把握を行う為関係職員による定例委員会を開催する。  

身体拘束は緊急やむを得ない場合を除き原則行わない事を基本的なス

タンスとし、身体拘束に関する問題意識を高めるとともに介護職員の質的

向上を図りつつ、やむを得ず身体拘束を行っている場合に於いては、その

現状の情報共有等に努めながら廃止に向けた取り組みを行なう。  

（４）新規入所希望者の受け入れ 

    当苑の利用を希望される方について、その方の要介護度や介護されてい

る（受けている）環境の状況ならびに心身の状態や当苑の待機状況等多方

面から分析し、特別養護老人ホームの社会的役割を果たすべく入所判定委

員会を開催し、緊急を要する方を優先的に入所受け入れできるよう検討を

行なう。 

（５）短期利用者の受け入れ 

短期入所生活介護は１０名分のベッドを用意しており、さらに入所者の

長期入院に伴う空きベッドを活用する事で短期利用希望者のご家族の身

体的および精神的な負担等の軽減を図る事を目的として受け入れ事業を

行なう。 



（６）施設の行事計画 

単調になりがちな施設生活に対し、有意義な生活を送る事で、心豊かで

安心して頂けるような配慮を行っていく事は必要不可欠と考える。  

この為日常生活における利用者と介護職員等との関わりの他、ご家族の

皆様にもご参加して頂ける行事（誕生会や敬老会等）、あるいは法人で行

う夏祭り等の諸行事の企画とご案内を行なう。  

（平成 28 年度行事予定は別紙のとおり） 

 

３．施設生活の安全管理の推進 

（１）介護事故の防止と対応 

    利用者が施設生活上における介護事故防止は、何よりも利用者の安全や

安心を保障する事が施設サービスの基本と考える。 

    この為事故防止の観点から「リスクマネジメント委員会」を発足し、こ

の委員会は大きな事故の発生を未然に防ぐ為、些細な事でも事故・インシ

デント報告書の提出を求め、これらの事例等を検討し、またその結果を委

員以外の職員にも周知徹底を図る。 

（２）施設内の感染対策 

全国的に流行するインフルエンザや感染性胃腸炎の集団発生等の感染

予防として、面会者の体調に応じ面会を制限する、あるいは生もの等の持

ち込みの自粛、さらに入館時には手指の消毒とともにマスクの着用等の協

力を文章通知による周知や受付窓口でのお願いを行なう。 

（３）施設の災害対策 

①当苑の消防計画に基づく避難訓練および消火訓練は次の通り実施する。 

ア）年２回（春・秋）実施する。なお、このうち１回は夜間を想定した

訓練とする。 

イ）消防職員等の支援を得て訓練を実施。  

ウ）都度見直しを行ない、災害時に対応できる内容を目指す。  

②市内ハザードマップ、避難場所の確認。  

③火災等の防止対策として自主点検を実施。  

 

４．職員研修の充実 

（１）職場内研修の充実 

利用者に対する施設サービスの質的な向上と健全な施設運営を行う為、

また法人全体での取り組みとして年度当初に研修テーマを設定し、そのテ

ーマに沿った内容や講師について各施設持ち回りで実施する。  

またテーマによっては外部講師を招き専門的な技術の習得や知識の向

上が図れるよう研修が充実した内容となるよう努める。  

 

（２）関係機関および団体等が主催する研修会への参加  

関係機関等が主催する研修会は知識や技術の習得ばかりでなく、同じ職



務に従事する方が参加する場合が多く、この事は共通する悩みごとの解決

やより進んだ対応方法を実践している等、情報を交換する中から得られる

有益な事項を職場へ持ち帰って職務に役立てる事ができるといった利点

がある。このような事から、これら研修会に職員が積極的に受講できるよ

う努める。 

 

５．職員の健康管理と職場環境の改善  

    利用者の方に良好な看護・介護を提供する為には、まず利用者と日々接

する職員が健康である必要がある。 

    この為には、快適な職場環境の維持とともに職員の健康管理が極めて重

要であるので次のような取り組みを行なう。  

（１）健康診断の受診については全職員を対象に年間１回の健康診断を行うとと

もに、深夜勤務を行う職員については６ケ月毎と短縮して行なう。  

（２）腰痛検査については、介護に携わる職員を対象に６ケ月以内に１回実施す

る。 

 



 

２．軽費老人ホーム事業（特定施設入居者生活介護）の経営 

 

老人福祉法における軽費老人ホーム事業（ケアハウス）、介護保険制度に定める

介護予防特定施設入居者生活介護、特定施設入居者生活介護事業を経営する。 

 

（１）入居者への入浴、食事、排泄及び日常生活上の援助。  

（２）入居者へ社会機能維持を目的とする教養娯楽の提供。（別表・年間行事計

画） 

（３）入居者の健康管理。                

（４）入居者、家族に対する相談援助業務。  

 

（５）日常生活動作能力維持・向上に関する取り組み。 

 

３．通所介護の経営 

 

   介護保険法に基づき、ご契約者が要支援・要介護状態であっても、可能な限

りその居宅において、ご契約者の有する能力に応じ、自立した生活を営むことが

できる様に配慮し、社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びにご契約者の

ご家族の身体・精神的負担の軽減を図る。  

 

（１）利用者に対する入浴、排泄、食事及び日常生活上の援助。 

（２）利用者の健康管理。 

（３）居宅支援計画に基づいた機能訓練の提供。  

（４）利用者に提供する、教養娯楽。       （別表・年間教養娯楽計画） 

（５）利用者、家族に対する相談援助業務。 

（６）職員の知識・技術の向上、その他職業倫理、法令順守を含めた研修の実施。  

 

利用者処遇向上、円滑な施設運営を行う為、次の会議を設置する。  

①職員全体会議 

 管理者、介護職員、看護職員、機能訓練指導員等全ての職員の合同会議と位置

付け、利用者の処遇、業務の改善等について話し合いを行う。  

 

②行事委員会 

 管理者が年間行事計画を作成し、月別の行事の立案、担当者を振り分け、職員

全体会議に提案する。 

 月別担当者は年間行事計画に則り、各行事計画書を共同で作成し、利用者の心

身の状況に適した内容を、前月会議にて提案し実施する。  

 

③研修委員会 

 職員の技術・知識・接遇の向上の為、研修委員会を設置する。  

 職員研修は受ける内容から、職員多数が一堂に会して学習する内部研修、施設

外にて行われる聴講・研修などの外部研修に分け、それぞれ行う。  

 

  ⅰ 全職員研修 

    依頼講師 (職員も含む) による講義、勉強会などを別紙の通り実施す



る。 

    日時、内容の詳細については、ケアハウスフォルテと協議して実施する。 

  ⅱ 新任職員研修 

    新任職員採用の際、事業所作成の各種マニュアルに沿った研修を実施す

る。 

 

④編集委員会 

 デイサービスセンターコスモスでは月刊誌「コスモス新聞」、事業所パンフレ

ット、その他案内文を編集、発行することする。  

 編集、発行に当たり編集委員会を設置する。編集委員会は職員で構成し、地域、

施設、利用者、職員など季節に合った内容の題材を集め編集、発行する事とする。 

 

⑤感染対策会議 

 事業所内感染対策の為、看護職員を中心として設置し、感染症の発生予防、発

生時に対策を行う。 

 

⑥身体拘束廃止会議 

 利用者に対する身体拘束廃止規定を基に事例等を検討し、身体拘束廃止に向け

た取り組みを進める。 

 

⑦機能訓練計画会議 

 予防給付対象者に対して実施する介護予防、介護給付者に対する運動機能向上

など、利用者毎の個別機能訓練計画を作成・実施する。  

 利用者の機能低下防止に必要な集団機能訓練計画を作成・実施する。  

 

４．在宅介護支援センター事業の運営 

 

運営方針：東旭川宏生会という医療法人、社会福祉法人をもち法人理念でもある

地域社会の貢献を目指す法人ならではの特性を活用し、且つ在宅介護

支援センターの機能を活用する事で、東旭川地域の住民を対象に地域

での問題（医療・福祉・環境）を聴取し、我々、社会福祉法人、医療

法人を主とする法人として地域と共に活性化できる法人運営及び、共

助としての機能を高めていく（インフォーマル資源の開拓）事を目的

とする。 

3 ヵ年目標として下記の事項を設定する。 

 

一期目：東旭川地域 46 町内を対象に、アンケート調査にて地域が抱える問題に

ついて実態を把握し分析する。 

相談窓口を法人機能（他職種が集まる機関）として活用して頂く。  

医療・福祉のみでなく生活習慣病等の予防についても対象。  

 

二期目：地域コミュニティの具現化を図る。（ボランティア団体等、協同体の結

成 仮称→旭温心会） 

地域での問題を、公的サービスのみに頼らず、地域資源を地域住民が開

拓し、自らの地域に対し活動していく。  

 



三期目：行政に働きかけ、公的なサービスへの不足を投げかける。旭川市独自の

加算や地域に対しての活動評価により行政ともタイアップしていく。  

 

 

◇ 医療・社会福祉法人ならではの他職種の集まりを地域に向け貢献し、気軽に

相談でき、より地域に密着している総合相談窓口を設置していく。  

 

趣旨：地域住民からの相談を待つという受身ではなく、こちらから働きかけ、い

つでも相談支援が行える安心した地域での相談体制を作り、信頼された地

域密着型の法人を目指す。（施設から出た、開示された法人）  

 

当法人における相談専門職種 

 

医師・看護師・医療事務・理学療法士・介護福祉士・社会福祉士・介護支援専門

員・ 

栄養士・精神保健福祉士・危険物等環境整備に関する資格等。  

共助機能とのタイアップ (連携協力機関) 

・町内会 

・民生委員会 

・東旭川地区社会福祉協議会 

 

◎初年次における活動目標 

 

 ① 東旭川地域調査→46 町内会へ訪問調査を実施し問題視されている事を聴

取して周る。（アンケート実施） 

 

 ② 挙げられた問題についての分析を行い、法人機能として共に活動できる内

容から、団体結成への具現化を図る。 

 

 ③ 団体への結成から実際の活動へ、繋ぐシュミレーション（地域住民を対象

とした勉強会の実施） 

 

 ④ 在宅、施設、サービス事業所への活動を実施  

 

 ⑤ 実際の活動に対しての振返り・評価の実施  

 

 ⑥ 基盤の整備を行い、次へのステップを検討する。  

 

 

５. 永山および新旭川・南永山地域包括支援センター事業運営 

  介護予防居宅介護支援事業の運営 

 

１. 運営方針 

  事業の実施に当たっては、利用者が可能な限りその居宅において自立した日

常生活を営むことができるように配慮して行う。事業の実施に当たっては、利

用者の心身の状況や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



利用者の自立に向けて設定された目標を達成するために、適切な保健医療サー

ビス及び福祉サービスが当該目標を踏まえ多様な事業者から、総合的かつ効率

的に提供されるよう配慮して行う。 

 高齢者が住み慣れた地域で安心して過ごすことが出来るように、包括的およ

び継続的な支援を行う地域包括ケアを実現するための中心的役割を果たす事

が求められる。 

（１）公益性の視点 

・センターは旭川市の介護・福祉行政の一翼を担う公的な機関として、公正で

中立性 

の高い事業運営を行う。又、旭川市民の負担する介護保険料や国・道・市の

公費によって賄われていることを十分に理解し、適切な事業運営を行う。  

（２）地域性の視点 

 ・地域の介護、福祉サービス提供体制を支える中核的な機関あるため、担当圏

域の地 

域特性や実情を踏まえた適切かつ柔軟な事業運営を行う。  

 ・地域ネットワーク会議等の場を通じて、地域住民や関係団体の意見を幅広く

吸い上げ、日々の活動に反映させるとともに、地域が抱える課題を把握し、

解決に向けて積極的に取組む。 

（３）協働性の視点 

 ・センターの専門職が相互に情報を共有し、理念・方針を理解した上で、連携・

協働の事務体制を構築し、業務全体をチームで支える。又、地域の保健・福

祉・医療の専門職種やボランティア、民生委員等の関係者と連携を図りなが

ら活動する。 

 

２. 包括的支援事業（支援内容の内訳） 

（１）介護予防ケアマネジメント事業・二次予防事業対象者の把握  

二次予防事業の対象者（主として要介護状態等となるおそれの高い状態にあ

ると認められる６５歳以上の者）が要介護状態等になることを予防するため、

その心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、対象者自らの

選択に基づき、介護予防事業その他の適切な事業が包括的かつ効率的に提供さ

れるよう必要な援助を行う。      

又、要支援等と判定された方々を対象に指定介護予防支援の提供。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

介護予防サービスが特定の種類又は特定の介護予防サービス事業者若しくは

地域密着型介護予防サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に

行う。 

① アセスメント（解決すべき課題の把握）の実施  

② 介護予防サービス計画の作成 

③ モニタリング（実施状況の確認） 

④ 評価の実施 



 

（２）総合相談・支援事業 

  高齢者等の心身の状況、居宅における生活の実態、その他の必要な実情の把

握、保健医療、公衆衛生、社会福祉の関連施策に関する総合的な情報提供・関

係機関との連絡調整その他、高齢者等の保健医療の向上及び福祉の増進を図る

ための総合的な支援を行う。 

① 地域におけるネットワーク構築 

② 実態把握 

③ 総合相談 

④ 地域住民に対する広報 

 

（３）権利擁護事業 

  権利侵害を受けている、または受ける可能性が高いと考えられる高齢者が、

地域で安心して尊厳のある生活が送ることができるよう、権利侵害の予防や対

応を専門的に行う。 

① 成年後見制度に関する対応 

② 老人福祉法による措置に関する対応 

③ 高齢者に対する虐待の防止及び養護者の支援に関する対応  

④ 消費者被害の防止に関する対応 

⑤ 困難事例への対応 

 

（４）包括的・継続的ケアマネジメント支援事業  

  多様な生活課題を抱えている地域の高齢者が、安心して途切れることなく一

貫してその人らしい生活を継続できるように、個々の高齢者の状況や変化に応

じて社会資源を適切に活用し、包括的・継続的なケアマネジメントを介護支援

専門員が実践する事ができるよう地域の基盤や医療との連携を強めサポート

する。 

① 包括的・継続的ケアマネジメント体制の構築  

② 介護支援専門員に対する個別支援 

 

（５）認知症高齢者及び家族支援 

  地域住民や関係機関等が、認知症高齢者やその家族を支え、見守る体制を構

築するために、認知症に対する正しい知識の普及等を行い、関係機関と連携を取

りながら継続的な支援を行う。 

 

（６）ネットワークミーティング開催業務  

  相談内容が複雑な事例又は専門的な判断が必要と思われる事例等について、

その支援や対応に関わりのある関係者を招集し、課題解決に向けた援助方法を

協議し、関係機関との役割分担のもと、必要な支援を行う。  

 



（７）住宅改修・福祉用具購入相談業務  

  高齢者向けに居室等の住宅改修を行おうとする者、福祉用具購入に係る相談

を受けた場合に、福祉用具の利用等に係る助言を行う。  

 

（８） 配食サービス事業に関する業務 

  市が実施する配食サービス事業についての相談対応。  

① 配食サービス利用の相談と実態調査 

② 配食会議の開催と事後のアセスメント 

 

（９） 家族介護用品購入助成事業利用の相談 

  市が実施する家族介護用品購入助成事業についての相談対応。  

  ①家族介護用品購入助成事業の相談と実態調査訪問、報告書の提出。  

 

（１０）地域介護予防活動支援業務 

  地域における介護予防に関するボランティア等の人材育成や、介護予防に資

する地域活動組織の育成及び支援を行う。  

事業の実施に当たっては、利用者が可能な限りその居宅において自立した日常生

活を営むことができるように配慮して行う。事業の実施に当たっては、利用者

の心身の状況や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利用

者の自立に向けて設定された目標を達成するために、適切な保健医療サービス

及び福祉サービスが当該目標を踏まえ多様な事業者から、総合的かつ効率的に

提供されるよう配慮して行う。 

 高齢者が住み慣れた地域で安心して過ごすことが出来るように、包括的およ

び継続的な支援を行う地域包括ケアを実現するための中心的役割を果たす事

が求められる。 

（１）公益性の視点 

・センターは旭川市の介護・福祉行政の一翼を担う公的な機関として、公正で

中立性 

の高い事業運営を行う。又、旭川市民の負担する介護保険料や国・道・市の

公費によって賄われていることを十分に理解し、適切な事業運営を行う。  

（２）地域性の視点 

 ・地域の介護、福祉サービス提供体制を支える中核的な機関あるため、担当圏

域の地 

域特性や実情を踏まえた適切かつ柔軟な事業運営を行う。  

 ・地域ネットワーク会議等の場を通じて、地域住民や関係団体の意見を幅広く

吸い上げ、日々の活動に反映させるとともに、地域が抱える課題を把握し、

解決に向けて積極的に取組む。 

（３）協働性の視点 

 ・センターの専門職が相互に情報を共有し、理念・方針を理解した上で、連携・

協働の事務体制を構築し、業務全体をチームで支える。又、地域の保健・福



祉・医療の専門職種やボランティア、民生委員等の関係者と連携を図りなが

ら活動する。 

 

５．法人組織、委員会 
 

１．法人組織図は、別表にて添付  
 

２．各種委員会 研修 

 

（１）特別養護老人ホーム宏生苑、地域密着型特別養護老人ホーム新富宏生苑 

入居者処遇向上、円滑な施設運営を行う為、次の会議を設置する。  

 

① 入居判定委員会 

当施設に入居の申し込みがあった方々の置かれている生活状況や身体状

況等から入所優先順位を決定し、また施設に空床が生じた場合（見込みが立

てば）その順位より入居していただく事を最終的に決定する。  

【委員】理事長・法人監事・施設長・生活相談員・介護支援専門員・看護

主任・介護主任 

 

② 行事計画委員会 

年間行事計画に基づき、月毎の行事実行に向けての企画や提案等について

行事を行う月の前月に打ち合わせを行う。実施後の評価、報告を行なう。  

【委員】生活相談員・介護職員（ユニット行事別担当者）  

 

③ 災害対策委員会 

防災、防火および入居者の避難に関する計画を作成、年２回の火災（避難）

訓練を行う。また、避難訓練の見直しを行ない、災害時に実際に対応できる

よう検討していく。 

【委員】防火管理者（施設長）・看護主任・介護主任・介護職員  

 

④ 施設全体会議 

職員全員による合同会議として業務調整や業務改善、そして全体的な入所

者の処遇に関する事等を話し合う。 

 

⑤ 施設運営会議 

各ユニット会議及び各部署において施設内での統一性を図らなければな

らない部分や、ユニット内での解決が困難な案件等を持ち寄り、介護・看護

主任や各ユニットリーダーが主となり施設全体としての目線で解決を図る。

さらに法人運営に関する事、特に予算や人事に触れるような案件に関しては

施設長や副施設長が加わり協議・検討を行う。  

【委員】施設長・生活相談員・介護支援専門員・看護主任・介護主任・ユ

ニットリーダー・管理栄養士・機能訓練指導員 

 

⑥ ユニット会議 

各ユニットの職員（隣り合うユニット合同）により居住する入居者の処遇

及び身体状況についての検討、家族への報告について話し合う。  



また月毎の行事の運営方法等を話し合う。  

各委員会での検討内容についてもこの会議をもって各職員に報告する。  

 

⑦給食会議 

管理栄養士ほか厨房スタッフを中心に「安全でおいしい食事」の在り方に

ついて話し合う。検食簿に記載された内容、介助を行なうユニット職員から

の意見を参考に、食事のメニュー、提供方法について検討する。  

また、ムース食や刻み食、粥食といった嚥下困難な入居者への対応を考慮

したメニューの検討等も行なう。 

その他に月毎の行事に提供される行事食についても提案を受け検討。  

【委員】管理栄養士・厨房責任者・栄養士・施設長・生活相談員・介護支

援専門員・看護職員・介護職員 

 

⑧ 栄養マネジメント会議 

個別に計画されている「栄養ケアマネジメント」の見直しについて、管理

栄養士より食事の摂取量や褥瘡の発生状況といった身体状況、体重や血液デ

ータを参照の上、提案を受け意見交換する。  

【委員】管理栄養士・生活相談員・介護支援専門員・看護職員・介護職員  

 

⑨ 褥瘡予防委員会 

褥瘡発生者および褥瘡発生リスクの高い方のリストアップを行ない、日常

生活の状況や食事の摂取量のデータを集積し、褥瘡および皮膚の状態を改善

する為の対策をについて討を行なう。 

徐圧マットや体位交換枕とう褥瘡予防補助具についての使用方法の研修、

その他の褥瘡予防の具体策について周知を行う。  

【委員】管理栄養士・生活相談員・介護支援専門員・看護職員・介護職員  

 

⑩「宏生苑だより」編集委員会 

当施設で発行する月刊広報誌「宏生苑だより」の誌面企画および制作を行

う。 

【委員】生活相談員・介護支援専門員・介護職員  

 

⑪ 身体拘束廃止委員会 

身体拘束０（ゼロ）を念頭に職員が一丸となり身体拘束をしない介護・看

護についての情報共有やリスクが高い入所者への対応策等を検討。  

また、やむを得ず身体拘束を行わなければならなくなった場合、ご家族へ

の同意は勿論、関係職種での合議による承認、その後の継続性の検討等を行

う。いずれもいかに早く身体拘束を不必要とするか、その為にいかなる方法

で取り組むかの具体策について協議。 

【委員】施設長・生活相談員・介護支援専門員・看護職員・介護主任・ユニ

ットリーダー 

 

⑫ 感染予防対策委員 

インフルエンザや感染性胃腸炎の施設内における集団感染対策の為、看護

職員を中心に感染症の発生予防、および発生時の対応策についてのマニュア

ルを作成し全職員へ周知を図る。また、面会時の手指消毒やマスクの着用、



食べ物の持ち込みといった入居者家族に求める協力体制についての内容も

併せて検討を行なう。 

【委員】施設長・生活相談員・介護支援専門員・看護職員・介護主任・ユ

ニットリーダー 

 

⑬ リスクマネジメント委員会 

転倒・転落、その他介護中の事故に関し、インシデントレポート・事故報

告書での報告から発生したユニット内での検討を元に、最優先に再発防止を

検討しなければならないものを抽出して分析の上、具体的な対応策について

検討し、各ユニットに戻す。 

事故に至らないが危険を感じたヒヤリハットレポートについても各ユニ

ットで内容をまとめ、今後事故につながらない為の対策について検討する。 

【委員】施設長・生活相談員・看護職員・各ユニット介護職員  

 

⑭ サービス担当者会議 

個別に作成した介護サービス計画書の見直しについて、各職種連携しなが

ら協議の上、プランの継続並びに改善等を定期的に、あるいは必要に応じ検

討する。 

入退院後等身体状況が著しく変わり、プランの変更が生じる際には、入居

者家族にも会議への参加を求め、内容の検討等にも加わって頂く等協力を求

め会議を開催する。 

【委員】介護支援専門員・生活相談員・看護職員・機能訓練指導員・介護職

員 

 

⑮ 衛生委員会 

   職員の職場環境における安全及び、衛生管理に関する事を調査し審議する。 

【委員】理事長(産業医)・施設長・事務職員・看護職員・介護職員 

 

⑯ 排泄委員会 

   入居者一人ひとりに合わせた紙オムツの適正な使用方法の検討と使用種

別、枚数管理。その他、陰部洗浄や排泄方法の改善等排泄全般に関わる取り

組みについての検討。全職員を対象とした定期的な研修会の開催。 

【委員】生活相談員・看護職員・介護職員  

 

⑰ 接遇向上委員会 

   職員の身だしなみ、挨拶、態度、言葉遣いといった接遇の基本的な部分に

ついて見直し、検討を行なう。年２回入居者家族アンケートを行ない、職員

の接遇に対しての評価から、入居者及び家族に満足のいく接遇向上を目的と

した活動を行なう。 

   専門職を招き、接遇に関する研修会の開催の企画も行なう。  

【委員】介護支援専門員・生活相談員・看護職員・介護職員  

 

⑱ 記録委員会 

   コンピュータ記録上の各ユニットの記録方法の統一、介護保険法に準じた

記録様式の徹底。その他施設内での記録書類の閲覧方法についての検討。  

【委員】介護支援専門員・生活相談員・看護職員・介護職員  



 

（２）ケアハウスフォルテ 

  入居者処遇向上、円滑な施設運営を行う為、次の会議を設置する。 

 

① 施設会議  

   施設長を代表とし、ケアハウス「フォルテ」における年度事業の計画・予

算の編成を行う。 

    施設運営上の諸問題の検討、処遇改善を行う  

    参加対象は施設長が招集する、管理職及びリーダー  

 

② 全職員会議 

    介護・看護職員の合同会議として位置づけ、業務調整・業務改善・利用者

処遇に関する話し合いを行う 

    参加対象は施設全職員 

 

③ 行事委員会 

    企画、月別担当と業務を分担し、企画係は年間施設行事計画を立案し、施

設会議に提案する。 

    月別担当は（別紙）リーダーが構成員を招集、計画予算に見合った、年間

行事を実施するため実行子細（行事計画書）を作成し行事を実施する。  

    月別担当は、実施に至る準備期間も含める事から、前月に会議を開く事と

する。 

 

④ 研修委員会 

    施設職員の技術・知識、接遇の向上の為研修委員会を設置する。  

  職員研修は受ける内容から、施設職員多数が一堂に会して学習する内部研修、

施設外で 行われる聴講・研修などの外部研修に分け、それぞれ行う。  

 

ⅰ 内部研修 

依頼講師（職員も含む）による講義、勉強会など、春・秋それぞれ２ク

ールに分け別紙の通り実施する 

      日時、内容の詳細については後日、周知する事とする  

 

ⅱ 外部研修 

      毎月１～２名の職員を該当月実施される外部研修に派遣する  

      推薦する研修内容は、外部研修委員が北海道社会福祉協議会等の主催す

る研修案内などを参考に選考する事とする。  

 

ⅲ 幹部研修等 

法人運営に関する、法令、会計、経営など必要と思われる研修は、必要

に応じて施設長が派遣を指示する 

 

⑤ 編集委員会 

    ケアハウスフォルテでは施設月刊誌「ケアハウスフォルテ通信」、施設パ

ンフレット、その他の案内文を編集発行する  

    編集、発行に当たり編集委員会を設置する、編集委員は職員で構成し、地



域、施設、入居者、職員など季節にあった内容の題材を集め編集、発行する

事とする。 

 

⑥ 感染対策委員会  

   施設内感染対策の為、看護師を中心として設置し感染症の発生予防、発生

時に対策を行う。 

 

⑦ 防火管理委員会 

    防火及び入居者の避難につき計画を作成、年２回避難訓練を行う  

 

⑧ 機能訓練委員会 

    新予防給付対象者に対して実施する介護予防、介護給付者に対する機能低

下防止など入居者毎の個別機能訓練計画を作成・実施する。  

入居者の機能低下防止に必要な集団機能訓練計画を作成・実施する。  

 

（３）デイサービスセンターコスモス 

利用者処遇向上、円滑な施設運営を行う為、次の会議を設置する。 

 

① 全職員会議 

    介護・看護職員の合同会議として位置づけ、業務調整・業務改善・利用者

処遇に関する話し合いを行う 

    参加対象は事業所全職員 

 

② 行事委員会 

    企画、月別担当と業務を分担し、企画係は年間行事計画を立案し、職員会

議に提案する。 

    月別担当は、年間行事予定を基に実施する為、実行子細（行事計画書）を

作成し行事を実施する。 

    月別担当は、実施に至る準備期間も含める事から、前月に会議を開く事と

する。 

 

③ 研修委員会 

    職員の技術・知識、接遇の向上の為、研修委員会を設置する。 

  職員研修は受ける内容から、職員多数が一堂に会して学習する内部研修、施

設外で 行われる聴講・研修などの外部研修に分け、それぞれ行う。  

 

ⅰ 全職員研修 

依頼講師（職員も含む）による講義、勉強会などを別紙の通り実施する  

      日時、内容の詳細については、ケアハウスフォルテと協議して決定する。 

 

ⅱ 新任職員研修 

      新任職員採用の際、事業所作成の各種マニュアルに沿った研修を実施す

る 

 

④ 編集委員会 

    デイサービスセンターコスモスでは月刊誌「デイサービスセンターコスモ



ス通信」、事業所パンフレット、その他の案内文を編集発行する。 

    編集、発行に当たり編集委員会を設置する。編集委員は職員で構成し、地

域、施設、利用者、職員など季節にあった内容の題材を集め編集、発行する

事とする。 

 

 

⑤ 感染対策会議  

   事業所内感染対策の為、看護職員を中心として設置し感染症の発生予防、

発生時に対策を行う。 

 

⑥ 身体拘束廃止会議 

    利用者に対する身体拘束廃止の為、身体拘束廃止規定を基に事例等を検討

し身体拘束廃止に向けた取り組みを進める  

 

⑦ 機能訓練計画会議 

    予防給付対象者に対して実施する介護予防、介護給付者に対する運動機能

向上など利用者毎の個別機能訓練計画を作成・実施する。 

利用者の機能低下防止に必要な集団機能訓練計画を作成・実施する。  

 

 

６．地域との連携 
 
１．啓発活動 

 

当法人の運営と機能、福祉施策等の情報について、ホームページ、パンフ

レット各事業所が発行する「事業所たより」により啓発、理解を深める事と

する。 

□ 特別養護老人ホーム｢宏生苑｣パンフレット発行  

□ 特別養護老人ホーム｢宏生苑｣だよりの発行  （毎月  年間１２回  通

算１２号） 

    ○ケアハウス「フォルテ」パンフレットの発行  

    ○ケアハウス「フォルテ」通信の発行     （毎月 年間１２回 通算

２８号） 

    ○デイサービス「コスモス」パンフレット発行 

    ○デイサービス「コスモス」通信の発行    （毎月 年間１２回 通算

３６号） 

 

２．芸能ボランティアの受け入れ 

 

毎月芸能ボランティアを受け入れ、利用者に対し教養娯楽を提供すると共

に地域に対して開かれた施設となるよう配慮していく事とする。（年間１２

回） 

 

３．見学の受け入れ 

 



当施設への見学の依頼は地域に対し閉鎖的とならぬよう心がけると共に、積

極的に福祉施設及び関係諸制度の理解と啓発を目的として、積極的に受け入れ

る事とする。 

 

４．法人行事への招待 

 

法人年間行事のうち夏祭り実施時に家族、地域住民などを招待し、法人各事

業所が行っている運営内容など紹介している。  

 

５．施設実習の受け入れ 

 

将来、福祉職を目指す学生を広く積極的に実習生として受け入れ、また、近

隣の小中学生の職業体験学習の場として、施設を開放していくものとする。 

 

６．ご意見箱の設置 

 

昨年度に引き続き当施設の利用者及び御家族等、及び来訪者の方々が自由に

意見を述べられる場として 、「ご意見箱」特別養護老人ホーム宏生苑玄関前

およびケアハウス「フォルテ」公衆電話前に設置しています。意見、感想、提

案など事業の改善に活用する事とする。 

 

 

７．運営管理 
 

１．職員の質の向上に対する取り組み  

 

職員の専門的技術、知識の習得により職員の資質の向上による人的基盤を確

立し、適切な事業運営に反映させるため、外部研修への派遣、内部研修を実施

する。又各委員会制度を設置し介護内容の統一を図る事とする。(内部、外部

研修、各委員会は別紙)     

 

２．職員の健康管理 

 

責任ある業務遂行のため、定期的に職員健康診断を年 1 回以上行います。及

び日常的に健康を維持出来るよう予防を実施する事とする。 

 

３．非常災害対策 

 

火災発生時に消防機関へ速やかに連絡する事又、初期消火や人命救助を行う

事。これらの事は震災等の自然災害時においても、防災計画、防災教育及び防

災訓練をもって、実施する事とする。 

 

４．利用者の苦情処理体制 

 

社会福祉法人における苦情解決の仕組みつくりが社会福祉法人に義務づけ



られている事から、苦情処理体制の責務を明確化すると共に第三者が加わった、

事業所内における苦情解決の仕組みを整備する事とする。 

 


