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［ 法人本部 ］

Ⅰ.基本方針

９月の特養（グランハート悠々園）開設に向け、建物設備や人材雇用、入居者の募集

からご案内まで、準備は最終局面を迎える。事業指定や労務、会計に係る事務手続きな

ど法人としての手続きも多岐に渡るため、本部機能をいかんなく発揮し、各方面に支障

が出ることのないよう適切な処理に務める。

一方で４月から介護報酬が改定される。基本報酬や各種加算の見直しが示されており、

各事業に対し地域ニーズに沿った体制の整備を促し、法人全体で財務規律の適正化を目

指す。

Ⅱ.実施計画

１．利用者サービスの向上

（1）評議員会、理事会の開催

グランハート悠々園の開設にあたっては、定款や規程の見直し、体制整備、登記

事務手続きなど多くの協議事項が控えている。平成 30年度は、年 5回の理事会開

催を基本としながら、臨時開催も念頭に置いた柔軟な運営に務める。開催にあたっ

ては、事前の日程調整や資料の提示に努め、当日は丁寧な説明を心掛けスムーズな

議事進行となるよう尽力する。※開催日程 別紙参照

（2）介護報酬の改定

この春に介護報酬の改定が控えており、基本サービスを維持しながらも利用者ニ

ーズやサービス提供の質を底上げする加算重視の傾向が見てとれる。

嘱託医・提携病院との医療連携や看取り介護などが評価されるほか、人員配置を

手厚くすることに付随した加算も増額されるため、各事業に顧客ニーズと提供体制

の確認を求め、積極的な加算取得を促す。

（3）中長期計画の策定

平成 30年８月を目途に、今後５年間を視野に入れた中長期計画の策定を進める。

既存事業については、この春の介護報酬改定の内容と方向性を確認した上で、基盤

強化を軸に運営方針を明文化する。

新たな事業展開や地域貢献については、財務状況とのバランスを考慮しつつ、住

宅確保要配慮者の居住支援や育児支援など、未開拓な分野も視野に計画を策定する。

２．職員の質の向上

（1）介護職員処遇改善加算の活用

在籍する常勤の介護職員はキャリア認定を終えたことから、介護職員処遇改善計

画にもとづきキャリア手当の支給を４月以降始める。

職員はキャリア形成と処遇向上を目標に、引き続き上級認定を目指していくもの

と考えている。
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法人が設定するキャリアパス上級認定の要件として、喀痰吸引や救命救急に係る

受講が必須となっていることから、上半期中には受講支援の体制を整える。

次のキャリア認定の試験日程や認定更新の有無、中途入職者の認定の在り方など、

協議事項は山積しているが、職員の士気を下げることのないよう遅滞なく示すよう

努める。

非常勤の介護職員に対しては、介護職員処遇改善加算を活用し、例年の昇給額に

上乗せする形で時給の底上げを図るなど処遇向上を推進していく。

非常勤職員に対する人事考課の仕組み作りも直近の課題となっている。勤務時間

や日数、業務内容など個人差が大きく、評価の枠組みを定めるのは容易ではないが、

職員の労働意欲が高まる仕組みを目指し検討を重ねる。

グランハート悠々園の９月開設にあたっては、他事業からの異動や中途入職者の

雇用を相当数見込んでいる。年度途中からの処遇改善加算の算定および運用にあた

っては、東京都および所轄庁に入念に確認を行い、適切に対応する。

（2）組織体制の見直し

これまでは能ケ谷にある特別養護老人ホーム拠点の事務室にて、本部業務および

法人全体の勤怠、請求、会計などのとりまとめを行ってきた。

本町田にあるグループホーム拠点は、その他の拠点との物理的な距離がネックと

なっていたが、９月に本町田・山崎エリアで特養拠点が開設することから、法人内

のとりまとめ業務を大きく２分割する方向で調整を行う。

それぞれに事務室を備える 2つの特養拠点がエリアを管轄し、法人全体の運営の

合理化と利便性の向上を図る。

（3）労働環境の見直し

永年勤続に関する考え方および報奨金の支給要件を見直す。従来の 10年ごと 30

年を視野に入れた勤続評価を改め、介護業界の特性を考慮したものへ組み替える。

雇用形態を常勤職員に限定せず、非常勤職員も含め入職後 10 年間をきめ細かく

段階的に評価し、報奨金の支給も検討する。

報奨金の支給と併せリフレッシュ休暇の導入なども検討する。グループワークが

多く、個々でまとまった休みがとりづらい業種ではあるものの、心身ともに蓄積し

た疲れを回復する休暇を取得しやすい環境を整備する。

昨年度導入された支度手当の制度についても実態に即して見直す。これまで同様、

支度金としてのニーズには給与の前払いで応えるべく規程改定を進める。

３．地域連携、地域貢献

（1）公益事業による地域支援

ＮＰＯ法人が運営する介護予防教室や子供食堂、認知症カフェを引き続き支援す

る。そのほか、鶴川地区協議会が主催する 3 水スマイルラウンジや鶴川 de ウォー

キングイベントなど、鶴川地域における数多くの先駆的取組みについても継続支援

する。

また内外の活動を毎月発行の広報誌に掲載し、地域の福祉活動がより多くの目に

触れる機会を増やすなど地域包括ケアシステムの促進を図る。
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別紙 理事会・評議員会開催日程

［ 理事会 ］

開催時期 議題および議案

５月下旬 議案 1.平成 29年度事業報告について

議案 2.平成 29年度会計決算報告について

その他

７月下旬 議案 1.新規事業指定申請について

（事業計画、予算、施設長の任免など）、

議案２.評議員会の召集について

その他

９月下旬 報告.理事長による各事業運営報告について

その他

１月中旬 報告.理事長による各事業運営報告について

その他

３月下旬 議案 1.平成 30年度補正予算について

議案 2.平成 31年度事業計画について

議案 3.平成 31年度当初予算について

その他

［ 評議員会 ］

開催時期 議題および議案

６月下旬 議案 1.平成 29年度会計決算報告について

その他

７月下旬 議案 1. 定款変更、建物登記、指定申請など

その他
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［ 特別養護老人ホーム ］

Ⅰ.基本方針

昨年度に引き続き、ご利用者様が安心して快適に過ごせる環境作りを進めていく。館

内設備の老朽化にともなう環.境面の修繕とご利用者様へのサービス提供についてより

いっそうの充実を図り、ご利用者様の生活の質の向上を目指していく。また、施設内だ

けに目を向けるのではなく、今まで築き上げてきた地域とのかかわり以外にも新たなつ

ながりが構築できるように地域のネットワーク作りを積極的に進めていく 1年とする。

Ⅱ.実施計画

１．利用者サービスの向上

(1)業務の効率化

昨年度、新たな介護記録システムを導入した。この記録システムを活かし、ナース

コール、見守りセンサーとの連動化を進めることで、間接的なケアの効率化を図って

いく。記録システムに限らず、間接的なケアに費やす時間を出来る限り簡略化し、ご

利用者様へのより直接的なケアの充実を図っていく。

→実施時期：上半期

（2）交流スペースの充実

2階の第 2食堂、3階の談話室の交流スペースについて、リフォームを行いより過

ごしやすい環境作りを進めていく。ご利用者様同士が楽しく交流できる場として、ま

たご家族様とも気兼ねなく御寛ぎ頂けるスペースとなるような空間作りを目指して

いく。

→実施時期：上半期

(3)介護用品の充実

近年、福祉機器の性能は年々向上しているが、施設で取り揃えている介護用品につ

いては、選択の幅も狭くご利用者様の細かなニーズに応えられていないのがここ数年

の課題であった。今年度は、福祉機器業者と連携を図りご利用者様に適したものを提

供出来るような環境を整備していく。

→実施時期：上半期

２．職員の質の向上

（1）交換研修

市内の他法人の施設と介護職員の交換研修をと実施する。在籍 3年～5年目ほど

の中堅職員を対象に、知識、技術を高めることまた、職員同士の交流を深める場と

して活用していきたい。

→実施時期：上半期
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（2）外国人留学生の採用

昨年度、ベトナムからの留学生 1名の受け入れを進めていたが、日本語教育の環

境が整わず、年半ばで断念した。その経験を踏まえ、日本語教育が充実した環境を

整備した上で、再度ベトナムからの留学生の受け入れを進める。祖国の文化や生活

習慣を十分に理解し、仕事面だけでなく生活面でのケアを充実させ、安心して仕事

に従事できるようサポート体制を強化する。

（3）介護職員初任者研修事業への参加

法人が運営している介護職員初任者研修事業において、職員が講師となり、培

った知識や技術を未来の福祉人材の担い手に伝えていく。今年度は、研修会場が

山崎町へと移ることになるが、引き続き職員自身の知識や技術の再確認と「伝え

る力」を伸ばしていくことでスキルアップを図っていく。

→実施時期：上半期１回・下半期１回

３．地域連携、貢献

（1）地域のネットワーク作り

ア．地域ケア会議への参加

鶴川圏域で開催されている地域ケア会議に参加し、地域福祉、医療との連携

を深めていく。施設で生活されるご利用者様と地域とのつながりを広げるき

っかけの場とするだけでなく、地域のニーズに対しても目を向け、施設が地

域に協力できることについては、積極的に応えていく。

→実施時期：随時

ウ．特別支援学校との連携

障がいのある生徒の将来的な就労に向けた職場体験をする場として実習

生を受け入れる。学校と調整を図りながら個々の生徒に合わせたプログラム

内容で支援していく。

→実施時期：随時

（2）小学校における総合学習プログラムへの協力

鶴川地域の小学校 2校の生徒（約 100名）の施設見学を兼ねご利用者様との

交流会を実施する。子供たちが高齢者について理解を深め、またご利用者様に

も子供たちに経験や知識を伝えることで、地域の一員として役割を持って生き

ているということを、体感する場としたい。

→実施時期：下半期



�

［ 短期入所施設 ］

Ⅰ.基本方針

今まで培ってきた事、積み重ねてきた事に更なる磨きをかけ質を高めていく一年とし

ていく。昨年度実施したアンケート結果を基にして、ご利用者様からいただいた声を一

つでも多く形にしていけるように、一つ一つのケアやサービスを見直し、ご利用者様が

より有意義に感じて頂けるような事業所を目指していく。

老朽化が目立っている場所の修繕や共有スペースのリフォームと、主に過ごしていた

だく場所である居室環境を整備し、ご利用者様にとって過ごしやすい環境を整えていく。

余暇活動の充実と、特色の一つとして定着してきた機能訓練についても充実させ、「ま

たここに来たい。」と思っていただけるような場所にしていく。

また、ご利用者様が安心して在宅での生活が送れるように、何かあった際の受け入れ

先として、いつでもご利用頂けるよう地域のセーフティネットという役割を担っていく。

Ⅱ.実施計画

１．利用者サービスの向上

（１）外出イベントの実施

引き続き外出イベントに力を注ぐ。昨年度行ったアンケート調査の結果を基に、

お花見や買い物の外出イベントを計画していていく。より多くのご利用者様がイベ

ントに参加出来る機会を設け、滞在中の楽しみを増やしていく。

→実施期間：通年

（２）機能訓練室の活用

ご利用者様、ご家族様からも機能訓練についての要望がとても高まっている。機

能訓練指導員と共に一週間ごとにスケジュールを確認し、連携を図りながら運動す

る機会を多く設け、充実した滞在期間に出来るように努める。

ご自宅に帰られた時に生活の質の向上に繋がるようにしていく。

→実施期間：通年

（３）余暇活動の充実

昨年度より取り組み始めてきた余暇活動に力を注いでいく。絵手紙やビーズ、季

節をモチーフにした作品作りをしていただく等、様々な活動内容を提供し、滞在中

の楽しみとしていただけるようにしていく。

製作した作品については館内に展示し、作品作りを通してご利用者様同士の交流

の場となれるように目指していく。

→実施期間：通年
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（４）居室と２階フロア第２食堂の整備

開設から 15年が経過し、主に過ごして頂く場所である居室の老朽化が目立ってき

ている。日々清潔に保つのはもちろんの事、快適にご利用していただけるように居

室環境のリニューアルを行う。

また、２階フロアの第２食堂をリフォームし、ご利用者様同士の憩いの場となる

居心地の良い環境を整えていく。

→実施期間：通年

２．職員の質の向上

（１）交換研修

市内の他法人の施設と介護職員の交換研修を実施する。在籍２年～５年目ほどの

中堅職員を対象に、知識、技術を高めることと、職員同士の交流を深める場として

活用していきたい。

また、グランハート悠々園が開設するにあたり、開催予定としている職員研修に

参加していく。ユニットケアについての理念や意義を学び、新しい視点での考え方

や視野を広げる事に繋げ、介護について知識を深めていく。

→実施時期：適時

（２）実習生の受け入れ

特養事業所において受け入れを行っている実習生を、当事業所でも受入れていく。

仕事内容を「伝える」事で、自身の日々行っている業務について振り返りと共に、

改めて考える事で「伝える力」を伸ばし、職員のスキルアップに努めていく。

→実施時期：適時

３．地域連携、貢献

（１）地域ケア会議への参加

定期的に開催される地域ケア会議に参加をする。地域のニーズや現状を把握し、

地域医療と連携をしながら、地域に住んでいる方々が安心して生活を送れるような

支援に繋がるよう努めていく。

→実施時期：適時

（２）緊急利用の受入れ

ご利用者様の状態の変化や、ご家族様の諸事情により在宅生活が困難になった時

には、即座に対応できるよう緊急受入れに努めていく。

在宅で生活されている方々が介護を必要とした時に、住み慣れた地域で不安なく

安心した生活を続けられるよう支援していく。

→実施時期：通年
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［ デイサービスセンター（通所介護、介護予防・日常生活支援総合事業） ］

Ⅰ.基本方針

平成 30年介護報酬改定に伴い、法令を順守する事を目的とした「内部監査」の実施や、

今後、通所介護事業所に求められる「サービスの質の評価」について、利用者と成果を共

に分かち合い、目標達成への働きかけが行える事、或いは、通所介護を利用する目的につ

いても明白となり、より有意義なものになると捉える。

「生活機能及び、QOL（生活の質）の向上」また、地域包括ケアシステムの目的である「可

能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けられる為の支援」こ

の 2点を主眼に、自立支援・重度化防止への取り組みを強化していく。

Ⅱ.実施計画

１．利用者サービスの向上

（1）「ＡＤＬ維持等加算」算定

新設の加算項目「ＡＤＬ維持等加算」の算定について、新たな指標※（１）の導

入に伴う計画書の内容表記の変更、モニタリング、アセスメントの見直しを行なう。

ご利用者様のＡＤＬの維持改善を具体的な評価方法を用いて、安定した在宅生活を

継続できるよう支援する。

※（１）Barthel Index（BI:バーセルインデックス）

できる ADL(日常生活動作)を評価する世界共通の評価法。身辺動作と移動動作の

２つの観点で全 10項目があり、各項目 0〜15点で点数化にして、自立度に従って

合計 100点満点で評価する。

（2）「個別機能訓練加算Ⅱ」算定

これまでの機能訓練に関する内容は、ＡＤＬ（日常生活動作）に関する訓練内容

のみとしていたが、今後、アウトカム評価※2 の導入に伴い、生活機能の維持向上

に関する測定は、機能訓練指導員が主体的に行うものとされる。人員配置において

も要件を満たした事を契機とし、地域包括ケアシステムの骨子を鑑み、現在の生活

をその方らしく継続していけるよう、「個別機能訓練加算Ⅱ」を提供し支援する。

※（2）BI指標を用いて、訓練内容の成果を評価するシステム。

（3）「サービス提供体制強化加算Ⅰ－イ」算定

平成 30年度、上記加算の要件※（3）を満たした為、算定を行う。体制が整うと

いう事は、言わずもがな、それに見合う質の高いサービス提供が行える事業所でな

くてはならない。「自立支援」、「認知症支援」「楽しみのある生活の支援」など、利

用者サービスの向上に資する、職員の介護スキルの底上げをこれまで以上に強化し

ていく。

※（3）常勤職員全体の 50％以上が介護福祉士の国家資格保有。
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２．職員の質の向上

（1）職員の資質及び専門性の向上

今年度も、職員の資質及び専門性の向上について熟慮していく。利用人数の増加

や、平均介護度の上昇に伴い、職員の細かな配慮や介護技術等のスキルが追い付か

ないという現状により、サービスの質の低下が垣間見えるようになった。暗に人員

を増やすことではなく、職員の意識改革やスキル向上を実践できるよう、自主検査

や勉強会を開催し、現場環境の変革を行う。

（2）「接遇」向上推進

これまで、接遇唱和などの項目に則して、取り組みを行ってきた。今年度 はさ

らに一歩進んだ接遇向上を行う。誰が見ても心地の良い立ち振る舞いができるよう、

意識向上や勉強会を行い、職員一人ひとりが「おもてなしの心」を養う事が出来る

よう取り組む。

（3）介護計画書の見直し、内部監査の実施

新たな指標を用いたアウトカム評価の導入に伴い、これまで使用していた「通所

介護計画書」の内容について変更を求められる事となる。円滑な運用と共に、職員

一人ひとりが適切に、計画の進捗、評価などが行えるよう研修を実施する。また、

計画書や進捗等について「内部監査」を行い、実施内容に不備が無いよう徹底する。

３．地域連携、貢献

（1）近隣の障がい者施設との連携

豆腐販売・・・・豆腐菜園 赤い屋根（月 �～�回フロア内で販売）

パン販売・・・・ベーカリーひあたり（月 �回フロア内で販売）

もくもくてん （月 �回フロア内で販売）

（2）地域ボランティアとの関わり

法人ボランティアセンターに適宜、曜日ごとの地域ボランティアの受け入れ状況

を報告し、趣味活動でのボランティアを充実させる。ご利用者様のニーズを伺い、

「楽しみ」の選択肢を増やしていく。

また、フロアボランティアの積極的導入と、イベントボランティアグループの受

け入れを拡充していく等、地域ボランティアの活動の場を積極的に提供していく。

（3）地域包括ケアシステムへの参画

特定非営利活動法人コミュニティフレンド「悠々学園」の「住民主体による地域

活動団体型サービス」が行う地域の介護予防事業への協力をもって、貢献していく。

具体的内容として、当デイサービスセンターの運転手を「悠々学園」の送迎ドライ

バーとして、通常業務に組み込む。
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［ ヘルパーステーション（訪問介護、介護予防・日常生活支援総合事業） ］

Ⅰ.基本方針

平成 30年の介護報酬改定により「身体介護」の基本報酬は上がるものの、「生活援助」

の基本報酬は下がる為、全体として介護収入の減額が予想され、厳しい運営状況となる

ことが推測される。そのような状況の中において、事業継続と支援を行うためにもサー

ビス提供時間の見直しや新規に取得可能な加算を取得する事で稼働率の向上および安

定化による収入確保を図っていく。

また、重度の要介護者や認知症の方、自宅で最期を迎えたいと希望されるご利用者様

への看取りなどを積極的に受け入れることで、地域の様々な課題やニーズに対応する事

業所を目指していく。そのために、他の事業所との連携はもとより、事業所内の情報共

有や連携とともに職員の資質及び専門性の向上に努める。

Ⅱ.実施計画

１．利用者サービスの向上

(1) 稼働率の向上

新規利用者獲得の為、早朝夜間帯の身体介護サービスの依頼を積極的に受け入れ、

稼働率向上を図る。またそれに合わせて、サービス提供責任者の勤務体制の見直し

も検討する。

(2)「特定事業所加算Ⅱ」算定

今年度は質の高いサービスを提供していく為、介護保険法に定める

「特定事業所加算Ⅱ」の加算を算定できるよう事業展開を行う。

(3)職員間の情報共有

毎月、サービス提供に当たっての留意事項の伝達又は技術指導を目的とした会議

を開催し、登録職員との情報共有に努め、サービスの質の向上を図る。

(4)マニュアルの見直し

緊急時や事故発生時の対応、感染症予防、苦情対応などの実働的なマニュアルの

見直しを半年毎に行い、周知していく。誰が対応しても同じ対応ができるよう職員

のスキルの標準化を図る。

(5)定期的な情報発信と営業活動

ホームページや広報誌(悠々通信)を通じて、当事業所の特色や魅力を伝えると共

に、関連先居宅介護支援事業所へ登録職員の待機情報を毎月提供する事で多くの新

規ご利用者様獲得を目指す。
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(6)コンプライアンスの徹底

介護保険制度上決められた訪問介護計画書の作成やサービス提供記録につい

ては各サービス提供責任者が遵守するとともに、年 2 回（原則 5 月・11 月)町

田市の実地指導事前チェックリストを用いて事業所内で確認を行い、適正な運

営に努める。

２．職員の質の向上

(1)登録職員教育

登録職員を経験年数毎に分けて研修計画を作成し、計画に基づいて研修を行い、

登録職員の資質及び専門性の向上に努める。また今後増大する事が予測される

医療ニーズを併せ持つ中重度のご利用者様や認知症高齢者に対応できるように

介護技術の習得、認知症高齢者の理解と実践等の研修に力を入れていく。

(2)法人内交換研修

法人内他サービスの理解を深めると共に職員のスキルアップを図る事を目的

として、法人内他部門との交換研修を行い、法人内の連携を強化していく。

(3) サービス提供責任者の資質向上

サービス提供責任者が登録職員に対して、的確な指導・助言が行えるよう資質

向上を目指し、主任サービス提供責任者がサービス提供責任者毎に研修計画を

作成し、研修を実施していく。また外部研修にも積極的に参加するよう努める。

３．地域連携、貢献

（1）地域ケア会議等の参加

定期開催される地域ケア会議や、地域連携に関わる多様な会議や交流会

へ各職員が積極的に参加し、顔の見える関係と横のつながりを強化していく。

(2) 地域イベントへの参加

地域貢献として参加しているイベント(鶴川駅前祭り、能ヶ谷神社祭り、鶴川

ウォーキングイベント)に今年度も引き続き参加、協力する。

(3)「共生型サービス」への準備

平成 30年から新たに介護保険サービスと障害福祉サービスを一体的に提供す

る「共生型サービス」の創設が予定されている。今年度は国の動向を確認しな

がら、町田市訪問介護事業者協議会にて他事業所や保険者からの情報収集を図

り、事業所として基本的な方向性をまとめ、共生型サービスへの準備を進めて

いく。
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［ 居宅介護支援事業所 ］

Ⅰ.基本方針

平成 30 年度介護保険報酬改定にともない、今まで以上に「医療との連携の強化」「質

の高いケアマネジメントの推進」「公平・中立なケアマネジメントの確保」「障害福祉制

度の相談支援専門員との連携」が求められている。そのため、医療機関をはじめ関係機

関とより一層の連携を図っていくよう努める。

また、特定事業所加算要件も見直しとなるため、算定が継続できるように、他機関・

他法人とも連携を図りながら体制を構築していけるよう取り組む。

Ⅱ.実施計画

１．利用者サービスの向上

(1) 介護保険報酬改定への取り組み

居宅介護支援事業のみならず、各サービスの報酬改定の内容を十分に把握し、

ご利用者様やそのご家族様への丁寧な説明を心がけ、スムーズにサービスの利用

ができるよう取り組む。

（2）医療連携の強化

ア．入院時における医療連携を強化するため、医療機関が求めるご利用者様の

情報を、町田市ツール（入院時・外来受診時情報提供書）等を活用し、迅速

に対応する。

イ．退院・退所後の在宅生活への移行に向けた医療連携を強化するため、退院

時カンファレンスには積極的に参加し、医療機関の医師やその他職員から情

報を収集し、適切な居宅サービス計画書の作成が行えるよう取り組む。

ウ．ご利用者様が医療系サービスの利用をご希望される場合等は、同意を得た

上で主治医等の意見を聴取し、作成した居宅サービス計画書を主治医等に交

付し日々の状態等の情報共有に努める。

エ．ターミナル期には頻回な訪問によりご利用者様の状態変化やサービス変更

の必要性を把握することに努め、主治医やその他関係機関への情報提供を迅

速に行う。

（3）質の高いケアマネジメント

ア．事業所内部監査を定期的に実施し、法令順守を徹底し、適切なケアプラン

作成を行うことを継続する。

イ．特定事業所としての運営を強化するためにも、主任介護支援専門が中心と

なり、内部での研修や事例検討を積極的行っていく。

ウ．地域における他の居宅介護支援事業所との連携を強化し、共同での事例検

討会や研修等の開催に取り組んでいく。

エ．障がい福祉サービスを利用してきた方が介護保険サービスを利用する場合
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等に、障がい福祉制度の相談支援専門員との連携を綿密に行うことができる

よう努める。

（4）公正・中立なケアマネジメント

契約時にはご利用者様やそのご家族様に対して、居宅サービス計画に位置付ける

サービス事業所について複数の事業所を紹介し、また位置づけた理由を明確に説明

していくことを徹底していく。

２．職員の質の向上

（1）業務マニュアルの作成

引き続き業務マニュアルの作成に取り組み、業務手順や内容を明文化し、業務内

容を再確認しながらより適切なケアマネジメントが行えるよう努める。

（2）研修の充実

ア．外部研修として、「町田市ケアマネジャー連絡会」「鶴川圏域合同地域ケア会

議」「相模原町田地区介護医療圏インフラ整備コンソーシアム」への定期的参

加、その他行政機関等の研修に積極的に参加する。

イ．週間ミーティングを開催し、事例検討や制度等の情報共有に努める。

（3）実習生の受け入れを通して学ぶ

ア．特定事業所加算の要件として位置づけられている「介護支援専門員実務研修」

における実習生の受け入れを行い、ケアマネジャー育成に携わることを通して、

自らの業務の振り返りにつなげる。

イ．社会福祉士の実習生を継続して受け入れていくことで、自らの相談援助技

術を振り返り、気付きを得る機会とする。

３．地域連携、貢献

（1）介護保険制度および医療・保健・福祉制度の情報提供

ア．会議や研修を活用して制度の動向等を把握し、他の居宅介護支援事業所や医

療機関、サービス事業所と情報共有し協力していく。

イ．法人内他事業所の家族会や職員研修等に参加し、必要に応じた情報の提供が

行えるよう協力していく。

（2）地域との交流

地域のイベントに積極的に参加し、地域交流を通して現状や実態を把握すること

に努める。

(3) ケアマネジメントの質の向上

特定事業所として、「地域ケア会議企画運営部会」「ケアマネジメント勉強

会」などの参加を通じて、主任介護支援専門員が中心となり、地域全体のケアマネ

ジメントの質の向上に資することができるよう努める。
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［ ケアフルクラブ（介護予防・日常生活支援総合事業） ］

Ⅰ.基本方針

「国基準型通所サービス」の「みなし指定」有効期間が終了し、町田市及び川崎市の

「市基準型通所サービス」による事業運営がいよいよスタートする。指定基準が緩和さ

れ報酬単価が下がるが、支出の抑制はもちろん、新規ご利用者様を例年以上に多く招き、

稼働率を高め、安定した経営基盤の構築等結果を求められる年度となる。各市指定基準

を十分に把握し、業務のスリム化を図り継続可能な事業を展開する。

利用者ファーストで顧客満足度を高め、真摯に事業に取り組み、健康的で明るく賑わ

いのある事業所を目指していく。また、他の法人から目標とされる魅力的な事業所とな

るよう、豊かな発想力を以て邁進する「元気にあふれた一年」とし、「健康寿命の延伸」

をメインテーマに新たなチャレンジをはじめていく。

Ⅱ.実施計画

１． 利用者サービスの向上

（1）「＋α（プラスアルファ）」の効果の支援

エビデンス（科学的根拠）に基づいた筋トレを中心に、脳の活性化を目的とした

脳トレを、サービスの柱に今年度も進めていく。筋力向上等カラダの変化だけでは

なく、社交や心理的な効果等目に見えない「＋α（プラスアルファ）」の効果を実

感できるよう支援を行う。

（2）フロアー環境の整備

適時レイアウトを変更し、安全性はもちろん、利便性と機能性をもった使い勝手

の良いフロアーにしていく。リスクマネージメントの観点から衛生管理巡視指摘事

項は速やかに改善し、職場の安全と環境整備に努める。

（3）交通安全と防災意識

送迎サービスのニーズが高まり、車両所有数も５台と増えている。送迎ルートも

複雑になり、より安全な送迎業務の遂行が求められる。事故ゼロはもちろん丁寧な

運転を心掛け、安心して乗って頂ける送迎サービスを実施する。また、計画された

避難訓練を実施し、防災や安全に関わる情報を発信していく。

（4）イベントの開催

継続利用と満足度につながるイベントは、今年度も計画的に開催する。ニーズに

耳を傾け多種多様な企画を行い、自費クラスや地域の方も含めて多くの方へ参加を

促し、活性化させていく。
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２．職員の質の向上

（1）研修

外部への研修に積極的に参加し、知識と技術の落とし込みを行っていき（インプ

ットとアウトプット）、職員一人ひとりの質の向上と事業所全体のレベルアップを

図る。また、各職員が同じレベルでサービス提供できるよう、朝礼や終礼、定例会

議を活用し連携と共有を強化する。

（2）業務のスリム化

各市の指定基準の中、「いるもの」「いらないもの」の判断を適正に行い、すべて

の業務のスリム化を加速度的に進め、コストの削減やオペレーションの簡略化を目

指す。

３．地域連携、地域貢献

（1）介護予防教室の展開

健康と体力向上に関する講演会や講習会の講師活動は、引き続き受託し増収に繋

げる。月末の定休日を使い各種健康増進教室を計画的に開催し、地域ぐるみで健康

作りを推進する。

（2）自費クラスの増回

定休日の土曜日を有効利用し、一般高齢者を対象に自費クラス（通称ケアトレ）

を増回する。地域に向けた「ロコモ」や「メタボ」の予防啓発を含め、健康寿命の

延伸を支援する。

４. その他

（1）寄付を頂ける仕組み作り

チャリティイベントの開催をはじめ、使用目的を明確にした寄付を頂ける事業所

の仕組み作りに着手する。

（2）稼働率の向上

職員の専門性を発揮し、接遇を意識し顧客満足度を高め、継続利用を促す。当事

業所の特色や魅力を発信していき、多くの新規ご利用者様の獲得を目指す。

（3）確実な事務作業

各市基準での事業運営となるため、ご利用者様との契約をはじめ請求や行政への

手続き等、事務的な業務の混乱も想定される。ミスなく確実に実施していけるよう、

行政との連携、居宅介護支援事業所、地域包括（高齢者）支援センター等と情報を

共有する事も大切な行動目標となる。

（4）支出の抑制

適正な人員配置、業務のスリム化、節電等事業所全体でコスト意識を持ち、抑え

られる支出は抑えていき無駄な出費を極力減らしていく。
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［グループホームⅠ］

Ⅰ.基本方針

全体的にご利用者様の身体機能が低下し介助量が増えている中、安心して快適に生活

をして頂けるよう業務改善、食材業者の選定を進め、業務の効率化を図っていく。ご利

用者様にはグループホーム内外で役割を持って生活していただく事にこだわり、実践し

ていく。

町田市全体でグループホームの待機者確保が難しくなっているため、積極的な営業活

動と悠々園の特色を活かしたサービス提供に力をいれ稼働率の安定を目指していく。

地域とは高齢者支援センターを中心に連携を図り、認知症カフェ、研修の開催を行う

と共に、地域のボランティアグループとも関係を強化し、多くの方が訪れていただける

環境を作っていく。

Ⅱ.実施計画

１．利用者サービスの向上

（�）個々のニーズに応じた外出、イベントの実施

各居室担当を中心にご利用者様やご家族様のニーズに応じた外出やイベントを計

画し実行していく。来年度、車両も新たに購入を予定している為、�泊旅行や日帰り

旅行、唄う会やご家族様を交えた外食などご利用者様それぞれが満足していただける

ような外出の機会を増やしていく。

（�）食材業者の選定

ご利用者様の食事作りの役割も継続しつつ、嚥下力の低下や退院後に状態が 変化

されている方に向けての様々な食事形態や食事作りにかかる業務時間の効率化に対

応できる食事業者の選定を行う。

（�）ご家族様アンケートの改善

昨年度から始めた �ヶ月に �回のご家族様アンケートの継続、改善をしていく。数

件のご意見、感想を頂くも回収率は低い。今年度はアンケートを自由記述式ではなく、

簡単な選択式と自由記述にし、より多くのご意見、評価を頂きながらサービスの向上

と職員のやる気に繋げる。

（�）ヒヤリハットの有効活用

毎朝の申し送り時に前日分のヒヤリハットを確認すること。フロア会議では �ヶ月

の中であがったものを抽出しながら共有、検証し事故防止に努めていく。
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２．職員の質の向上

（�）業務改善とユニット間での統一

ユニット間でばらつきのあった業務を見直し統一していく。全職員がどちらのユニ

ットでも円滑に業務が遂行できるような環境作りを行い、職員のスキルアップとサー

ビス水準の一定化を図る。

（�）外部研修

常勤、非常勤問わず外部研修の参加率をあげていく。主に認知症ケア、アセスメン

ト、権利擁護、感染症予防に的を絞り全ての職員が研修へ参加に向けて取り組む。

（�）休憩室の新設

会議室を休憩場所として職員へ開放していく。

業務の疲労・ストレス回復のために気分転換を図りやすい環境を提供し、満足度を

高めていくこと、さらに各ユニット間の職員の交流、情報の共有による活性化が図ら

れることにより、職員の意欲向上を目指していく。

（4）情報の一元化

昨年度導入した介護記録ソフトを利用しての基本情報管理、請求業務、ケアプラン

作成等、ご利用者様の情報の一元化を進めていく。

３．地域連携・貢献

（�）研修の開催

町田圏域内の事業所と共同で、地域の方に向けて「認知症予防」について研修を開

催する。運動、脳トレ、食事等の様々な観点から外部講師を招いて行う。

（�）高齢者支援センターとの連携

町田第二高齢者支援センターやボランティアグループと連携し、認知症カフェや研

修を開催する。

認知症と診断された方が元気に暮らす知恵や地域づくりについて、当事者が地域の

方へ話す場を設けることで、認知症を知ってもらう機会としていく。

４．その他

（�）待機者の確保

町田市内のグループホーム事業所も増える中、待機者確保が難しくなってきている。

継続して関連機関への営業活動を行いつつ、地域の方に向けても空き情報が見える仕

組みを作っていく。
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［グループホームⅡ］

Ⅰ.基本方針

今年度で町田市内のグループホーム数が ��事業所となる。選んでいただける場所と

して、サービス提供の質の向上と多くの情報を発信していく。

高齢者支援センターとの連携を図り、認知症カフェ、研修の開催を行うと共に、地域

のボランティアグループとも関係を強化し、多くの方が訪れていただける環境を作って

いく。

ご利用者様の平均介護度２となり、出来る事柄や役割が広く持てるようになってきて

いる。グループホーム内での役割だけではなく、地域の中で力を発揮出来るよう活躍の

場を作っていく。

入居待機者が減っている中、継続して営業活動を行いつつ、多くの来訪者に見ていた

だく事で、紹介したいと思ってもらえるような運営に努める。併せて町田市グループホ

ーム連絡会の活動にも積極的に参加し、グループホームの認知率を上げることで全体的

な待機者不足を解消出来るよう努める。

Ⅱ.実施計画

１．利用者サービスの向上

（�）食事業者の選定

ご利用者様の食事作りの役割も継続しつつ、嚥下力の低下や退院後に状態が変化さ

れている方に向けての様々な食事形態や食事作りにかかる業務時間の効率化に対応

できる食事業者の選定を行う。

（�）ニーズに合わせた外出

定期アセスメント時にご利用者様、ご家族様の要望に基づき、外出計画を立 てる。

個別での日帰り、一泊旅行や全体での行事として要望で挙がった内容、場所に行ける

よう検討、実行する。

（�）ボランティアの受け入れ

現在のボランティアにも継続して活動していただきつつ、新たなボランティアの発

掘、受け入れを積極的に行っていく。作品展示会の作品作りや外出、地域イベントへ

の参加の付き添いでご利用者様の社会参加の幅を広げていく。

（�）作品の質の向上

作品展示会等への作品の質が上がり、地域の方からもお褒めの言葉をいただけるよ

うになっている。地域の芸術祭での販売も好調なので、作品の材料の質をあげ、更に
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高品質の作品作りを行っていく。

２．職員の質の向上

（�）情報の一元化

昨年度導入した介護記録ソフトを利用しての基本情報管理、請求業務、ケアプラン

作成等、ご利用者様の情報の一元化を進めていく。

（�）外部研修

常勤、非常勤問わず外部研修の参加率をあげていく。主に認知症ケア、アセスメン

ト、権利擁護、感染症予防に的を絞り全ての職員が研修へ参加に向けて取り組む。

（�）休憩室の新設

会議室を休憩場所として職員へ開放していく。

業務の疲労・ストレス回復のために気分転換を図りやすい環境を提供し、満足度を

高めていくこと、さらに各ユニット間の職員の交流、情報の共有による活性化が図ら

れることにより、職員の意欲向上を目指していく。

（4）業務・就労時間の見直し

ご利用者様の状況に合わせ、各ユニットで業務・就労時間の見直しを行い、全ての

職員が両ユニットの業務に就けるよう業務マニュアルの見直し、整備も行う。

３．地域連携・貢献

（�）研修の開催

町田圏域内の事業所と共同で、地域の方に向けて「認知症予防」について研修を開

催する。運動、脳トレ、食事等の様々な観点から外部講師を招いて行う。

（�）高齢者支援センターとの連携

町田第二高齢者支援センターやボランティアグループと連携し、認知症カフェや研

修を開催する。

認知症と診断された方が元気に暮らす知恵や地域づくりについて、当事者が地域の

方へ話す場を設けることで、認知症を知ってもらう機会としていく。

４．その他

（�）待機者の確保

町田市内のグループホーム事業所も増える中、待機者確保が難しくなってきている。

継続して関連機関への営業活動を行いつつ、地域の方に向けても空き情報が見える仕

組みを作っていく。
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［ 訪問看護ステーション悠々園 ］

Ⅰ.基本方針

今年は �年に一度の医療・介護報酬の同時改定が行われる重要な年度となる。この改

定により要支援者に対する介護予防訪問看護の基本報酬は引き下げられることとなる。

昨年度、当事業所も実地指導を受けた。その際の指摘事項を踏まえ、今後より一層、地

域包括ケアシステムの構築、医療と介護の連携の強化をする。そして「利用者の視点に

立って切れ目のない医療・介護の提供体制を確立し、一人ひとりの自立と尊厳を支える

ケア」を実現していく。

Ⅱ.実施計画

１．利用者サービスの向上

（1）安心できる在宅療養の環境づくり

かかりつけ医や往診医、医療連携室やケアマネジャー等との関係構築し連携を図

り、利用者の生活と医療の両面を ��時間体制でサポートする。

（2）医療機関との連携

利用者の微細な症状変化を見逃すことがないよう、観察能力を研ぎ澄ましアセス

メントし、緊急時には円滑にかかりつけ医または往診医に繋げる。また、入院時、

医療機関への看護サマリーの提供、退院時には退院前カンファレンスに積極的に参

加する。

（3）職員間の情報共有

利用者が一貫したサービスを受けられるよう、日々の利用者の状態や家族も含め

悩みや思いなど職員間で報告・連絡・相談しあいながら日常的に情報共有しておく

ことで、病状急変時には円滑に対応する。

（�）看取りへの対応

利用者本人の意思決定を基本に、医師および担当ケアマネジャー・介護職員など

他職種との連携をとり、利用者本人そしてご家族が「人生の最期を家で迎えること

が出来て良かった。」と思えるよう、後悔を残すことがないようその方らしい最期

を支援する。

２. 職員の質の向上

（�）内外研修への参加

年間で開催されている全国訪問看護事業協会主催の各種研修や町田市および医

療機関における在宅向け研修に参加し訪問看護師に必要な新しい知識の習得に努
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め個々のスキル向上に繋げる。積極的に法人内研修に参加する。

��� 町田市訪問看護ステーション連絡会へ定期的参加

今年度の法改正に伴い、適正な事業展開として常に他事業所や病院医療連 携

室と情報交換・情報共有を積極的に行なう。昨年度は �か所のステーションが起

業参加しており、引き続き顔の見える関係づくりに努め今後の他事業所および病

院との連携をより一層深める。

３．職場環境の整備

��時間オンコール体制にあり、夜間のコール対応・訪問出動があるなか、職

員の睡眠不足など疲労による事故につながることがないよう、業務調整していく。

また、定期的にヒヤリングを実施し職場環境の見直し、早期の修正・改善をする。

４．地域連携、地域貢献

（1） グループホームとの医療連携

グループホームファーストリビングへの医療連携（業務委託）による週一回の

健康管理と医療相談の対応を継続する。緊急時依頼訪問の実施をする。

（2） 地域協力病院との連携

医療機関やかかりつけ医そして往診医、医療相談室、病棟担当看護師と密に連

絡を取り合いながら、利用者が安心して在宅療養できる環境を整える。

（4）地域イベントへの参加

鶴川地区協議会や各町内会自治会等が主催するウォーキングやハロウィンイ

ベントに参加し、来場者への健康相談を受け付けるほか、万が一の急変者に備

えるなど地域包括ケアシステムの一助となるよう努める。

５．その他

昨年度の東京都福祉保健局の実地指導による改善点を踏まえ、適正に事業所の運

営をしていく。
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［ あんしんハウス（住宅確保要配慮者の居住の支援に係る事業） ］

Ⅰ.基本方針

昨年 10月に住宅セーフティネット法が改正され、住宅確保要配慮者※1に対する民間

賃貸住宅への居住支援が本格的に始まった。

当会も居住支援法人として東京都から指定を受け、居住支援の担い手として社会的な

役割を果たしていく。

具体的には、賃貸住宅に関する相談受付や情報提供を行うほか、入居者の見守りや安

否確認など幅広く支援する。また、要支援者の状況によっては、入居者への家賃債務保

証にも踏み込んで対応を行う。

町田市居住支援協議会の設立も当会の居住支援法人の指定申請と並行して進んでお

り、当事業所が率先して行政や他法人、他職種と連携をとり、住宅確保要配慮者の安心、

安全が担保される生活環境が整うよう支援していく。

※1高齢者、低額所得者、障がい者、被災者、子育て世帯等

Ⅱ.実施計画

１． 利用者サービスの向上

(1）重層的住宅セーフティネット構築支援事業への取り組み

東京都から居住支援法人の指定認可を得た後は、当事業所の取り組みと合致す

る国土交通省の重層的住宅セーフティネット構築支援事業に係る助成金の申請を

行い、財源の確保を図る。また、厚生労働省からも住宅確保要配慮者への支援事

業に係る計画が出ていることから、動向を注視する。

（2）入居を拒まない民間賃貸住宅の確保

居住支援を行う上で、賃貸物件の確保は必要不可欠である。住宅確保要配慮

者に理解ある民間賃貸住宅はまだ少ないため、居住支援協議会に加盟する不動

産会社や行政等と連携し、建物オーナーに入居促進説明会を実施する。当事業

所の事業内容を多くのオーナーに理解していただき、ご案内できる物件を１件

でも多く確保するよう努める。

（3）ホームページの内容の充実を図る

居住支援に関する内容紹介や、ご利用方法を視覚的に分かり易く取得できる

ツールとして、動画コンテンツを活用するなど、ホームページの充実を図る。

手軽に動画を視聴できる環境の整備は、賃貸物件を所有するオーナーや要支援

者の目に触れる機会を増やし、居住支援の裾野を広げることに寄与するものと

考えている。パンフレットやチラシといった従来から活用している紙面媒体も

併せて見直し、動画視聴が難しい環境の方にも配慮を欠かさず対応する。
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（4）緊急時に備えた民間サービスの契約導入

当事業所の利用にあたっては、できるだけ多くの選択肢をご用意し、見守り

サービスや地域の暮らしに役立つ情報を数多く提供していく。そのためにも近

隣の民間企業やＮＰＯ法人、商店などと連携し、それぞれの企業の特色やサー

ビス内容の違い、価格の比較などについての情報収集に尽力し、利用者本位で

情報提供ができるデータベース作りに努める。

（5）医療連携の強化

当事業所をご利用になる方の中には、高齢化や体調面での不安を抱える方も

おり、将来的に医療ニーズが高まることが予想される。定期的な訪問や見守り、

生活相談を随時受付けるなど、顔の見える関係づくりを継続し、体調面の変化

を見逃さないよう努める。

ご利用開始時に、かかりつけ医がいない状況も想定し、新たにオープンする

特別養護老人ホーム グランハート悠々園に隣接する医療モールとの関係づく

りも進める。

２．職員の質の向上

（1）職員の専門性の向上

住宅確保要配慮者の支援では幅広い知識と経験が求められるため、宅建業

法に関する書籍の収集や他法人の実例検証などを行い、高いスキルを身に付

けていく。また、居住支援に係わる研修会やセミナーにも積極的に参加して

いく。

３．地域連携

（1）孤立しない仕組みづくり

社会福祉法人連絡会主催の福祉情報交換会等に参加し、要支援者が孤立し

ないための方策や地域の福祉に関する最新情報の収集に努める。

地域包括支援センターに配置される生活支援コーディネーターとの連携も模

索し、人や地域とのつながりを作っていく。必要に応じて行われる要支援者

のアセスメントの際には、当事業所担当者も参加し、多くの情報を吸い上げ、

他職種と連携しながらトラブルや事故を未然に防ぐ。

４. 地域貢献

(1）地域活性化に向けての取り組み

要支援者の生活に必要となる食材や衣料品、生活雑貨に関して、ご自身で

の手配や取得が困難なケースも見受けられるため、ＮＰＯ法人や鶴川地区協

議会が主導しているフードバンクやオレンジカフェなどの活用を継続的に行

っていく。
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［ 悠々いきいき介護職員初任者研修事業 ］

Ⅰ.基本方針

最終事業年度となる「町田市元気高齢者介護人材育成雇用事業」を活用した介護職員

初任者研修は、今年度は会場をグランハート町田に移し、山崎町エリアにおける元気高

齢者の発掘や、新規オープンするグランハート悠々園を含めた周辺事業所との連携、就

労促進を図る。地域共生社会の実現を目指した取組みが進められる中、本研修を通じて、

受講者一人ひとりが、自身が暮らす地域に目を向け、「地域づくりの担い手」としての

役割を持ち、様々な形で社会参加・社会貢献することにより活躍の場を広げ、自分らし

くいきいきとした生活へ繋げられる契機の場とする。

Ⅱ.実施計画

１．利用者サービスの向上

（1）介護現場に即した講義の実施

高齢者福祉施設、養成校等で働く現役職員を講師に据え、介護職の魅力をより伝え

られるように、テキストのみならず、実際の事例、経験談を交えた現場ならではのリ

アルな講義内容を特色とする。就労後、学んだ内容と現場との間にギャップを感じる

ケースも想定されるため、上記講義内容により、スムーズに現場へと移行していける

ようにする。昨年度実績では、介護職員、介護補助職員、職業指導員、送迎ドライバ

ーなど様々なかたちで就労へと繋がっている。受講者に向けて、卒業生をゲストに招

き、就労後の状況について講話と意見交換の機会等を設ける。

（2）市内高齢者施設への就労支援

本事業に賛同する町田市内の高齢者施設求人情報を取りまとめ、修了者の就労先確

保、就労へ繋げることにより介護人材不足解消に寄与する。就労先確保に向けては、

事業所連絡会等に参加し本研修の周知を図ると同時に、各事業所と横の繋がりを持ち、

就労選択肢を広げられるよう努める。

・元気高齢者の福祉施設等での就労目標数：年間 20名

（3）就労支援と就労者へのフォローアップ

受講者に対しては、面談・市内高齢者施設見学会・合同面接会等を実施し就労に繋

がる環境を整える。また、今年度も受講クラスを単位としたグループづくりを促し、

資格取得後も同期生間の継続的な交流が持てるよう支援を行う。既就労者・就職希望

者に対しては個別の相談および就労（希望）先施設との調整を行い継続的にフォロー

する。これまでに卒業した方々へのサポートとしては、昨年度途中より実施した「悠々

いきいき同窓会」を定期開催する（年 3回）。会期を越えた交流機会を設けるととも
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に元気高齢者の働きやすい職場環境等について考える場としていく。

２．職員の質の向上

（1）研修講師

職員育成を目的に、講師要件を満たす者に出講依頼し、職員自身の学びの場として

成長促進を図る。講師役を通じ介護職の魅力を伝える発信力に磨きをかけ、自己啓発

にも繋がる機会とする。また、講義における準備から実施までの一連の過程が知識面・

技術面の振り返りや気づきとなり、自身のスキルアップと利用者サービス向上に繋が

ることも期待される。

（2）リーダー職の指導力向上

研修講師として指導力を養う機会を得て、介護現場においてもリーダーシップが発

揮されることにより、ご利用者様を支援するチーム全体の資質向上に繋げる。グラン

ハート悠々園オープンを見据え、講師経験がリーダー職としての成長と活躍の一助と

なることも期待される。

（3）修了生受入れにおける職員育成・職場定着

法人に就職した修了生に対し、ОＪＴを通じてシニア人材の効果的な活用方法を構

築し職場定着を図る。

３．地域連携、貢献

(1）元気高齢者の社会参加の促進

（ア）「悠々いきいき介護職員初任者研修（通所型）」を実施

・研修内容：介護分野に興味があり、資格取得後に市内の高齢者施設で就労を希望

する町田市在住の概ね 50歳以上の方を対象に、1回あたり定員 20名（書類・面接

選考により受講者決定）として、受講料無料で実施する（テキスト代は別途）。

・実施場所：・グランハート町田レンタルルームトマト

・グランハート悠々園 ・特別養護老人ホーム悠々園

・実施回数：全 2回（1回あたりの受講期間：約 2か月）

→ 実施時期：（第 1回）6月～ 7月、（第 2回）10月～11月予定

（イ）元気高齢者を福祉サービスの担い手、地域の担い手に

介護資格取得により高齢者施設等へ就労し、そこで元気高齢者自らが地域におけ

る役割を持てるようにする。元気高齢者がこれまでに培ってきた能力・経験を眠ら

せることなく、地域を活性化する存在として活躍し、地域社会との繋がりを持ち続

けられるようにする。
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［グランハート開設準備室］

Ⅰ.基本方針

平成 ��年 �月の開設に向け、職員採用、広報活動に努める。入所においては、申込

受付から受入に至るまでの準備に万全を尽くしつつ、� ヶ月間での満床計画を立てる。

採用においてはオープン施設の強みや立地を活かし、近隣団地を中心に採用活動を行っ

ていく。サービスにおいては特別養護老人ホーム悠々園（以下、悠々園）で培った ��

年間の経験を活かしつつ、ユニットケア理念と意義を全職員が理解することを目標とす

る。多職種が垣根を越えて協働し、法人理念である笑顔が絶えない施設運営に取り組む。

Ⅱ.実施計画

１．利用者サービスの向上

（�）入所申込対応、入所判定会議の開催

広報まちだ掲載後、入所申込書をもって受付を行い、相談員・ケアマネージャーを

中心に随時、対応する。竣工前から建物引き渡しの間は、建設会社に確認を取りなが

ら、ご要望があれば見学対応も行う。入所判定会議は毎月１回を基本としながら、適

宜開催し円滑な入所受入を行う。

→毎月 �回（判定会議）

（�）満床までの計画

当初から目標として掲げてきた開設後 �ヶ月での満床を目指すため、�ヶ月あたり

約 ��名のご利用者様を受け入れることとなる。申込者のうち緊急度の高い方を優先

的に受け入れつつ、お待ち頂くご利用者様、ご家族様が不安にならないよう入所に向

けて細やかな情報提供を行う。

→��月末満床

（�）居室の環境づくり

ユニットケアでは、施設の暮らしを在宅の延長として捉え、入所前の生活と入所後

の生活は連続したものとなるよう配慮することが求められる。そのため、居室は慣れ

親しんだ家具や身の回り品を持ち込んでいただき、ご利用者様にとって生活意欲が引

き出される環境でなければならない。居室担当の職員がご家族様の協力を得ながら、

各専門職と共に入所後 �ヶ月間を目途に環境整備を行う。

→入所後 �ヶ月

（�）施設サービス

平成 ��年介護報酬改定で導入評価されるロボットによる見守りシステム（眠りス

キャン）をすべての居室に整備する。夜勤者の巡回を減らし身体的疲労の軽減をしつ

つ、人手が不足しやすいユニット型でご利用者の安全を確保する。

介護記録システムは悠々園、グループホーム悠々園（以下、グループホーム）で実

績のあるタブレット端末を採用する。スマートフォンを活用しナースコール、介
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護記録、見守りシステムがひとつの端末で行える環境を整備する。

（�）食事提供（ナリコマ）

ご利用者様へ安心安全で楽しく喫食出来るよう食事提供を行う。施設給食で実績

のあるナリコマのセントラルキッチンで調理したクックチル方式を採用し、食の安

全性と味の標準化を図る。毎食ユニット毎で盛り付ける事により、食欲をそそる良

い香りがユニット内に漂う家庭的な雰囲気を作る。

（�）協力医療機関

協力医療機関は、グループホームの訪問診療で実績のある町田病院に協力を要請す

る。ご利用者様が必要に応じてスムーズに医療行為を受けられるよう、相互理解に

努める。

２．職員の質の向上

（�）開設前研修（計画）

�月～�月までの �ヶ月間をかけて、サービス提供の仕組みと今後の研修計画（理念、

介護技術）を策定する。�月からは具体的なクックチル方式の食事提供方法、入浴機器

の操作など、業者を講師に招き研修を実施する。

（�）開設後研修（実施、評価、改善）

開設後も引き続き策定した研修計画に沿うが、介護技術面は ���と形を変え実施する。

オープニング職員については都度、実践と評価を繰り返しながら、業務における振り返

りを行うため、�ヶ月に１回は業務改善会議を開催し見直しを図る。

→通年、毎月 �回（�月以降）

３．地域連携

（�）地域交流スペースの活用

施設の �階にある地域交流型防災拠点スペースは、近隣住民や自主活動グループ等に

積極的に開放していけるような仕組みづくりを目指す。地域住民の方に足を運んでもら

いながら、施設が地域に受け入れられるきっかけ作りの場とする。

（�）ヤクルト保育所との関係づくり

同一敷地内のグランハートヤクルト保育ルームでは、�歳児から �歳児の児童保育を行

っている。職員の子育て支援の一環として保育ルームとの連携を行う。

（�）自治会、町内会

自治会、町内会の行事に積極的に参加する。行事への参加と地域交流スペースの周知

に努めながら、相互協力の関係を構築していく。
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別表 � 事業別目標稼働率／件数

事業名 定 員 目標稼働率／件数 目標延べ利用者数

特別養護老人ホーム ��名 ��％ ������名

短期入所施設 ��名 ��％ �����名

デイサービスセンター※� ��名 平均 ��名 ������名

居宅介護支援事業所 ※� ��件 月平均 ��件 �����件

ヘルパーステーション ���名 １日訪問 ��件 ������件

ケアフルクラブ ※� �単位 ��名 �単位 ��名 �����名

グループホーム ��名 ��％ �����名

グループホームⅡ ��名 ��％ �����名

訪問看護ステーション 上限なし １日訪問７件 �����件

あんしんハウス 上限なし ��件 ��件

介護職員初任者研修事業 ��名 ��名（�期、�期） ��名（�期、�期）

※� 大規模事業所Ⅰ（月平均 ���～���名以内の場合に適用）にて稼働率計算

※� 定員、目標件数はケアマネジャー�名あたりの数値、延べ件数は７名配置で算定

※� �日 �単位（�クラス）で運営予定

別表 � 教育機関別実習生受入れ予定

教育機関名 実習生受入れ事業／人数

大妻女子大学 特養：４名、デイ：２名、居宅：１名

桜美林大学 居宅：１名

東京家政学院大学 居宅：１名

町田福祉保育専門学校 特養：６名、デイ：２名、ヘルパー：４名

ＧＨ・ＧＨⅡ：２名

東京都立野津田高等学校 デイ：４名

町田市中学校 職業体験 未定、適宜受け入れ

上智社会福祉専門学校 ＧＨ・ＧＨⅡ：２名

［表記］特養：特別養護老人ホーム・短期入所

デイ：デイサービス

ヘルパー：ヘルパーステーション

ＧＨ・ＧＨⅡ：グループホームⅠ・Ⅱ

居宅：居宅介護支援事業所 ※介護支援専門員実習 適宜受け入れ



(1)

(2)

(3)

(4)

連絡調整

連絡調整

推進会議 推進会議 推進会議 推進会議

連絡調整

連絡調整

町トレ等

連絡調整

連絡調整

連絡調整

推進会議 推進会議 推進会議 推進会議 推進会議 推進会議

連絡調整

開催 準備 準備 開催 準備 開催 準備 開催 準備

開催・参加

準備

行政やＤカフェ連絡会での検討・実施・サポーターの参加体制の構築（行政担当者との連携を要す）

準備 開催

実績

実績

（4）

①

当初
・これまでの圏域合
同ケア会議機能と主
任ＣＭ協議会、専門
職団体との役割・機
能分化、地域の傾
向・課題分析

・会議や研修の開催
（年1回程度）
・推進会議(隔月開催）

②

当初
・既に鶴1で実施して
いるケアマネカフェを
実施し、圏域単位で
ケアマネジメントの質
をカバーする

・隔月1回開催

実績

実績

準備と実施（各店舗の営業に支障がないよう開催時期・時間等は配慮。複数企業体とのネットワーク構築という先駆けの試みにつき、行政担当者のサポートを要す）

（3）

①

当初 ・平均1名の認知症
サポーター養成講座
修了者が参加

・少なくとも年間、１2人
参加

②

当初
駅前周辺の喫茶店
数店と懇談会を実施

・最低1回

実績

（2）

①

当初 ・当該地区　・関係機
関との会議開催（参
加）

月1回程度

②

当初
・町トレ等の実施と自
主化支援

対象地域で開催できた

実績

自主化支援

実績

実績

推進会議（9.11月）、圏域型9～11月内で１回

実施・参加（団地センター商店会定例会・ＵＲ生活支援アドバイザーとの意見交換、団地（3自治会）との会合等への出席、開催等

（1）

①

当初
・会合の実施と参加
回数

月1回程度

②

当初 ・推進会議（企画運
営部会）の開催
・圏域型合同形式

・推進（年6回）
・圏域型（年1回）

事業計画 評価

事業
計画

指標
目標値 2018年度事業計画スケジュール

自己評価 最終評価
補足説明欄

（自己評価の理由）年度末に
おける成果

１０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

既存の圏域合同地域ケア会議企画運営部会と圏域内の専門職団体との役割・機能分化を検討する

重点取組 町プロや推進会議を通じた圏域単位での連携強化 鶴1支援センターで既に実施している、ケアマネカフェ（事例検討、意見交換、独人ケアマネフォロー等）を鶴1と交互に開催。

5 6

自主グループの少ない、三輪町での介護予防の場づくり（町トレ等）。地域の声を拾い、教室を活用とした自主活動グループづくり、多世代交流の
場づくりを行う

(３)

実施方針 認知症の人にやさしい地域づくりの推進 認知症サポーター養成講座修了後の活動の場提供、情報提供等、介護予防サポーターのような全市的なスキームづくりには時間がかかりそう
なことろから、認知症サポーター養成講座狩猟者の介護予防サポーターがＤカフェに継続参加ができる体制を構築する。

重点取組 認知症の人やその家族の居場所づくり 駅前を中心とした喫茶店数店とＤカフェ開催を目標とした、懇談の場（既存のＤカフェ交える等の意見交換会）を実施する。

4

2018年度取組内容

（地域の状況を把握した
上で作成）

団地地域へのブランチセンター移転に伴う、関係性強化・課題抽出等のための、町内会・自治会、商店、ＵＲ、地区協議会等との会合の実施と参
加

重点取組 高齢者見守りネットワークの普及と地域ケア会議の明確化と内容の充実 地域包括ケア推進会議（圏域合同地域ケア会議企画運営部会）による課題抽出、地区協議会等と連動したソーシャルサポートネットワーク構築

実施方針 地域の支え合いと介護予防の推進 団地地域の買い物支援体制構築のため、対象地域である鶴川６丁目団地自治会を中心とした支えあい連絡会の創出を目的とした会議を開催
（参加）

重点取組

3

2018年度
市の事業実
施方針とそ
れに基づく
具体的な取
組目標

(１)

実施方針 地域ネットワークの充実

(２)

地域支えあい連絡会の開催と地域における介護予防の場づくり

(４)

実施方針 在宅療養を支える医療・介護の連携

2018年度　町田市鶴川第2高齢者支援センター事業計画書(兼評価表)

1
2017年度
重点目標

あんしん相談室と高齢者支援センター再編による市民サービスの向上

2 2018年度に向けての課題
地区協議会等の様々な社会資源との連携・協働による地域包括ケアシステムの創造（共生社会づくり）

連携・協働体制の推進のため、圏域型地域ケア会議企画運営部会内にワーキングチームを設置

認知症サポーター養成講座修了者等、地域の多様な人材がＤカフェに関わることができる

ケア会議【����月の間で�回）





１．第７期介護保険事業計画
   町田市では、２０１８年度から２０２０年度までを計画期間とする第７期介護保険事業計画を現在策定しているところである。
本計画では、第６期計画までの期間で取り組んできた地域包括ケアシステムを深化・推進させ、高齢者が住み慣れた地域でいつまでも安心
して暮らし続けることができるよう、以下の施策を示している。

�

（１）高齢者支援センターの機能の充実

（２）地域ネットワークづくりの強化

（１）医療・介護連携の推進（１）認知症の人やその家族の視点を重視した取組の推進

（２）認知症早期対応・受診の支援の充実

（１）介護予防・生活支援サービスの創出

（２）自立支援・重度化予防に向けた取組

（３）地域における介護予防の場づくり

����

現状（����年度実施方針に基づく取組の進捗状況）

・地域の高齢者総合相談窓口としての利便性向上のため、

あんしん相談室をブランチ型高齢者支援センターへ移行した。

・圏域型地域ケア会議の開催を通じて、支援センター間の情

報共有や関係機関のネットワークづくりを進めるとともに、地

域課題について検討を行った。

・『町田市地域ケア会議ガイドライン』を作成した。

・地域の状況に応じて継続可能なネットワーク構築のため、

「見守り支援ネットワークマニュアル」を改訂した。

・「町田を元気にするトレーニング（町トレ）をはじめとした、地

域で介護予防に取り組むグループ作りと継続支援を実施。

・介護予防サポーターとの連携による事業の企画・実施。

・「地域支え合い連絡会」の開催等を通じた、地域ニーズや課

題の把握。

・医療介護連携をテーマとした地域ケア会議の開催を通じて、

医療関係者との連携体制づくりを進めた。

・「町田・安心して暮らせるまちづくりプロジェクト」を通じて在

宅医療介護に関わる多職種の連携に取り組んだ。

・退院支援に関する検討を開始した。

認知症相談事業を定期的に運営し、認知症の早期対応・受

診の支援に取組んだ。

・まちづくりワークショップを通じて、「認知症の人にやさしいま

ちまちだビジョン」を作成した。

・認知症カフェ（�カフェ）を企業と連携し、認知症の人同士が

つながる場づくりを開催した。また、日常の場所で継続的に

開催した。

����

課題

・ブランチ型高齢者支援センターを配置した効果の検証を行い、

総合相談窓口の機能をより充実させていく必要がある。

・「地域ケア会議ガイドライン」に基づく地域ケア会議の開催を通

じて、地域課題の抽出、解決に取り組む必要がある。

・地域特性に応じた各高齢者支援センター独自の取組を事業

評価に反映する仕組みが不十分

・利用者視点に基づく評価を検討する必要がある。

・地域の状況に応じた見守りネットワークを拡充する必要がある。

・町トレ実施グループ数が急増しており、継続可能な支援方法

を検討する必要がある。

・地域で把握されたニーズや課題の解決に向けた取り組みを進

める必要がある。

・総合事業に開始に伴い、創出したサービスを活用した自立支

援型のケアマネジメントの実施が必要である。

・地域における医療関係者とのネットワークを一層拡充する必

要がある。

・在宅医療・介護連携の取組について、市民への周知が不十分

・退院時における医療・介護連携の仕組みづくりを一層推進す

る必要がある。

・認知症サポーター養成講座終了者の人材を活用したサポート

体制を検討することが必要である。

・認知症早期対応・受診にむけた対象者抽出について検討を行

い、支援体制の充実をはかる必要がある。

・「認知症にやさしいまちまちだビジョン」の普及啓発の具体的

な方法を検討する必要がある。

・認知症カフェ（�カフェ）がより身近な場所で開催出来るように

拡充していく必要がある。

資料９



　地域包括支援センター運営事業においては、第７期介護保険事業計画における基本施策のうち、支援センターが直接関わる
次の１から４の事項を最優先して事業を展開する。

　事業評価、地域ケア会議、見守り支援ネットワークの拡充を通じて高齢者支援センターの機能の充実を図る。

地域介護予防推進員・生活支援コーディ―ネーターを中心に、高齢者の介護予防と日常生活支援体制の整備を進める。

　認知症分野を通じて、医療・介護、地域の連携を統合的に進めていく。

「町田安心して暮らせるまちづくりプロジェクト」を中心に、「在宅医療･介護連携推進事業」の８つの取り組みを順次実施する。

�

・地域の特性に応じた高齢者支援センター独自の取組を事業評価に反映させる仕組みを構築する。

・利用者視点に基づく評価について検討を進める。

・ブランチ型支援センターの評価・検証に基づき、地域の高齢者総合相談窓口機能の充実を図る。

・地域ケア会議をより効果的に開催するため、『町田市地域ケア会議ガイドライン』の見直しを続ける。

・高齢者支援センターが、ガイドラインに沿った地域ケア会議を適正に運営できるよう支援する。

・市レベルの課題が抽出された際は、市地域ケア会議にて検討し、必要に応じて市の事業に反映させる。

・ネットワーク拡充のために、市全域における普及啓発に取り組む。

・「見守りネットワークまちだ」協力事業者の拡充を図る。

�

・全域・地域生活支援コーディネーターの活動支援と、関係機関・庁内関係部署との連絡調整を行う。

・関係機関と協働でモデル事業を実施し、総合事業で目指す介護予防について主体的に考え、実行する。

・地域介護予防推進員への支援と、介護予防の場づくりに関わるリハビリテーション専門職の全体調整を行う。

�

・認知症の人にやさしい地域を構成する様々なセクターが参加するまちづくりワークショップを定期的に開催するなどの

市民への普及啓発に取り組む。

・認知症カフェ（�カフェ）の拡充を図る。

・サポーター活用の体制整備を進める。

・三師会（医師会・歯科医師会・薬剤師会）との協力連携体制の構築をしていく。

・一般の方に対して認知症の理解を深めるための普及を進めていく。

・市主催で����研修会を開催し、認知症に関わる高齢者支援センター職員の誰もが認知症の理解を深めアセスメン

トする方法を学び認知症の早期から対応が出来るように支援する。

�

・医師会、歯科医師会、薬剤師会に対し、地域ケア会議への参加等を通じた連携の働きかけを行う。

・退院時における医療介護連携の仕組みづくりを進める。

・医療介護連携の取組みについての市民に対する周知・啓発を行う。



�

・実施した取組について適切に自己評価を行うとともに、事業評価で明らかになった課題を事業計画に反映させて、

地域の特性に応じた取組を一層進める。

・ガイドラインに沿って効果的に地域ケア会議を開催し、地域ケア個別会議を通じた地域課題の抽出、及び地域包括

ケア推進会議を通じた課題の解決に取り組む。

・地区協議会、自治会町内会、各種自主グループ等に対し、普及啓発講座の開催や相談支援を行うことにより、地域の

状況に応じた継続可能な見守り支援ネットワークを構築する。また、既存のネットワークに対して活動継続の支援を行

う。

�

・地域支え合い連絡会の開催を行い、介護予防・生活支援に関する地域の社会資源やニーズの把握と、地域課題

の解決に向けた取り組みを行う。

・市や他職種と協働でモデル事業を実施し、介護予防・自立支援に資するケアマネジメントについてセンター全体で

取り組む。

・介護予防の普及啓発を行うとともに、「町トレ」をはじめとした、介護予防の場の立ち上げと活動の継続を支援する。

�

・認知症の人にやさしい地域の構成員として、地域への情報発信、ワークショップへの集客促進等を行う。

・認知症に関する講習会（市主催の����研修会や認知症地域支援推進員研修会等）を受講して認知症に関する

知識を高める。

・認知症の方に対する相談に適切に対応する。

・早期に対応が必要な認知症の方の掘り起しを進め、初期集中支援チームの活用等により医療機関への支援に

繋げていく。

�

・地域ケア会議を通じた医療関係者との連携体制構築を一層推進する。

・退院時における医療介護連携の仕組みづくりを進める。

・担当地域における医療介護の資源を把握する。


