
2022年度 事業計画 

 

２０２2年度 社会福祉法人愛光園 事業計画 基本方針・重点目標 

 

【基本方針】 

 ２０２０年１２月に明らかになった事件への真摯な反省のもとに信頼回復に努めます。ご利

用者・ご家族・職員・地域の方の誰もが尊厳を守られ、日々の生活を主体者として過ごせる

よう、その思いを汲みつつ、その人に寄り添っていきます。 

私たち社会福祉法人愛光園は、時代と地域の求めに応え、変わらない理念を全うするた

めに変化と進化をいとわずに「共に生きる」実践と運動を推し進めます。  

 

 

【重点実施事項】 

1. 社会福祉法人としての責務 

（１）権利擁護の意識を高め、小さな気づきを良い支援につなげるよう、お互いに切磋

琢磨し向上できる風土を醸成します。 

・職場巡回等により進捗管理をすすめ PDCAを回す。 

・虐待防止委員会・虐待防止推進会議の活動を広く展開し浸透させる。 

・身体拘束の廃止と適正化に向けた取り組みを推進する。 

 

（２）組織体制の透明性をたかめ、社会福祉法人に求められるガバナンス(企業統治)

を向上し風通しの良い運営を行います。 

・コンプライアンス（倫理法令順守）に関する自己評価・内部監査の仕組みを作る。 

・職員面談の回数を増やし（全職員年2回以上）コミュニケーション円滑化を図る。 

・法人内外に向けた情報発信に機関紙・SNSを活用する。 

 

   (3)次期中期経営計画（2023～2025年度）の策定をすすめます。 

 ・当年度まで 3か年の中期計画を総括し、新たな展開の方向性を定める。 

 

2. 地域生活支援 

（１）地域生活支援の体制強化を図り、一層の信頼回復に努めます。 

・りんく・もくせいの家・地域居住サポートセンターで環境の変化や加齢に伴う変化

に対応した支援体制を構築するために事業部・グループ内の連携を強化する。 

 

(2)介護・支援が必要になっても、住み慣れた地域で社会の一員として生活し続けられ

るように、必要な感染対策を施しながら途切れぬようサポートを継続します。 

・スタンダードプリコーション（標準予防策）の周知徹底をすすめる。 

・感染症の発生状況に臨機応変に対応し支援体制・サービス提供体制を継続する。 
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3. 変化する多様なニーズへの対応 

（１）新しい生活様式のもと変化する環境とご利用者の状態に合わせて、事業の再編と

統合による見直しをすすめます。 

・既存の拠点と事業種別に囚われない合理的な運営体制を構築する。 

（２）地域のニーズに応分の貢献が円滑に行えるよう、関係機関と連携しつつ体制の構

築を整えます。 

・「地域共生社会」の実現に向け重層的支援体制整備事業に構築に参画する。 

・行政や公的機関、他法人と歩調を合わせて地域貢献と事業運営をすすめる。 

 

4. 人財の確保育成 

（１）社会全体の経済活動が変化するなかにあっても必要な人財の確保をすすめます。 

・多様な媒体を活用した情報の発信と採用活動をきめ細やかに行う。 

・ケース検討を通じた学びの機会、読書会等での意識啓発の場を設ける。 

 

（２）時代に対応した新たな人事システムを導入し、育成システム、労働環境の整備を

行います。 

・２０２3 年度（令和５年度）からの本格導入を見据えて、給与体系を含めた新人事

システムの細部設計をすすめつつ内容の周知を図る。 

・人事異動を計画的に行う。 

 

5. 施設設備の整備・更新 

（１）施設に求める機能を再確認して建物設備の計画的な修繕を行っていきます。ご利

用者にとっても職員にとっても、よりよい環境を整えていきます。 

・建物設備の保守・修繕計画の見直しを図りつつ、優先順位を明確化する。 

 

 

【年度目標】 

 

当期資金収支差額 △33,107,000円 

当期活動増減差額 △6,602,000円 
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部

　

外国人財

企

画

総

務

部

総務

人事労務・研修・採用

請求・財務・会計・修繕

企画

グループ 事業,事業所

法　人　本　部

食事サービスセンター

身
体
障
が
い
福
祉
事
業
部

身
体
障
が
い
支
援
グ
ル
ー

プ

ひかりのさとのぞみの家
生活介護事業

施設入所支援事業
短期入所事業

障がい者活動センター愛光園 生活介護事業

りんく

共同生活援助事業
おあしす・仲間の家・わいわいハウス・くらら・おれんち

居宅介護等事業
地域生活支援事業（移動支援）

評議
員会

施設入所支援事業

短期入所事業

知
的
障
が
い
福
祉
事
業
部

知
的
障
が
い
支
援
グ
ル
ー

プ

日中一時支援事業

地域居住サポートセンター

共同生活援助事業

理事会

おがわ・森岡・藤江・たつみ

まどか

生活介護事業

すみれ・ひまわり・みずき
東仙台・川口・江端・白沢
地域生活支援事業(福祉ホーム)びわの木

あったか生活支援センター なないろの家1.2

阿久比町立もちの木園
生活介護事業
就労継続支援B型

ひかりのさとファーム
生活介護事業

理
事
長

就労継続支援B型
日中一時支援事業

就職トレーニングセンター
就労移行支援事業

就労定着支援事業

療
育
相
談
グ
ル
ー

プ

レスパイトサービス
放課後等デイサービス事業

ワーク 障害者就業・生活支援センター事業

阿久比町障害者相談支援センター

らいふ 障害児等療育支援事業

知多地域障害者生活支援セン
ターらいふ

居宅介護等事業
地域生活支援事業（移動支援）

委託相談支援事業

ひがしうら相談支援センター
委託相談支援事業

らいふ 指定相談支援事業

大府市発達支援センター
おひさま

児童発達支援事業
保育所等訪問支援事業

早期療育事業

高
齢
福
祉
事
業
部

入
所
支
援

グ
ル
ー

プ

介護老人保健施設　相生

介護老人保健施設

短期入所療養介護事業

相談室

短期入所（障害者自立支援法）事業

高齢者
通所事業

相生通所リハビリテーション
通所リハビリテーション事業

相生指定居宅介護支援事業所 居宅介護支援事業

こぶし
老人デイサービスセンター事業

在
宅
支
援

グ
ル
ー

プ

相生ヘルパーステーション 訪問介護事業

もくせいの家 認知症対応型老人共同生活援助事業



 ２０２２年度年間予定

曜日 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

月 1 運営会議①

火 2 高齢事業部幹部会 1 高齢事業部幹部会

水 1 3 2 1 1

木 2 理事会 4 経営会議 1 理事会 3 ひかりのさと地域交流会 1 理事会 2 経営会議 2 理事会

金 1 3 1 5 2 4 2 3 3

土 2 4 2 6 3 1 5 3 4 4

日 3 1 5 3 7 4 2 6 4 1 5 5

月 4 運営会議① 2 運営会議① 6

入職者研修
アンガーマネジメント研修
防災委員会
運営会議①

4
防災委員会
運営会議①

8
入職者研修
アンガーマネジメント研修

5 運営会議① 3 運営会議① 7

入職者研修
アンガーマネジメント研修
防災委員会
運営会議①

5
誓いの日
運営会議①

2 6
配属先通知
防災委員会
運営会議①

6
入職者研修
アンガーマネジメント研修
運営会議①

火 5 高齢事業部幹部会 3 7 高齢事業部幹部会 5 高齢事業部幹部会 9 虐待防止推進会議 6 高齢事業部幹部会 4 高齢事業部幹部会 8 看護連携会議 6
入職者研修
アンガーマネジメント研修
高齢事業部幹部会

3 7 高齢事業部幹部会 7 高齢事業部幹部会

水 6 4 8 しゃべり場 6 リクルーター会議 10
しゃべり場
職場巡回

7 5 実践発表実行委員会（プレ発表） 9 しゃべり場 7 4 8
しゃべり場
リクルーター会議

8
しゃべり場
入職2年目研修

木 7 経営会議 5 9 経営会議 7 経営会議 11 8 経営会議 6 経営会議 10 経営会議 8 経営会議 5 経営会議 9 経営会議 9
経営会議
苦情解決第三者委員会

金 8 食事サービス会議 6 10 食事サービス会議 8
サビ管等会議
食事サービス会議

12 食事サービス会議 9
サビ管等会議
食事サービス会議

7 11
サビ管等会議
食事サービス会議

9 食事サービス会議 6 10 食事サービス会議 10
サビ管等会議
食事サービス会議

土 9 7 11 9 13 10 8 12 10 7 11 実践発表会 11

日 10 8 12 10 14 11 9 13 11 8 12 12

月 11 9 実践発表実行委員会 13 実践発表実行委員会 11
入職者研修
アンガーマネジメント研修
実践発表実行委員会

15 12 実践発表実行委員会 10 14 実践発表実行委員会 12 実践発表実行委員会 9
防災委員会
運営会議①

13
入職者研修
アンガーマネジメント研修
入職3年目研修

13 実践発表実行委員会

火 12 虐待防止推進会議 10

入職者研修
アンガーマネジメント研修
看護連携会議
高齢事業部幹部会

14 虐待防止推進会議 12 看護連携会議 16 13
入職者研修
アンガーマネジメント研修
看護連携会議

11
入職者研修
アンガーマネジメント研修
虐待防止推進会議

15 木鶏会 13 虐待防止推進会議 10

入職者研修
アンガーマネジメント研修
看護連携会議
高齢事業部幹部会

14 虐待防止推進会議 14
看護連携会議
木鶏会

水 13
しゃべり場
メンター研修（メンターフォロー）

11
しゃべり場
新人研修（東海ホケン）

15
職場巡回
新人研修（メンティーフォロー）

13 しゃべり場 17 14
しゃべり場
入職3年目研修

12 しゃべり場 16 職場巡回 14
しゃべり場
評議員会

11 しゃべり場 15
職場巡回
メンター研修（メンターフォロー）

15
職場巡回
メンター研修（新メンター研修）

木 14 経営会議 12 経営会議 16
経営会議
リーダー研修

14 経営会議 18
経営会議
理事懇談会
リーダー研修

15
経営会議
リーダー研修

13 経営会議 17
経営会議
理事懇談会
リーダー研修

15
経営会議
リーダー研修

12 経営会議 16
経営会議
理事懇談会
リーダー研修

16
経営会議
リーダー研修

金 15 障がい事業部会議 13
サビ管等会議
食事サービス会議

17 障がい事業部会議 15 障がい事業部会議 19 障がい事業部会議 16 障がい事業部会議 14 食事サービス会議 18 障がい事業部会議 16
賞与支給日
障がい事業部会議

13
サビ管等会議
食事サービス会議

17 障がい事業部会議 17
賞与支給日
障がい事業部会議

土 16 14 18 16 20 17 15 19 17 14 18 18

日 17 15 19 17 21 18 16 20 18 15 19 19

月 18 運営会議② 16
ひかりのさと地域交流委員会
運営会議②

20
ひかりのさと地域交流委員会
運営会議②

18
人事システム検討会
運営会議②

22
ひかりのさと地域交流委員会
運営会議②

19 運営会議② 17
ひかりのさと地域交流委員会
運営会議②

21 運営会議② 19
ひかりのさと地域交流委員会
メンター面談A
運営会議②

16
実践発表実行委員会
運営会議②

20 運営会議② 20
メンター面談A
運営会議②

火 19 木鶏会 17 木鶏会 21 木鶏会 19 木鶏会 23 木鶏会 20 木鶏会 18
入職2年目研修
木鶏会

22 20
メンター面談B
木鶏会

17 木鶏会 21
新人研修（振り返り）
木鶏会

21

水 20
職場巡回
リクルーター会議

18 職場巡回 22 メンター研修（メンターフォロー） 20 職場巡回 24 21 職場巡回 19 職場巡回 23 21
職場巡回
メンター面談C

18 職場巡回 22 メンター面談A 22
新任研修
メンター面談B

木 21
経営会議
理事懇談会
リーダー研修

19
経営会議
理事懇談会
リーダー研修

23
しゃべり場
経営会議

21
経営会議
理事懇談会
リーダー研修

25
しゃべり場
経営小委員会

22
しゃべり場
経営会議

20
経営会議
理事懇談会
リーダー研修

24
しゃべり場
経営小委員会

22
しゃべり場
経営小委員会
メンター面談D

19
経営会議
理事懇談会
リーダー研修

23
しゃべり場
経営小委員会

23

しゃべり場
経営会議
評議員会
メンター面談C

金 22 メンター面談A 20 障がい事業部会議 24
評議員会
賞与支給日

22 26 メンター面談A 23 21 障がい事業部会議 25
メンター面談A
運営協議会

23 20 障がい事業部会議 24 メンター面談B 24 メンター面談D

土 23 21 25 23 27 24 22 26 24 21 25 25

日 24 22 26 24 28 25 23 27 25 22 26 26

月 25
メンター面談B
人事システム検討会

23 人事システム検討会 27
人事システム検討会
メンター面談A

25 ひかりのさと地域交流委員会 29
人事システム検討会
メンター面談B

26
ひかりのさと地域交流委員会
メンター面談A

24 メンター面談A 28 メンター面談B 26 23 運営会議③ 27 メンター面談C 27 新入職員研修会（2023）

火 26 メンター面談C 24 広報担当者会議 28 メンター面談B 26 メンター面談A 30
考課者研修
メンター面談C

27 メンター研修（メンターフォロー） 25
広報担当者会議
新人研修（コミュニケーション）

29 メンター面談C 27 24 28 メンター面談D 28
新入職員研修会（2023）

水 27 メンター面談D 25 29 メンター面談C 27 メンター面談B 31 メンター面談D 28
リクルーター会議
メンター面談B

26 メンター面談B 30 メンター面談D 28 25 メンター面談A 29
新入職員研修会（2023）

木 28
しゃべり場
経営小委員会

26
しゃべり場
経営小委員会
メンター面談A

30
経営小委員会
メンター面談D

28
しゃべり場
経営小委員会
メンター面談C

29
経営小委員会
メンター面談C

27
しゃべり場
経営小委員会
メンター面談C

29 26
しゃべり場
経営小委員会
メンター面談B

30
新入職員研修会（2023）
経営小委員会

金 29 27 メンター面談B 29 メンター面談D 30 メンター面談D 28 メンター面談D 30 27 メンター面談C 31

土 30 28 30 29 31 28

日 29 31 30 29

月 30 メンター面談C 31 30 各事業所で虐待防止委員会

火 31 メンター面談D 31 メンター面談D



2022年度会議
会議名 内容 日程 会場 主催者 メンバー 備考

理事会 経営上の重要事項決定、承認　理事の監督 6/2  　9/1   12/1 　 3/2 　10時00分～ 相生 理事長 3か月に1度　基本は第1木曜日

評議員会 理事会の監督 6/24（金）12/14（水）  3/23（木)　 14時00分～相生 理事長

運営協議会 地域のニーズ傾聴 11月25日（金）　14時～ 理事長 年1回　11月に開催

理事懇談会 理事との意見交換・協議 第３木曜　10時～12時 理事長 外部理事・理事長・部長・グループ長 6月・9月・12月3月はなし

経営会議 経営上の課題検討 毎週木曜　8時30分～10時30分
　最終木は経営小委員会）

応接室 理事長 理事長・部長・グループ長 第3木曜は　～10：00　5月第1・8月第2・11月第1・12月第5は休み

運営会議① 運営上の課題を協議 第1月曜　17時～19時 相生 理事長 理事長・部長・事業所長 1月は第2

運営会議②
運営上の課題・各事業所の状況確認・安全管理
・障がい者雇用

第３月曜：17時～19時 相生 理事長 理事長・部長・事業所長 8月は第4月曜　1月は第4もあり

障がい事業部会議 障害事業部の課題検討 第３金曜　9時30分～12時 応接室 部長 障がい福祉事業部管理者 9：30～11：00はグループ別会議

高齢事業部幹部会 高齢事業部の課題検討 第１火曜　17時～18時30分 相生 部長 高齢福祉事業部職長以上 5月・1月は第2火曜

経営小委員会 執行状況の確認、対策の確認 最終木曜　 応接室 部長 事業所長 障害14:00～、高齢10:00～、　12月は第4木曜

職場巡回 管理項目・事業所での実施状況などの視察・職員の意見聴取 第３水曜　9時～12時 応接室 事業所は4カ月に１回　8月は第2

虐待防止推進会議

法人の人材育成を目的とした虐待防止の仕組みやマニュ
アルの作成の共有、事例の積み上げ、事業所セルフチェッ
クの集計、チェック機能（芽を摘む）とそこから見える課題の
洗い出す。

偶数月の第２火曜日　13時30分～15時
30分

相生 東千恵子 虐待防止マネジャー アドバイザー今井さん

苦情解決第三者委員会 苦情の状況 2023年3月9日　14時～16時 意見要望解決責任者

サビ管等会議 個別支援計画のレベルアップ 奇数月第２金曜　10時～11時30分 応接室 清水晶 サービス管理責任者

広報担当者会議 愛光園便り発行・要覧・法人ＨＰ・SNS運営
5月24日（火）14時から15時30分
10月25日（火）14時～15字30分

のぞみ 日髙啓治 各事業所に担当者を設定　年2回担当者会議

人事システム検討会 人事システムの検討
月1回
第４月曜日　14時～15時30分

応接室
日高啓治　湯浅修治
桑山利和　皿井常之

7月は第3月曜　8月は第5月曜　8月まで

看護連携会議
１．権利擁護や虐待防止について医学的観点から意見交
換・情報交換を行う。
2．法人内看護職の協力連携体制を構築する。

奇数月第２火曜　13時30分～15時 のぞみ 倉科由加子 看護職

食事ｻｰﾋﾞｽ会議 食事内容の評価・改善 第２金曜　16時～17時30分 のぞみ 倉科由加子

リーダー研修 各事業所の情報共有と問題・課題解決に向けた意見交換 第３木曜　14時～15時30分 相生 松澤賢治 各事業所主任・リーダー オブザーバー廣瀬治代

アンガーマネジメント研修 新入職者及び2021年度未受講者 入職時研修後　10時30分～12時 のぞみ

木鶏会 第３火曜　17時30分～ 相生 杉浦修崇 相生主任以上、障がい事業所長 オブザーバー青山誠　　8月は第4火曜　3月は第2火曜

しゃべり場 廣瀬さんと何でも話せる 第２水曜と第４木曜10：30～16：30 そよ風 廣瀬治代 月2回

委員会名 内容 日程 会場 委員長 オブザーバー 備考

実践発表実行委員会 実践発表会の企画運営 第２月曜　14時～15時30分 相生 辻孝志 青山誠
4月・8月は休み　発表会2/11（土）
10月は第1水曜日でプレ発表
1月は第3月曜

ひかりのさと地域交流委員会 地域交流の企画運営 第３月曜　14時～15時30分 松澤賢治 倉科由加子・日髙啓治 4月・1月以降は休み　7月・8月・9月は第4

防災委員会 防災訓練・地域連携の検討 第１月曜　14時～15時30分 のぞみ 東悟 湯浅修治 6,7,11,1,2月　1月は第2

全部長



2022年度 事業計画 

２０２2年度  障がい者活動センター愛光園 事業計画 

 

【重点実施事項】 

1. 社会福祉法人としての責務 

(1)権利擁護の意識を高めていく取り組みをしていきます。 

  ・身体拘束適正化委員会を設置し、身体拘束に関する取り組みを推進していく。 

  ・虐待防止に関する取り組みを継続し、意識を高めていく。 

(2)災害対策に向けた取り組みを推進していきます。 

  ・感染症や地震等の災害に備えて事業所・身体障がいグループ内で BCP(事業継続

計画)の見直しをし、緊急時の協力体制を構築していく。 

2. 地域生活支援 

 (１)ご利用者一人ひとりの安心できる地域生活の実現に向けて取り組んでいきます。 

   ・ご利用者・ご家族のニーズを把握し、将来の生活の道筋を探っていく。 

   ・関係事業所と協力しながら、地域生活の移行を検討し進めていく。 

 (2)地域の方との相互理解に繋がる活動や情報発信を行っていきます。 

   ・コロナ感染状況を踏まえ地域交流に向けての方法を考え、実施していく。 

３． 変化する多様なニーズへの対応 

(1)ご利用者一人ひとりの様々な思いに合わせた活動の取り組みを実施していきます。 

  ・前年度末に聞き取りをした中で出された思いを具現化できるように取り組んでいく。 

(2)ご利用者・ご家族のニーズを把握した上で、今後の日中活動の在り方を検討していき

ます。 

  ・今までの考え方の日中活動とご利用者・ご家族のニーズを照らし合わせた上でのあ

り方を探っていく。 

4． 人財の確保育成 

 (1)「やりがいの持てる＝働きやすい職場環境」の実現に向けて取り組んでいきます。 

   ・面談を年 2回実施し、コミュニケーションの円滑化を図る。 

   ・業務の分担を明確にし、その遂行の仕方を見直し実施していく。 

 (2)支援の質の向上を図ります。 

   ・PTによる研修を定期的に実施していく。(5月：食事関係、10月：姿勢関係) 

   ・法人外研修に積極的に参加していく。 

   ・ケース会議を毎月実施していく。(毎月の月の誕生者を対象として取り上げる) 

   ・身体障がいグループ共通の研修を実施していく。 

5． 施設設備の整備・更新 

 (1)施設設備の修繕とメンテナンスを計画的に実施します。優先度を決めて実施。 

 

【年度目標】 

年間利用率 93.8% 

当期資金収支差額 △3,189,000円 

当期活動増減差額 △55,000円 

 



2022年度 事業計画 

２０２2年度  ひかりのさとのぞみの家 事業計画 

 

【重点実施事項】 

1. 社会福祉法人としての責務 

（１）権利擁護の意識を高めていく取り組みをします。 

・虐待防止委員会・身体拘束適正化委員会を年2回開催し、適切な支援について事業

所の意思統一を図る。 

・東浦町地域生活拠点の緊急時受け入れ施設としての機能を担う。 

（２）組織体制の透明性をたかめ、風通しの良い運営を目指します。 

・外部からの視点や声を積極的に取り入れ事業所運営に生かす。 

・東海市に新設される施設から職員実習を受け入れる。 

２．地域生活支援 

（１）Ｗｉｔｈコロナの活動を展開します。 

・Ｚｏｏｍ等の手法を活用し福祉実践教室等の新たな形を模索する。 

・感染対策を施した外出や活動を計画・実施する。 

 （２）災害対策に取り組みます。 

   ・感染症や地震等の災害に備えて事業所・身体障がいグループの BCP（事業継続計

画）を充実強化し、緊急時の協力体制を構築する。 

３．多様なニーズへの対応 

・「のぞみーティング」を毎月開催し、人生歴や障がい特性から本人理解を深める。 

４．人財の確保育成 

（１）チーム力を向上します。 

・職員会議内でグループワークを行い、事業所と職員の在りたい姿を目指しテーマを

決めて取り組む。 

・互いに認めあい高めあえる職場を目指し、ありがとうを伝え合い共有する。 

・身体障がいグループ共通の研修を企画・実施する。 

（２）職員個々の目標を応援します。 

・年 3 回の面談と必要時の SV（スーパーバイズ）により事業所のコミュニケーションを

円滑にする。 

５，施設設備の整備・更新 

・建物設備の保守・修繕計画の見直しを図りつつ、優先順位を明確化して取り組む。 

 

【年度目標】 

年間利用率 施設入所 97，5％ 生活介護 86％ 短期入所 100％ 

当期資金収支差額 20,663,000円 

当期活動増減差額 24,048,000円 

 



2022年度 事業計画 

２０２2年度  地域生活支援センターりんく 事業計画 

 

【重点実施事項】 

1. 社会福祉法人としての責務 

（１）権利擁護の意識を高めていく取り組みをします。 

・虐待防止委員会・身体拘束適正化委員会を年２回開催し、不適切な支援の防止、改

善に繋げていく。 

・虐待防止チェックリストを月１回実施していく。 

・クレドを活用するなどして権利擁護について学ぶ機会を月１回設けていく。 

（２）風通しの良い職場作りに努めます。 

・職員が相談できる場として、面談を年３回設定していく。 

・話しやすい、意見を出しやすい職場環境づくりを行っていく。 

・管理者によるホームの巡回を実施し、気づきを会議の中で共有していく。 

 （３）組織体制の透明性を高め、風通しの良い運営を目指します。 

   ・第三者評価を実施し、事業所運営に活かしていく。 

   ・法人内外に向けた情報発信を強化していく。 

   ・地域住民の方と交流する機会を設けていく。 

2. 地域生活支援 

（１） 安心・安全な暮らしが維持できるよう、新型コロナウイルス等感染防止対策の継続と、

災害の発生に備えて事業所・身体障がいグループ内で BCP（事業継続計画）を見直

し、緊急時の協力体制を構築していきます。 

3. 変化する多様なニーズへの対応 

（１） ご利用者の意思決定を反映させた個別支援計画を作成し、個別化した支援を行いま

す。 

（２） ご利用者・ご家族の高齢化等にも対応できるように関係機関との連携を強化すると

共に、事業所内においても支援体制を整えていきます。さらに ACP（人生会議）をも

とにした「これからノート」の準備をしていきます。 

４．人財の確保育成 

（１）支援技術の向上を図ります。 

  ・事業所内ケース検討を年４回実施していく。 

  ・身体障がいグループ共通の研修を企画・実施していく。 

  ・知的障がいの方への支援を学ぶため、事業所内で勉強会を実施していく。 

５． 施設設備の整備・更新 

（１）施設設備の修繕とメンテナンスを計画的に実施します。 

【年度目標】 

年間利用率 共同生活援助 75％ 定住者２名増 

居宅介護 400万円増 

当期資金収支差額 21,000円 

当期活動増減差額 △6,719,000円 

 



2022年度 事業計画 

２０２2年度  まどか事業所 事業計画 

 

【重点実施事項】 

1. 社会福祉法人としての責務 

（1）権利擁護に取り組みます。 

・虐待防止委員会・身体拘束適正化委員会の活動を年2回開催し、適切な支援につい

て事業所の意思統一を図る。 

・ヒヤリハットや事故の検証に努める。 

（2）災害対策の充実を図ります。 

・感染症の拡大や地震などの被災に備えて BCP（事業継続計画）の充実を図る。 

 （３）風通しの良い職場つくりに努めます。 

・年 3回の定期職員面談を実施し、コミュニケーションの円滑化を図る。 

2. 地域生活支援 

（1）地域移行支援を進めます。 

・ご利用者 2名のグループホームへの移行を進める。 

（2）その人らしい暮らしの実現に向けて取り組みます。 

・個別支援計画、意思形成支援・意思決定支援の充実を図る。 

・他事業所のサービスも活用し、ご利用者の個別活動の充実を図る。 

3. 変化する多様なニーズへの対応 

（1）利用ニーズに合わせて日中活動を再編します。 

（2）関係機関、他事業所と連携して地域の方の入所・短期入所等のご利用者のニーズに

専門性をもって応えます。また緊急性の高いニーズにも柔軟に対応していきます。 

4. 人財の確保育成 

（1）職員間の連携を強化し、支援技術の向上を図ります。 

・インシデントプロセス法によるケア会議を継続し、チーム支援の充実を図る。 

・自閉症支援やユマニチュードの技術を学び実践に生かす。 

・高齢化による身体機能の低下に伴い、介護技術の向上を図る。 

（２）相生木鶏会（月刊雑誌「致知」をテキストにした法人内勉強会）に参加し、人間学につい

て学びます。 

（３）知的障がいグループ内にて交換研修を実施します。 

5. 施設設備の整備・更新 

（1）現施設の将来に向けた活用を検討し、環境改善のための修繕を実施します。 

（2）記録の電子化を図ります。 

（3）まどかの将来構想の具体化に向けて検討します。 

 

【年度目標】 

年間平均利用者数 施設入所 30名  生活介護 36名  短期入所１名 

当期資金収支差額 27,202,000円 

当期活動増減差額 20,233,000円 

 



2022年度 事業計画 

２０２2年度  地域居住サポートセンター/あったか生活支援センター 事業計画 

 

【重点実施事項】 

1. 社会福祉法人としての責務 

（１）権利擁護の意識を高めます。 

・小さな気づきを良い支援につなげるために、ヒヤリはっと事例の情報収集に努め改善

につなげる。 

・管理者によるホームの巡回を実施し普段の困りごとを話す機会を設ける。 

（２）組織体制の透明性を高め、風通しの良い運営を目指します。 

・守るべき関係法令を明文化し、そのリスクについての理解を深める。 

・年間計画に基づく全職員面談を実施する。 

・法人内外に向けた情報発信を強化する。 

2. 地域生活支援 

（１）住み慣れた地域で暮らし続けられる仕組みを考えます。 

・関係機関との連携を強化する。 

・災害・感染症の BCP（事業継続計画）の作成し、有事に備える。 

 （２）新規利用希望者への情報発信と体験利用をすすめます。 

・利用希望がある方へのパンフレットを作成する。 

・日中活動先との連携し、体験利用からグループホームへの地域移行を進める。 

3. 変化する多様なニーズへの対応 

（１）重度高齢化への対応していく力を積み上げていきます。 

・高齢化に対応していくための知識の獲得と連携を強化する。 

・利用者の想定される変化について考える。 

・ACP（人生会議）をもとにした「これからノート」の準備し運用していく。 

4. 人財の確保育成 

（１）職員満足度を上げていく取り組みを継続的に実施します。 

（２）「事業所版世話人の手引き」を作成し、共通の理解をすすめます。 

（３）知的障がいグループ内での職員交換研修を実施します。 

5. 施設設備の整備・更新 

（１）設備の老朽化している箇所や必要な設備を計画的更新を行います。 

（2）各ホームのインターネット環境を整備し、活用します。 

 

【年度目標】 

グループホームへの地域移行 3名 

年間稼働率 居住サポート ８９％ あったか 82％ 

当期活動増減差額 △18,511,000円 

 



2022年度 事業計画 

２０２2年度 ひかりのさとファーム事業計画 

 

【重点実施事項】 

1. 社会福祉法人としての責務 

(１) 権利擁護の取り組みを継続し、風通しの良い職場であるよう努めます。 

・職員への研修・接遇チェック等を行う。 

・職員面談を年 3回実施し、コミュニケーションの円滑化を図る。 

(２) 虐待防止委員会・身体拘束適正化委員会を開催し、権利擁護に関わる取り組みを推進し

ます。 

(３) ご利用者が安心安全に活動できるよう、福祉サービスの質を向上します。 

・自己評価や第三者評価の結果から見えた課題の解決に取り組む。 

2. 地域生活支援 

(１) 施設外就労や外出活動を通して、ご利用者と地域との交流を促進します。 

(２) 自然災害や感染症への対策を検討し、ご利用者の日常生活が持続できるよう支援します。 

・自然災害・感染症 BCP(事業継続計画)の充実を図る。 

3. 変化する多様なニーズへの対応 

(１) ご利用者の意思決定を反映させた個別支援計画を作成し、個別化した支援を行います。 

(２) 生活介護においては、ご利用者の加齢に伴う変化に対応します。 

・認知症への対応や安全な施設環境の整備や個々の活動内容等の見直しを行う。 

(３) 就労継続支援 B型事業においては、目標工賃平均 2万 7千円の達成を目指します。 

・売上向上及び経費の節約に取り組む。 

4. 人財の確保育成 

(１) 事業所内研修を実施し、チーム支援や問題解決スキルの向上を図ります。 

・インシデントプロセス法を用いたケース検討を継続する。 

・権利擁護・障がい特性の理解・認知症等に関する研修を実施する。（年 10回） 

(２) 支援の質や事業のマネジメントを向上するため、外部研修へ職員を派遣します。 

(３) 事業所内の風通しを良くするため、部署間交換研修を実施します。 

(４) 知的障がいグループ内で交換研修を実施します。 

5. 施設設備の整備・更新 

(１) 休憩スペースやトイレ・手洗い場の増設等の修繕計画を立てます。 

(２) 経年劣化した物品・設備等を順次修繕・更新していきます。 

(３) 利用記録のデジタル化を検討します。 

【年間目標】 

年間利用率 100％ 

当期資金収支差額 1,382,000円 

当期活動増減差額 2,771,000円 

 



2022年度 事業計画 

2022年度 もちの木園事業計画 

 

【重点実施事項】 

１．社会福祉法人としての責務 

(1)権利擁護の意識を高めていく取り組みをします。 

 ・虐待防止及び身体拘束適正化委員会を年 2回開催し、より適切な支援となるよう努める。 

(2)風通しの良い文化・風土の構築に努めます。 

 ・家族会を年 8回以上開催して活動状況を共有すると同時に、意見しやすい雰囲気作りに努

める。 

 ・より多くの方々へ実践を理解してもらえるよう、SNSを活用した情報発信を継続する。 

(3)ご利用者の喜びや成長を通じて、職員自らも成長を感じられるよう相互エンパワメント力を

高め、「共に生きる」実践と運動を進めます。 

２．地域生活支援 

グループホームへの移行を後押しすると同時に、ご利用者が望まれる自立した生活を営めるよう

阿久比町の障害福祉計画に基づいた宿泊体験の機会を増やします。 

(1)法人内事業所との連携を強化し、ご利用者 2名がグループホームへ移行できるよう支援しま

す。 

（2）阿久比町の宿泊体験事業を活用し、より多くのご利用者の方々が体験を積み上げていく事

で、地域の中での自立した生活をイメージできるよう支援します。 

・毎月 1～2名のご利用者へ宿泊体験の機会を提供。 

・ご家族に向けた勉強会を年 4回以上実施。 

３．多様なニーズへの対応 

新しい生活様式のもと、ますます多様化するニーズに合わせた支援を提供します。 

(１)法人内事業所との連携を強化し、就労移行の可能性を探れるプログラムを提供します。 

（2）目標工賃達成指導員を配置する事により収入増を図り、就労継続支援 B型ご利用者の平

均月額工賃を 15,000円にします。 

(3)障がいの特性や高齢化に伴う心身機能の低下等へ柔軟に合わせた生活介護プログラムの

充実を図ります。また、ご利用者ご自身が自らの意思で介護保険へ移行できるよう体験等の

機会を設けます。 

4.人財の確保育成 

(1)より専門なスキルを向上すべく、強度行動障害支援者養成研修など外部研修を受講します。 

(2)相互理解を深めるべく、知的障がいグループ内にて交換研修を実施します。 

(3)週 1回以上のNO残業デイ及び余暇や自己啓発を目的とした計画的な有休取得を推奨し

ます。 

５．施設設備の整備・更新 

（1）指定管理委託者の阿久比町と、建物設備の修繕・更新計画を共有します。 

【年度目標】 

年間利用率 生活介護：105%  就労継続支援 B型：９５% 

当期資金収支差額 △1,674,000円 

当期活動増減差額 △657,000円 

 



2022年度 事業計画 

２０２2年度  就職トレーニングセンター 事業計画 

 

【重点実施事項】 

1. 社会福祉法人としての責務 

(１) 虐待・不適切支援・ハラスメントなどの事案が発生した場合に、部長・グループ長を

加えて対応するなど、法人全体で解決に取り組む体制を整えます。 

(２) 虐待防止・身体拘束適正化委員会を年に 2回開催し事業所の意思統一を図ります。 

・虐待防止のための研修や職場環境の改善などに取り組み、虐待が疑われる案件が 

発生した際は、検証して再発防止策を検討する。 

・外部からの目や声を積極的に取り入れ、事業所運営に活かす。 

(３) 事業所の機能や専門性を活かし、積極的かつ主体的に地域の関係機関との連携や

協議会等へ参加することで、地域社会に貢献する。 

 

2. 地域生活支援 

(１)ご利用者が安心・安全な暮らしが維持できるよう、新型コロナウイルス等感染症対策

の継続と災害等の発生に備え、BCP（事業継続計画）の充実を図ります。 

(２)ご利用者の個別な就労ニーズに応え、収入を得ることで安定した暮らしが送り続け

られるよう就労支援・定着支援サービスを提供します。 

  

3.多様なニーズへの対応 

(１)ご利用者の個別な就労ニーズへの対応と、サービスを必要としている方に情報を届

けます。    

・オンライン学習プログラム、PC(MOS 検定)講座、公文式学習、軽作業など、幅広い

カリキュラムの中から選択できる体制を確立する。 

・SNS等を活用した情報発信と、LINE等でのコミュニケーション手段を確立する。 

 

4.人財の確保育成  

(１)職員一人ひとりが、専門性を高め、安心して働くことができるよう OJT 等を活用し、

働きやすい職場環境をととのえることで、チーム力の向上に努めます。 

・会議、研修、しゃべり場を通して、活発に意見を出し合える時間を確保する。 

・インターンや社会福祉士実習などの受け入れを計画的に実施する。 

 

5.施設設備の整備・更新 

  (１)建物、機器等の修繕・メンテナンスや入れ替えなどを計画的に実施します。 

 

【年間目標】 

 

 

年間利用率 就労移行支援 80％ 就労定着支援 60％ 就職者数 12名 

当期資金収支差額 3,707,000円 

当期活動増減差額 3,222,000円 



2022年度 事業計画 

２０２2年度  大府市発達支援センターおひさま事業所 事業計画 

 

【重点実施事項】 

1. 社会福祉法人としての責務 

（１）権利擁護の意識を高め、法令順守に努めます。 

・虐待防止委員会の活動を展開し浸透させる。 

・虐待防止マニュアルの見直しを行い職員周知と保護者への説明を行う。 

・身体拘束適正化委員会を運営し、職員研修を実施する。 

（２）職員が意見相談しやすい環境づくりをすることで風通しの良い運営を行います。 

・職員面談の回数を増やし（全職員年 2回）コミュニケーションの円滑化を図る。 

・新人職員グループと中堅職員グループに分かれて、それぞれ先輩職員が 1名入り、 

 ４ヶ月に１回茶話会やグループワークをする。 

・療育相談グループの３事業所で、月１回他事業所の管理者が会議参加をする。 

2. 地域生活支援 

（１）災害や感染症の発生状況に臨機応変に対応し、サービス提供を継続できるように整

えます。 

・２０２４年 BCP（事業継続計画）策定義務化に対応するよう、自然災害と感染症に関

する BCP（事業継続計画）を充実させる。 

3. 変化する多様なニーズへの対応 

（１）ご利用者のニーズに対応するために、児童発達支援センターの役割を見直します。 

  ・利用率や経営状況を職員で共有し、要因分析することで安定的なサービス提供に繋

げる。 

・長期休暇の子どもたちの過ごし方について、おひさまとしてやれることを検討する。 

4. 人財の確保育成 

（１）おひさまが目指す療育の実践のため人財育成に努めます。 

・身体、情緒、遊びなど子どもの全体発達を捉えるため、ワークシートを用いて グルー

プワークをすることで、アセスメント力の強化を図る。 

・ペアを組む職員の OJT だけでは伝えきれないことを他の職員が協力して伝えられる

ような新人職員の育成プログラムを構築する。 

5. 施設設備の整備・更新 

（１）施設に求める機能を再確認して建物設備の計画的な修繕を行っていきます。利用者

にとっても職員にとっても、よりよい環境を整えていきます。 

・建物設備の保守・修繕計画の見直しを図りつつ、優先順位を明確化する。 

【年度目標】 

利用率 児童発達支援 

89％ 

早期療育事業 

80％ 

保育所等訪問支援 

月平均９回 

当期資金収支差額 389,000円 

当期活動増減差額 △42,000円 

 



 

2022年度 事業計画 

２０２2年度 知多地域障害者生活支援センターらいふ 事業計画 

 

【重点実施事項】 

1. 社会福祉法人としての責務 

（１） 権利擁護に取り組みます。 

・ 自ら権利擁護について学ぶ。 

・ 相談職として地域への権利擁護・虐待防止の啓発に取り組ます。 

（２） 事件に関する愛光園・らいふの取り組み、らいふのご利用者の魅力・状況などを情報

発信します。 

・ 毎月らいふの機関紙を発行する。 

・ フェイスブックを毎週１回以上更新する。 

（３） 風通しの良い職場作りに努めます。 

・ ４半期ごとに職員面談を行う。 

2. 地域生活支援 

（１） 感染症が流行してもサービス提供を継続できるよう、感染症対策をすすめます。 

・ 居宅介護や放課後等デイサービスの感染対策・マニュアル・備品の整備 

・ 就職支援・定着支援の安定 

（２） 地域生活拠点・重層的支援の視点からレスパイトサービスの在り方について検討しま

す。 

（３） 計画相談の体制を見直し、地域のニーズに応えていきます。 

3. 変化する多様なニーズへの対応 

（１） 重層的支援の視点から、基幹相談や障害者就業生活支援センターの在り方を検討し

ます。 

（２） 障害児等療育支援事業の医療的ケア児への役割について整理します。 

4. 人財の確保育成 

（１） 人財の確保をすすめます。 

学生ヘルパー５人・児童指導員又は保育士２人 

（２） 相談員の育成の仕組みを整えます。 

5. 施設設備の整備・更新 

（１） 建て替えまでの暫定的修繕を進めます。 

（２） Wi-Fi等の環境を充実させます。 

（３） 車の更新 １台 

 

【年度目標】 

年間利用率 定員１０名 100％（放課後等デイサービス） 

当期資金収支差額 11,685,000円（らいふ全体合算） 

当期活動増減差額 1,927,000円（らいふ全体合算） 

 



2022年度 事業計画 

２０２2年度 社会福祉法人愛光園 老人保健施設相生 事業計画 

 

【重点目標】 

1. 社会福祉法人としての責務 

（１）権利擁護の意識を高め、小さな気づきを良い支援につなげるよう、お互いに切磋琢

磨し向上できる風土を醸成します。 

・ご利用者の思いを汲み取り、本人主体の視点を活かした支援を実践する。 

・虐待防止委員会・推進会議、身体拘束適正化の活動を広く展開し浸透させる。 

（２）組織体制の透明性をたかめ、ガバナンスを向上し風通しの良い運営を行います。 

・職員面談の回数を増やし（全職員年 2回）コミュニケーションの円滑化を図る。 

・法人内外に向けた情報発信に機関紙・SNSを活用する。 

2. 地域生活支援 

（１）介護・支援が必要になっても、住み慣れた地域で社会の一員として生活し続けられ

るように、必要な感染対策を施しながらサポートをします。 

・日常的に繰り返される「良い支援（自立支援・生活リハビリ）」を提供する。 

・緊急的な相談であっても受け入れできる体制を整える。 

・地域の介護予防に貢献する。 

3. 変化する多様なニーズへの対応 

（１） 地域のニーズを的確に把握し地域貢献を進めます。 

  ・認知症ケアの充実を図る。 

     ・ACPを推進し、看取りガイドラインに即したターミナルケアを実施する。 

4. 人財の確保育成 

（１）必要な人財を確保し、職員の育成システムを整えます。 

・木鶏会を継続し、人の為に役立つ事に喜びを感じる職員を育てる。 

・外部研修へ計画的に職員を派遣する。 

・介護プロフェッショナルキャリア段位制度導入、実施する。 

（２）、労働環境の整備を行います。 

・新たな勤務体制構築に取り組み実現する。 

・有給取得を促すとともに、定時で終業できるよう、業務整理を図る。 

5. 施設設備の整備・更新 

（１）建物設備の計画的な修繕を行っていきます。利用者にとっても職員にとっても、より

よい環境を整えていきます。 

・ねむのき棟空調のオール電化を進める。 

・ニーズを適切に評価し、見守りシステム、介護ロボット等を導入する。 

・備品の品質管理を徹底する。 

【年度目標】 

年間利用率 ９８％ 

当期資金収支差額 △55,372,000円 

当期活動増減差額 10,187,000円（相生・通リハ・居宅合算） 

 



2022年度 事業計画 

２０２2年度  相生通所リハビリテーション 事業計画 

 

【重点実施事項】 

1. 社会福祉法人としての責務 

（１）意見要望、ヒヤリハットなど細やかな想いや気づきを丁寧に拾い上げ、支援につなげ

る仕組みや風土を整えます。 

  ・意見要望、ヒヤリハットを蓄積・分析する仕組みを整え、定着させる。 

（２）事業所に求められる「あたりまえのこと」を、全職員が自信を持って「できている」と実

感できる組織体制を整えます。 

   ・規定、マニュアル等を再整理・再構築し、職員への浸透を行う。 

 

2. 地域生活支援 

（１）日常生活行為の自立支援を意識したリハビリメニューの充実を図ります。 

   ・ご利用者がご自身のタイミングで安全に取り組んでいただけるリハビリメニュー、 

    体制を整える。 

 

3. 変化する多様なニーズへの対応 

（１）支援に対する評価の仕組みを充実させます。 

   ・ご利用者自身の頑張りを自身で実感していただける取り組みを構築する。 

（２）アドバンスケアプランニングを推進し、本人主体の生活を長期的に支援します。 

  ・ケアプラン更新、再アセスメントの際に、ご本人の想いを汲み取る仕組みを整える。 

 

4. 人財の確保育成 

（１）中長期的な視点を踏まえた、職員育成、研修の仕組みを整えます。 

   ・職員の入れ替わり、役割の交代があっても、支援体制の維持・発展が滞らないよう、 

    業務体制の整備を行う。 

   ・受講するだけではなく、講師・伝え手側を経験することでより深めることができる 

研修体制を構築する。 

（２）目標を持ち、働きがいを感じながら、長く勤めることができる職場を作ります。 

   ・3か月ごとの職員面談と目標設定を行う。 

   ・当該年度支給年次有給休暇、70%以上消化を目指す。 

 

5. 施設設備の整備・更新 

（１）基幹設備の計画的更新を実施します。 

   ・送迎車両の更新。ドライブレコーダーの設置。 

【年度目標】 

年間利用率 ９０％ 

当期資金収支差額 △792,000円 

当期活動増減差額 10,187,000円（相生・通リハ・居宅合算） 

 



2022年度 事業計画 

２０２2年度  デイサービスセンターこぶし 事業計画 

 

【重点実施事項】 

1. 社会福祉法人としての責務 

（１）意見要望、ヒヤリハットなど細やかな想いや気づきを丁寧に拾い上げ、支援につなげ

る仕組みや風土を整えます。 

  ・意見要望、ヒヤリハットを蓄積・分析する仕組みを整え、定着させる。 

（２）事業所に求められる「あたりまえのこと」を、全職員が自信を持って「できている」と実

感できる組織体制を整えます。 

   ・規定、マニュアル等を再整理・再構築し、職員への浸透を行う。 

2. 地域生活支援 

（１）重度ケアを受け止めることができる体制を整えます。 

   ・中重度ケア加算算定の要件を満たす、人員・体制を整備する。 

3. 変化する多様なニーズへの対応 

（１）認知症進行予防プログラムの充実を図ります。 

   ・おとなの学校プログラムを中心に、認知症進行予防のプログラムの実施と定期的な 

評価の仕組みを整える。 

（２）アドバンスケアプランニングを推進し、本人主体の生活を長期的に支援します。 

   ・ケアプラン更新、再アセスメントの際に、ご本人の想いを汲み取る仕組みを整える。 

・障害福祉サービスとの連携、受け皿を整える。 

4. 人財の確保育成 

（１）中長期的な視点を踏まえた、職員育成、研修の仕組みを整えます。 

   ・職員の入れ替わり、役割の交代があっても、支援体制の維持・発展が滞らないよう、 

    業務体制の整備を行う。 

   ・受講するだけではなく、講師・伝え手側を経験することでより深めることができる 

研修体制を構築する。 

（２）目標を持ち、働きがいを感じながら、長く勤めることができる職場を作ります。 

   ・3か月ごとの職員面談と目標設定を行う。 

   ・当該年度支給年次有給休暇、70%以上消化を目指す。 

5. 施設設備の整備・更新 

（１）基幹設備の計画的更新を実施します。 

   ・設備管理リストを作成する。 

   ・特浴機の更新。 

 

【年度目標】 

年間利用率 ９０％ 

当期資金収支差額 △5,699,000円 

当期活動増減差額 8,308,000円（こぶし・もくせい・ヘルパー合算） 

 



2022年度 事業計画 

 

２０２２年度 相生ヘルパーステーション事業計画 

 

【重点実施項目】 

1. 社会福祉法人としての責務 

（１）権利擁護 

・権利擁護の意識を持ち、小さな気づきもお互いに言える職場にする。 

（２）ガバナンス(企業統治)向上 

・法令遵守を徹底する。 

 （３）事業継続目的の健全経営 

    ・事業収支を意識し、持ち件数を最適化します。また法人事業への貢献を行う。 

 

2. 地域生活支援 

（１）地域生活継続支援 

・感染症の発生状況に臨機応変に対応し訪問介護を継続する。 

・生活リハビリを実施し在宅生活の継続をできるようにする。 

 

3. 変化する多様なニーズへの対応 

（１）様々なニーズへの対応 

・もくせいの家など小規模事業のサポートシステムを構築する。 

・障がい部門と連携し、訪問ニーズに対応する。 

 

4. 人財の確保育成 

（１）必要な人財の確保をすすめます。 

・職員の健康管理・維持に努める。 

・働きがいのある職場にし、新規人財確保に努める。 

 

5. 施設設備の整備・更新 

（１） 設備の整備・更新 

  ・定期点検、必要な修繕をし安全に働けるようにする。 

 

【年度目標】 

月平均訪問件数 700件 

当期資金収支差額 5,984,000円 

当期活動増減差額 8,308,000円（こぶし・もくせい・ヘルパー合算） 

 

 



2022年度 事業計画 

 

２０２2年度 相生指定居宅介護支援事業所事業計画 

 

【重点実施項目】 

1. 社会福祉法人としての責務 

（１）権利擁護 

・ケアプランに本人主体の視点を活かし、可視化する。 

（２）ガバナンス(企業統治)向上 

・法令遵守を徹底する。 

 （３）事業継続目的の健全経営 

     ・事業収支を意識し、持ち件数を最適化する。また法人事業への貢献を行う。 

 

2. 地域生活支援 

（１）地域生活継続支援 

・感染症の発生状況に臨機応変に対応しマネジメントを継続する。 

 （2）地域包括ケア 

    ・地域生活継続、看取りなど多様なニーズに対応する。 

 

3. 変化する多様なニーズへの対応 

（１）様々なニーズへの対応 

・もくせいの家など小規模事業のサポートシステムを構築する。 

（２）関係機関の連携 

     ・医療的ケア、リハビリ、老健の特性を活かすマネジメントを実施する。 

 

4. 人財の確保育成 

（１）社会全体の経済活動が変化するなかにあっても必要な人財の確保をすすめる。 

・ケアマネ取得目的の学びの場を確保し、職員のキャリアアップを促す。 

 

5. 施設設備の整備・更新 

（１）建物設備の計画的な修繕 

    ・車輛更新を実施する。 

 

【年度目標】 

年間平均利用件数 １２５件 

当期資金収支差額 △5,937,000円 

当期活動増減差額 10,187,000円（相生・通リハ・居宅合算） 

 

 



2022年度 事業計画 

 

２０２2年度 グループホームもくせいの家 事業計画 

 

【重点実施項目】 

1. 社会福祉法人としての責務 

（１）権利擁護 

・認知症進行予防に加え、馴染みの生活を生かした本人主体の視点で、生活が見え

るケアプランを作成する。 

・虐待防止委員会・虐待防止推進会議の活動をもくせいの家でも各自が実践する。 

・接遇面を強化し、特に認知症ケアにおいて手本を目指す。 

（２）ガバナンス(企業統治)向上 

・職員面談の回数を増やし（全職員年 2回）コミュニケーションの円滑化を図る。 

・法人内外に向けた情報発信に機関紙・SNSを活用し、地域に知ってもらう努力する。 

 

２． 地域生活支援 

（１）地域生活継続支援 

・感染症の発生状況に適宜対応し事業継続します。 

・相生在宅復帰支援の受け皿として機能します。 

 

３． 多様なニーズへの対応 

（１）関係機関と連携しつつ体制の構築 

・ACP（アドバンスケアプランニング）を推進します。 

 

４． 人財の確保育成 

（１）人財の確保、定着 

・外部などに学びの場を確保し、自らフィードバックすることで職員のキャリアアップを

促す。 

（２）労働環境の整備 

・有給取得を促すとともに、定時で終業できるよう、業務整理を図ります。 

・新たな勤務体制構築に取り組み人材の安定を実現します。 

 

５． 施設設備の整備・更新 

（１）計画的設備管理 

・建物設備の保守・修繕計画の見直しを図りつつ、優先順位を明確化する。 

 

【年度目標】 

年間利用率 ９６％ 

当期資金収支差額 △429,000円 

当期活動増減差額 8,308,000円（こぶし・もくせい・ヘルパー合算） 

 



2022年度 事業計画 

２０２2年度 企画総務部 事業計画 

 

【重点実施事項】 

1. 社会福祉法人としての責務 

（１）権利擁護の意識を高め、小さな気づきを良い支援につなげるよう、お互いに切磋琢磨

し向上できる風土を醸成します。 

・クレドを倫理綱領、行動規範として明確に位置づけよりよい職場風土を醸成する。 

・採用時研修を実施することで入職時に権利擁護についての意識向上を図る。 

（２）組織体制の透明性をたかめ、社会福祉法人に求められるガバナンス(企業統治)を向

上し風通しの良い運営を行います。 

・倫理法令順守に関する自己評価・内部監査の仕組みを検討、実施する。 

・職員面談の回数を増やし（全職員年 2回）コミュニケーションの円滑化を図る。 

・法人内外に向けた情報発信にホームページ・機関紙・SNSを活用する。 

 (3)次期中期経営計画（2023～2025年度）の策定をすすめます。 

・当年度まで 3か年の中期計画を総括し、新たな展開の方向性を定める。 

2. 地域生活支援 

（1）介護・支援が必要になっても、住み慣れた地域で社会の一員として生活し続けられるよ

うに、必要な感染対策を施しながらサポートをします。 

・法人の事業継続計画（感染症 BCP）の強化・見直しする。 

3. 変化する多様なニーズへの対応 

（１）新しい生活様式のもと変化する環境と利用者の状態に合わせて、事業の再編と統合に

よる見直しをすすめます。 

・人事や財務などの視点から事業所と連携して見直しに参画する。 

（２）地域のニーズに応分の貢献が円滑に行えるよう、関係機関と連携しつつ体制の構築を

整えます。 

・ゆたか福祉会・名古屋ライトハウス・フエ科学大学と連携し外国人財の受入を進める。 

4. 人財の確保育成 

（１）社会全体の経済活動が変化するなかにあっても必要な人財の確保をすすめます。 

・多様な媒体を活用した情報の発信と採用活動をきめ細やかに行う。 

（２）時代に対応した新たな人事システムを導入し、育成システム、労働環境の整備を行い

ます。 

・２０２3 年度（令和５年度）からの本格導入を見据えて、給与体系を含めた新人事シス

テムの細部設計をすすめ、内容の周知を図る。 

5. 施設設備の整備・更新 

（１）施設に求める機能を再確認して建物設備の計画的な修繕を行っていきます。ご利用者

にとっても職員にとっても、よりよい環境を整えていきます。 

・建物設備の保守・修繕計画の見直しを図りつつ、優先順位を明確にする。 

【年度目標】 

新卒採用 20人 

当期資金収支差額   △1,481,000円 

当期活動増減差額 △61,072,000円 

 


