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歴史や現在の取り組みをまとめ、
発信させて頂く事ができました。こうして、
当法人が長きにわたり地域

基本方針

た記念式典は新型コロナウイルス感染症の影響もありましたが、
令和4年3月に記念映像として法人の

社会に対して社会福祉法人としての役割を果たし、
存在し続けることができたのも、
今まで関わって下
さった多くの職員、
地域の皆様、
関係機関の皆様のおかげであると、
改めて心より感謝申し上げます。
この50周年を契機に、
法人理念
（Mission）
を、
「私たちはつながるすべての人の夢を応援し、
すべての
人の幸せを支え続けます」
と定めました。これには、
これまで、
いま、
これからも、
当法人とつながるすべ
ての職員とその家族、
そしてすべての地域の方々の夢を応援し、
その方々の幸せを支え続ける法人であ
りたいという想いが込められており、
今後この新たな法人理念を胸に、
これからの歩みを進めてまいり
ます。そして、
これから10年後の当法人のあるべき姿、
将来目指すべき姿については、
当法人を日々支
えて頂いている職員一人ひとりの持つ可能性を高め、
地域住民の方々が支え合える可能性を高め、
それ
らの取り組みを通じて法人の可能性を高めることで、
地域共生社会の実現のために活動できる法人と
と定めたうえで、
第二期中
なれるよう、
「OSJ Vision2031 可能性を高め、
地域とともに躍動する法人へ」
長期経営計画前期計画を策定し、
令和4年度から5年間の具体的な取り組みをまとめました。これらの
計画を着実に進めて行くために、
それぞれの計画の具体的な実施に多くの職員が関わってもらえるよ
う工夫し、
その関りによって職員が成長し、
それが組織全体の成長に繋がるよう取り組みを進めていき
たいと考えています。
いまだ収束のみえない、
新型コロナウイルス感染症ですが、
引き続き、
法人をあげて標準予防対策の
徹底とワクチンのスムーズな接種など必要かつ最善の策を講じてまいります。また、
利用者に必要な
サービスが安定的・継続的に提供できるよう、
事業継続計画
（BCP）
の充実を図りながら、
利用者と職員
の安全と健康を第一に考えたうえで、
法人経営と両立させる強い意志を持って取り組んでまいります。
さらに、
令和4年度からは、
外国人雇用の促進と各種学校との更なる連携を図り、
その取り組みをより一
層推進していくため
「OSJ人材育成センター」
を新たな施設として設置するとともに、
老朽化が進むなど、
さまざまな管理上の課題のあるよりそいの丘のあり方についての検討を行う
「よりそいの丘プロジェク
ト推進室」
を事務局に設置しました。それぞれ、
今後当法人が抱える大きな課題をクリアしていくための
組織改編であり、
多くの関係機関と協働しながら目的を達成できるよう取り組んでいきます。
この令和4年度、
次の50年に向けて社会福祉法人大阪府社会福祉事業団は新たな気持ちでスタート
を切り確実に歩を進めてまいります。
引き続きのご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。
理事長
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Mission

令和4年度事業計画

運営方針

－法人の使命－

1. 地域共生社会の実現のための取り組み

私たちはつながるすべての人の夢を応援し、

①社会福祉法人の責務と地域における公益的な取り組みの必要性について、法人内施設との情報共有
②各関係機関との連携による地域における公益的な取り組みと、地域福祉の推進が可能となるための積極的な
働きかけ
③重層的支援体制構築のため、地域の行政・関係機関の動向把握と積極的な関わり

創立 50 年を迎えた私たち社会福祉法人大阪府社会福祉事業団は、これま

④よりそいの丘プロジェクトの検討・推進

で、いま、そして、これからも、つながるすべての職員とすべての地域

東大阪市・社協

の方々の夢を応援し、幸せを支え続けることを使命に存在していきます。
東大阪市民
持っている技術や
知識を提供
職人、職員の確保

OSJ Vision 2031

企業
設備投資
広報・販売ノウハ
ウ・開発等

相談事業の委託
や福祉施策の推進
のための
バックアップ

「可能性」には潜在的な発展性という意味が含まれています。
私たち大阪府社会福祉事業団は、職員の持つ可能性を高め、法人の持つ

他法人
事業団に無い
ノウハウの提供、
空きスペース等
の利活用

近隣大学
学生の
研究起業支援等

①福祉現場に「あったら良いな」と思えるモノ、災害や環境の変化
等の将来を見据え必要となるモノの研究・開発・製造・販売
②遠くても登り坂でも多くの人が行ってみたいと思える魅力的な
場所作り

地域

③重層的支援体制のうちの参加支援（居住、居場所、就労）を充足

…

可能性を高め、地域とともに躍動する法人へ

運営方針

運営方針

すべての人の幸せを支え続けます

地域における公益的な取り組みの推進

労
働

クラウドファン
ディング等による
支援と消費

事業団
プロジェクト統括
利用者・職員の
意見、ノウハウ、
データ

様々な事業体との連携・協働による、
今までにない地域における公益的な
取り組み（社会貢献）
を実現

可能性を高め、そして、地域の持つ可能性を高めていくために、これか
らもたゆまぬ取り組みを続け、地域共生社会の実現のため地域とともに
躍動できる社会福祉法人を目指します。
3
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2. 人材育成、職員の定着、雇用促進のための取り組み
（１）人材育成のための取り組み
①eラーニングのさらなる充実とラダー教育システムの確立、人材育成担当職員配置の充実に向けた検討
③職員の資格取得支援のさらなる充実

（２）職員の定着のための取り組み
①職員満足度調査の調査項目・方法をより効果的に実施できる見直しと、課題の早期発見及び分析と対策の推進
②子育てや介護、定年後の活躍など、
ライフステージの変化に合わせた柔軟で多様な働き方が可能となる制度
の見直しについての検討

（１）在宅サービスを中心とした事業展開に向けての取り組み
①地域に密着した職員の育成とリーダーの養成
②施設サービス職員の在宅サービス事業への参画

運営方針

運営方針

②管理職向けの包括的研修プログラムの検討・実施

3. 経営基盤の安定のための取り組み

③介護老人保健施設からの在宅復帰を支えるための体制の整備

（２）DX（※Digital transformation）の推進

（※進化したデジタル技術の浸透が、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させること）

①ノーリフトケアの実施、利用者の見守り、生活記録などの機器の計画的導入と、
より効果的な活用方法の
研究と推進

③人事異動及び職種変更に関連する雇用形態・給与規程の見直し及び制度化の取り組み
④将来のキャリア目標がイメージしやすいキャリアパスシステムの再構築
⑤働きやすい職場づくりと、社会的評価に繋がる健康経営優良法人の認証に向けた取り組み
⑥職員へのインナーブランディング確立に向けた「Mission-法人の使命-」の共有
⑦「Mission-法人の使命-」及び「OSJvision2031」にもとづく職員共通の行動指針の策定
⑧職員互助会におけるオンラインシステムを活用した新たな交流事業の普及・定着の推進
⑨休職者の職場復帰を支援するための環境整備とカウンセリング機能の拡充

②定型業務の自動化を図るためのRPA（※Robotic Process Automation）の導入
（※人間に代わって実施できるルールエンジンやAI、機械学習等を含む認知技術を活用して代行・代替する取り組み）

（３）
雇用促進のための取り組み
①無資格・未経験者への教育システムの再構築
②実習・インターンシッププログラムの再構築
③雇用促進チームを募り、法人全体で雇用対策を講じる
④障がい者の特性に応じた職場環境と受け入れ体制の整備

＊事務作業効率化に向けたデジタル化の促進
＊給与・勤怠システムの統合稼働
＊OSJ緊急災害時掲示板の活用
＊ワークフローとグループウエアの全施設展開

⑤特定技能外国人受入れの推進と、
日本語学校、
介護福祉士養成施設の事業推進
⑥登録支援機関への登録と現地関係機関とのコネクションの確立

5
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令和4年度事業計画

平成31年度事業所マップ

MAP

事業所マップ
（３）中期的事業計画の策定
事務局

①各施設における中期経営計画の立案
運営方針

②法人の整備保全計画の見直し
③万寿荘の大規模改修工事計画の立案

事

研

相

就

春日丘荘

白島荘

④河南荘の在り方について継続検討

特

グ

シ

デ

訪介

居

生

地

小

①介護・看護にかかる基本技術の手順書の再作成と、サービスの均一化の推進
③嚥下調整食（やわらか食やペースト食）の更なる形状研究により、栄養補助食品に頼るばかりではない
低栄養改善
⑤認知症事例集を活用した、認知症ケアの取り組みの推進

特

シ

デ

訪介

軽

居

予

保

①新型コロナウイルスの予防・検査・治療法の再構築

特

シ

障

生

就

相

障セ

健

通リ

居

地

日
健

シ

養成

特

特別養護老人ホーム

多

多世代交流センター

健

介護老人保健施設

老

老人福祉センター

通所リハビリテーション

予

介護予防センター

グ

グループホーム

敬

敬老会館

シ

ショートステイ

保

保育所

デ

デイサービス

障

障がい者支援施設

小

小規模多機能型居宅介護

生

生活介護

訪介

訪問介護

就

就労継続支援

訪看

訪問看護

相

相談支援

軽

軽費老人ホーム

障セ

養

養護老人ホーム

研

OSJ研修・研究センター

居

居宅介護支援

事

事務局

地

地域包括支援センター

養成
日
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グ

シ

デ

居

地

小

永寿園とよなか
特

シ

養

保

訪介

特

シ

デ

養

居

地

養

シ

居

地

デ

訪介

美原荘

■ アイコンについて［主な事業をアイコンで表しています］

通リ

7

多

東大阪養護

＊ワクチンの確実な接種
③非常災害時に備えた発電機器の設置についての検討・実施と災害備蓄品確保の更なる拡充

地

とよなか人材育成センター

＊検査機器導入
②感染症等のBCP計画にもとづく、実践的な訓練の実施

居

小

四條畷荘

かがやき

（５）感染症対策の着実な推進と、非常災害時における備えの充実

訪介

訪看 訪介

みずほおおぞら

④診療所における往診、訪問診療、居宅介護療養指導の実施に向けての検討と多職種連携の推進

デ

特

敬

豊寿荘

②LIFEへの情報収集と活用による、科学的根拠に基づく質の高いサービスの向上

シ

事業所マップ

軽

グ

高槻荘

万寿荘

（４）標準化された質の高いサービスの提供

特

特

グ

シ

デ

軽

居

地

老

特

シ

デ

訪介

訪看

居

地

訪介

河南荘
軽

光明荘

障害福祉センターひまわり

養成施設
日本語学校
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実施事業一覧
高齢者福祉サービス
施設サービス
（定員）

美原荘

春日丘荘

四條畷荘

■ 居宅介護 ■ 重度訪問介護
■ 生活介護（基準該当）
■ 移動支援 ■ 短期入所

■ 特別養護老人ホーム
（120名）

■ 居宅介護支援（春日丘・南茨木） ■ 訪問介護
■ 通所介護（春日丘40名・沢池45名日曜のみ30名・南茨木45名日曜のみ30名）
■ 短期入所生活介護（春日丘12名・彩の家11名）

■ 地域密着型特別養護老人ホーム
（29名）
■ 認知症対応型通所介護（春日丘GH3名・彩の家8名）
■ 小規模多機能型居宅介護（登録27名）
■ 認知症対応型共同生活介護（9名）

■ 居宅介護

■ 特別養護老人ホーム
（120名）

■ 居宅介護支援

■ 軽費老人ホーム
（70名）

■ 養護老人ホーム
（50名）

■ 特別養護老人ホーム
（100名）

白島荘

■ 特別養護老人ホーム
（90名）

東大阪養護

■ 養護老人ホーム
（150名）

永寿園とよなか

■ 養護老人ホーム
（70名）

■ 特別養護老人ホーム
（50名）
■ 軽費老人ホーム
（100名）

万寿荘

■ 軽費老人ホーム
（50名）

河南荘

■ 軽費老人ホーム
（90名）

2022 OSJ Business plan

■ 通所介護（35名） ■ 短期入所生活介護（10名）

■ 特定施設入居者生活介護（養護定員の内20名）

■ 居宅介護支援

■ 訪問介護

■ 訪問看護

■ 居宅介護支援

■ 居宅介護支援

■ 訪問介護

■ 訪問介護

■ 通所介護（28名） ■ 短期入所生活介護（10名）

■ 特定施設入居者生活介護（養護定員の内70名）

■ 移動支援

■ 居宅介護

■ 重度訪問介護

■ 地域包括支援センター

■ 移動支援

■ 通学支援

■ 福祉有償運送

■ 居宅介護

■ 介護職員初任者研修事業

■ 短期入所生活介護(11名)

■ 特定施設入居者生活介護（養護定員の内30名）

■ 認知症機能強化型地域包括支援センター ■ 福祉有償運送

■ 短期入所

■ 在宅介護支援センター ■ 介護職員初任者研修事業

■ 認知症対応型通所介護（12名）

■ 居宅介護

■ 地域包括支援センター

■ 小規模多機能型居宅介護（登録29名）

■ 重度訪問介護

■ 介護職員初任者研修事業

■ 認知症対応型共同生活介護（18名）

■ 短期入所

■ 配食サービス

■ 認知症対応型通所介護（3名）

■ 居宅介護

■ 小規模多機能型居宅介護（登録27名）

■ 生活介護（20名） ■ 地域活動支援（10名）

■ 認知症対応型共同生活介護（9名）

■ 特定相談支援

■ 通所介護（定員18名）

■ 重度訪問介護
■ 障がい児相談支援

■ 就労継続支援A型（10名）
■ 就労継続支援B型（20名）

｝

令和４年度より
事務局拠点へ

■ 地域包括支援センター
■ 福祉有償運送
■ 地域包括支援センター ■ 福祉有償運送
■ 東大阪市生活支援事業（短期宿泊）
■ 委託相談支援事業

－

令和４年度より事務局拠点へ

■ 養護短期入所：養護定員とは別途定員5名

■ 地域密着型特別養護老人ホーム（29名）

■ 居宅介護支援（ゆたか・ひがしまち・ねいろ・つむぎ） ■ 訪問介護（ゆたか・ひがしまち）
■ 通所介護（ゆたか40名・原田45名・服部45名・高川45名）
■ 短期入所生活介護（10名） ■ 特定施設入居者生活介護（軽費定員の内50名）
■ 通所型サービスＡ（単独型10名）

■ 企業主導型保育（12名）

■ 居宅介護（ゆたか・ひがしまち）
■ 重度訪問介護（ゆたか・ひがしまち）

■ 福祉有償運送 ■ 訪問リハビリテーション ■ 地域公益事業
■ 介護予防センター（原田、服部、千里、柴原、庄内、高川）
■ シルバーハウジング生活援助員派遣事業
■ 企業主導型保育（19名） ■ 介護職員初任者研修事業
■ 老人福祉センター（敬老会館）
■ 生活支援体制整備事業

■ 福祉有償運送

■ 短期入所生活介護（11名）

■ 介護老人保健施設（100名）

■ 地域包括支援センター

■ 重度訪問介護

■ 生活介護（基準該当）

■ 短期入所生活介護（20名）

■ 短期入所生活介護（10名）

■ 地域包括支援センター（玉櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛
■ 多世代交流センター（沢池・南茨木）
■ 在宅介護支援センター
■ 福祉有償運送 ■ 介護職員初任者研修事業

■ 短期入所

■ 通所介護（35名） ■ 訪問入浴

■ 居宅介護支援（高槻荘・桃園） ■ 訪問介護（郡家・桃園） ■ 通所介護（40名） ■ 訪問看護

■ 地域包括支援センター
■ 老人福祉センター（美原・北・東）総合福祉会館
■ 福祉有償運送 ■ シルバーハウジング生活援助員派遣事業
■ 介護職員初任者研修事業

■ 重度訪問介護

■ 特定相談支援

みずほおおぞら
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■ 訪問介護

その他（定員）

実施事業一覧

実施事業一覧

高槻荘

OSJ人材育成センター

訪問系サービス・日中活動系サービス
居住系サービス・相談支援
施設入所支援(定員）

■ 地域密着型特別養護老人ホーム
（29名）
■ 認知症対応型共同生活介護（18名）
■ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

■ 特別養護老人ホーム
（120名）

かがやき

地域密着型サービス（定員）

■ 居宅介護支援 ■ 訪問介護 ■ 通所介護（42名）
■ 短期入所生活介護（美原20名・すごう10名）
■ 特定施設入居者生活介護（軽費定員の内30名）

■ 特別養護老人ホーム
（120名）

光明荘

豊寿荘

居宅サービス
（定員）

障害福祉サービス

■ 居宅介護支援

■ 短期入所療養介護

■ 地域密着型特別養護老人ホーム（29名）

■ 通所リハビリテーション（33名）

■ 生活介護（みずほ40名・みのり40名）
■ 就労継続支援A型（10名）
■ 就労継続支援B型（25名）
■ 施設入所支援（21名） ■ 短期入所（10名）
■ 日中一時支援（10名）
■ 特定相談支援 ■ 一般相談支援
■ 障がい児相談支援

■ 基幹相談支援センター ■ 障害福祉センター運営業務

■ 地域包括支援センター

■ とよなか人材育成センター
（OSJとよなかケアスクール）
（豊中市内人材育成事業）
■ OSJ日本語アカデミーとよなか

■ 外国人雇用推進事業

2022 OSJ Business plan
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施設別事業計画

重点項目

1

美原荘

笑顔いきいき
３６５日

日頃からの備えと業務継続に向けた取り組み

運営方針
「困ったときの美原荘」と
地域のニーズに応える事業推進
入居者・利用者・家族・地域から信頼される
事業所を目指し、どんなケースにも対応でき
るよう職員の資質とサービス提供力の向上に
取り組みます。

ステップアップ事業

顧客満足度と職員満足度向上の取り組み
業務上の取り決めや個々の接遇方針で職員間の合意形成をするための提案を「コンセンサス（合意）カー
ド」の投書で集約し、随時、改善案を検討、月毎の業務運営会議で方針確定、周知し顧客満足度と職員
満足度向上を図ります。

地域活動への積極的な参画による新たなケースの発掘
美原第１地域包括支援センターと協働して、いきいきサロン、認知症カフェ
等の地域に向けた活動に積極的に参加し、その場面で新たなニーズへ柔軟
に対応していきます。

質の高いサービスの提供

家族代行サービスの拡充
和風荘入居者を対象に、本来は家族対応をお願いする場面（通院付添・
買物同行など）で対応が難しい場合にヘルパーの家族代行サービスを
拡充して対応する方法を検討します。
達成目標

業務前に安全運転宣言６ヶ条を唱和し、また新任職員に大阪府交通安全協会主催の二輪車安全運転講習
会に参加してもらい、他事業所職員にも伝達し、事故防止を啓発します。目標：事故件数０件

研修等を通じて、各職員に見守り的援助の理解を深め、担当ケアマネジャー
や職員間での報告、連絡、相談等の情報共有に努め、円滑に援助をすすめます。

ヘルパーの増員及びサービスのマニュアル化について
８月実施を目標とします。

職員満足度調査の分析に基づき、課題となる項目を上げ、美原荘が働
きやすい職場と思える取り組みを実施していきます。
達成目標

年度末の職員満足度調査において、前年度と比べて
下がっている項目の点数を向上させます。

実施事業一覧
■ 特別養護老人ホーム美原荘(定員120名)
■短期入所生活介護(定員20名)

■軽費老人ホームケアハウス和風荘(定員70名)

■特別養護老人ホーム美原荘「すごうの郷」(定員29名)
■短期入所生活介護(定員10名)

■美原荘グループホーム「すごうの郷」(定員18名)
■美原荘デイサービスセンター(定員42名)
■美原荘居宅介護事業所
■美原荘訪問介護事業所

■堺定期巡回随時対応ケアサポートOSJ

オンライン初詣など
ICT を活用して様々な
催し物を行います

地域公益事業

りんりんバス事業の周知促進と
ご利用者数増加

施設別事業計画

施設別事業計画

職員の満足度アップ大作戦

民生委員の他に校区福祉委員など周知に協力頂ける
方を増やし、周知先を拡大し、ご利用者数の増加を
図ります。
りんりんバスを活用してもらう事で、
必要時または定期的な買い物を支援し、
生活機能の維持及び外出の機会の確保
による介護予防に繋げていきます。
登録者数 10 名を目標にします。

■美原第１地域包括支援センター

■堺市立美原老人福祉センター、美原総合福祉会館
■堺市立東老人福祉センター
■堺市立北老人福祉センター

11
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施設別事業計画

その人が望む
暮らしの実現へ

2

ステップアップ事業

春日丘荘

運営方針
利用者サービスの質の向上と
科学的介護の取り組み

利用者ごとの ADL 値、栄養状態、口腔機能、
認知症の状況その他の入所者の心身の状況
等に係る基本的な情報に加えて、疾病の状
況等の情報の分析を行い、部署間で情報共
有しケア向上を図ります。

職員定着に向けた取り組みの推進
法人における教育システムが現場職員の質向上に帰するよう、春日丘荘において OJT、OFF・JT で研修後のフォ
ローアップを実施します（研修後の確認作業を含めた教育体制）。フィードバックを行うことで、自己肯定
感を高め仕事への動機付けが向上し、離職防止となります。
達成目標

利用者、家族、職員の満足度の向上（アンケートより）離職率の低下。
人事考課表および技術チェック表で年２回評価を行い、質の向上を目指します。

地域公益事業

重点項目
高齢者施設に増える低栄養、高リスク者のアプローチ
毎年増えている低栄養ご利用者に対して、個別栄養計画の見直しや誤嚥性肺炎予防の対策を行い、必要に
応じて口腔維持や歯科衛生士との連携、個別プランの細分化による管理栄養士や歯科衛生士の加配を検討
していきます。

ノーリフティングケアの推進
福祉用具等を活用したノーリフティングケア、誤嚥性肺炎予防のための姿勢維持、就寝時のポジショニン
グ、ご利用者の個々の状態にあった姿勢を考えていきます。

サービスの質向上と介護職員の身心の負担軽減、人材の安定的確保を目的として、眠りスキャン等見守
りシステムを導入し、毎月の委員会でその効果について、多角的視点で効果検証を行います。

若年型認知症の発症率の上昇にともない、茨木市の実態調査を
含めて、大阪大学医学部付属病院精神科チームと協力し、認知
症の方を地域で支える仕組みづくりを目指します。
若年型認知症の方および家族を支えられるよう、意識を高める
ため施設での研修会を実施し、地域包括支援センターと連携し
将来的に協働のスペースや憩いの場の提供に結びつけます。

主に在宅事業で当日キャンセル等により発生
する廃棄食材を活用して、高齢者に限らず経
済的に困窮した地域住民に提供できる仕組み
づくりを検討します。

実施事業一覧
■ 特別養護老人ホーム春日丘荘（定員120名）

■春日丘荘グループホームデイサービス（定員 3名）

■春日丘荘在宅介護支援センター

■特別養護老人ホーム春日丘荘「彩の家」
（定員29名）

■デイサービスセンター春日丘荘『彩の家』
（定員8名）

■茨木市沢池多世代交流センター

■短期生活介護（定員11名）

■春日丘荘デイサービスセンター（定員40名）
■春日丘荘ヘルパーステーション

■春日丘荘グループホーム（定員 9名）

13

2022 OSJ Business plan

■春日丘荘居宅介護支援事業所

長期「継続」を第一目標として、
地域に根付く仕組みを構築します。

フードロスを活用した
地域貢献

若年性認知症に対するアプローチ

■短期生活介護（定員12名）

年代を限定せず広く地域住民に継続参加を
促す為、学生 ( 小中高大学 ) も参加可能な
工夫を行い、顔の見える関係性を築き地域
力の底上げに貢献していきます。

施設別事業計画

施設別事業計画

介護ロボット、ICT 機器等の活用

らじ丘たいそうの発展

■沢池デイサービスセンター（定員45名）

施設で生じる廃棄食材を活用して子供
食堂や行政、CSW 等の関係機関と情
報を共有し孤立や困窮する世帯とつな
がる等、「食」に関わる好循環の仕組
みづくりを検討します。

■小規模多機能センター春日丘荘『彩の家』
（定員27名） ■南茨木デイサービスセンター（定員45名）
■沢池・西地域包括支援センター

■茨木市南茨木多世代交流センター

■玉櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛

■南茨木居宅介護支援事業所

■天王・東奈良地域包括支援センター

■南茨木在宅介護支援センター

2022 OSJ Business plan
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～地
域

～
を
心

に信頼と
安
皆様
の

たくさんの笑顔に
出会いたい

施設別事業計画

3

ステップアップ事業

四條畷荘

運営方針
全事業における
個別ケアの魅力を発信する
利用者の望む暮らし・サービスを多
職種で評価を行い、質を担保した上
で、実現可能なケアを実践します。
各事業所の強みを明確にし、LINE を
用いた地域とのネットワークの構築
及び YouTube での介護講座やレク
レーション風景を広く発信していき
ます。
年度末には総括を行い実践発表会を
開催します。

利用者の経口摂取維持、改善に向けたごっくんプロジェクトの推進
歯科クリニックと協働し、PDCA を確立させ、食事形態の向上を図り、在宅サービス利用者への還元に向
けたシステムを構築します。「食べることなら私に任せて『ごっくんマイスター』」を配置します。
達成目標

「ごっくんマイスター」を配置し、誤嚥性肺炎による入院者数の軽減を目指します。

対象となる利用者選定の為の「施設版・在宅版フローチャート」の作成を行い実施します。
達成目標

胃瘻造設者の経口摂取への移行を実現させ、食の楽しみを味わってもらいます。
令和 4 年度は食べることに重点を置き、5 年度に向けて「快適な排泄への援助の推進」に
繋げられる基盤を作ります。

地域公益事業

スタジオ「よろか」の推進と
「よろか」の役割拡大

重点項目
利用者サービスの質の向上と科学的介護の取り組み

看取りケアの取り組み強化「ACP ～看取り～グリーフケア」へ
看取りケアに対する意識の統一を図り、家族との連携を密にするために、ACP の取り組みを確立させ
ます。ケアパスを活用し「在宅から施設へ」
「ACP から看取り、グリーフケアへ」又は、
「施設から在宅へ」
の流れを在宅・施設両面で確立させます。

高齢化が進むボランティアの次世代育成のため、シ
リーズ講座開催、募集のために圏域世帯にチラシ配布
をし、新規ボランティア 20 名獲得を目指します。
潜在的ヤングケアラーの発掘と地域の学校への介護講
座を実施します。
LINE のグループトークを用いて地域住民との繋がり
を構築します。
包括・施設が連携してハイブリッド型の講座開催
を 3 か月に一度行います。

職員定着に向けた取り組みの推進
職員育成プログラムの固定化を行い、誰が指導してもぶれる事のない
教育体制を確立させます。 新人職員への面談を各主担者が 2 か月に 1
回行い、そこで得られた職員の弱み、強みを共有し指導教育体制に反
映して、安心して働き続ける職場環境を目指します。
福祉用具の使用方法を確実にマスターし職員の腰痛予防に繋げ、事故
件数の 30％削減と新たな腰痛者を出さないようにします。

実施事業一覧
■ 特別養護老人ホーム四條畷荘（定員120名）

■四條畷荘居宅介護支援事業所「ほほえみ」

■養護老人ホーム四條畷荘（定員50名）

■福祉有償運送サービス

■短期入所生活介護（定員10名）

■四條畷荘デイサービスセンターほほえみ（定員35名）

■四條畷荘訪問介護事業所「ヘルパーステーションほほえみ」
（居宅介護・重度訪問介護事業含む）
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施設別事業計画

施設別事業計画

自立支援促進加算について医師との関わりを強化し、医療的観点での評価が支援により反映できるシス
テムを構築します。

LINE を用いた地域とのネットワークの構築及びオンラ
インと対面が複合したハイブリッド型の講座を開催し
ます。

ヤングケアラーの実態を第一段階的に把握し、
若年層への支援の足掛かりとします。

話題のパラスポーツ
ボッチャも大人気です♪

■老人ホーム四條畷荘診療所（訪問リハビリテーション含む）
■（くすのき広域連合委託事業）四條畷第2地域包括支援センター
■四條畷荘いっぷくステーション「よろか」

2022 OSJ Business plan
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施設別事業計画

運営方針

4

光明荘

ACP を推進「その人らしさ」に
寄り添うケアを提供する
オール光明荘で、ACP（人生会議）を実践し、
その人の思い、家族の思い、サービスの可能
性をコーディネートし、パーソナリティの維
持をサポートします。
施設においては、入居者・家族の生活および
終末期への思いをより深く、ケアプラン会議
の場で共有・確認し、パーソナリティ維持を
目指した施設サービスを実践します。
在宅サービスでは、介護支援専門員を中心に、
利用者や家族にエンディングノート等のツー
ルの使用をすすめ、人生を振り返り、自分を
見つめ直し今後に生かすために整理する機会
を作り、ケアプラン及びサービスに活かしま
す。

重点項目

ステップアップ事業

ACP の推進とサービスの実践
在宅事業職員に対して、ACP ファシリテーターの養成を図り、伝達研修を行いな
がら、職員の理解を深めていきます。地域の医療機関における ACP の取り組みと
連携を図り、利用者サービスの充実に努めます。
達成目標

在宅事業職員について、ACP ファシリテーター養成研修を２名以上受講し、
各事業所での伝達研修を１回以上実施します。

特養全職員間で ACP の考えについて共有を深め、入居者・家族にも取り組みついて理解をもらい、
ケアプラン会議を実施しサービス提供につなげます。
達成目標

ACP ファシリテーター研修について、各グループ１名以上受講修了するよう進めます。エン
ディングノートを参考にアセスメント方法を改善し、入居者・家族に協力を得ながらケアプ
ラン会議の運営方法について確立します。

地域公益事業

新しい雇用の創出
近隣の高校や大学の就職指導課やボランティアセンターへ訪問し、ボランティア体験等の課外活動支援や
アルバイトの受け入れ、インターンシップ実施、資格取得支援の提案から人材の確保につなげます。

SNS や動画メディアを複数利用した広報活動を実施します。施設のブランディングや新卒・中途採用応募を
目的とした内容と、入居者家族やサービス利用を考えておられる方向けの内容に分けて行います。計画的に
投稿できるよう広報委員会を中心にすすめます。

利用者サービスの質の向上と科学的介護の取り組み

要援助者のゴミ出し、庭木の整理、清掃等を近隣
住民の支援とともに「クリーンレスキュー事業」
として引き続き実施します。パンフレットを民生
委員会等に配布し活動を広げます。ゴミ屋敷など
の地域環境課題への貢献を見込んでいます。

コミュニティの活性化支援
コロナ禍で住民活動が実質休止状況にある地域へ光明荘職員が出
向き、自治会や民生委員等とともに催事を企画、開催し、コミュ
ニティの活性化を進めます。
人通りが多く地域の方が立ち寄りやすいスペースを探して間借り
します。光明荘全事業の職員が参画し、地域ニーズに合わせた取
り組みを実施します。
誰でも気軽に立ち寄れる場所を目指し、地域に貢献していきます。
道路沿いの施設敷地内にベンチ等の休憩スペースを設定
し、住民に開放します。
施設の告知等、見えるよう配置しアピールにつなげます。

令和 3 年度より始まった科学的介護実践のため、アセスメントとして LIFE
へのデータ提出を引き続き行い、ケアプランに連動させ利用者へのサービ
スの根拠が示されることで優良な介護サービスを提供していきます。安全
管理委員会と機能訓練指導員を中心に、入居者の状態や場面に応じた福祉
用具等を使用したノーリフトケア（抱えない介護）を推進し、安心安全安
楽なケアを目指します。
グループケアの少人数化を目指し、勤務形態や業務の見直しを実施し、現
在の５グループから７グループへの編成を進めていきます。

コロナ禍以降住民活動が縮小されており、
コミュニティの活性化と社会資源としての
施設機能強化を見込みます。

日頃からの備えと業務継続に向けた取り組み

建物管理・固定資産管理について、標準的な改修時期や入れ替え時期について確認し、一覧データ化するこ
とで安定した業務の継続や適切な予算執行に備えます。各事業で BCP についての推進者を選出するとともに、
BCP シミュレーション策定の委員会を開催し、業務継続計画の定期的な更新を目指します。様々なケースに
対応するシミュレーションを検討しながら、感染症業務継続ならびに自然災害時業務継続計画を作成し、シ
ミュレーション研修を実施します。
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施設別事業計画

施設別事業計画

ICT 化や SNS を用いた情報発信の強化

クリーンレスキュー事業

実施事業一覧
■特別養護老人ホーム光明荘（定員120名）

■光明荘居宅介護支援事業所

■光明荘地域包括支援センター

■光明荘デイサービスセンター（定員35名）

■光明荘訪問看護ステーション

■光明荘いきいきネット相談支援センター

■特別養護老人ホーム光明荘【短期入所生活介護】
（定員20名）
■光明荘ヘルパーステーション

■光明荘訪問入浴サービス

■特別養護老人ホーム光明荘診療所

■光明荘認知症機能強化型地域包括支援センター
■福祉有償運送

2022 OSJ Business plan
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豊かで潤いの
ある生活を

施設別事業計画

運営方針

5

高槻荘

たくさんの方に
「豊かで潤いのある生活」を届けたい
新規増設した訪問介護、居宅介護支援、訪問
看護の各事業所を加え、サービスエリアが広
がる中、たくさんの方に笑顔とまごころの
サービスを届けます。
在籍職員や将来の介護人材が仕事に誇りとや
りがいを持ち、又ライフワークバランスをと
りながら働くことができる豊かで潤いのある
職場環境に取り組みます。
近隣地域の方々がこの地域で豊かで潤いのあ
る生活を長く続けることができるように、地
域福祉の充実に積極的に寄与します。

ステップアップ事業

新しい地域の声に応える高槻荘の地域公益事業
高槻荘拠点での地域公益事業のノウハウを発揮し、桃園近隣地区の地域福祉の充実に積極的に寄与します。
達成目標

桃園近隣地区の福祉関係者とのコミュニケーション機会を通して、地域ニーズを焦点化し、
新たに地域公益事業を１プログラム開発します。

高槻荘拠点とも協働し、看護・リハビリテーション職でチームを組み、桃園近隣地区の地域保健・健康増進
事業に積極的に寄与します。
達成目標

桃園近隣地区で地域住民を対象にした保健・健康関連の啓発活動を年 4 回以上行います。

重点項目
職員定着に向けた取り組みの推進

介護ロボット、ICT 機器等の活用

職員間コミュニケーションや教育機会の充実、開放
的な意見具申などのためにグループウェアの導入を
検討し、職場環境の充実に取り組みます。リーダー
職や中堅職員を焦点化し、人材育成力、企画・実践
力の底上げのために、養成研修を実施します。

新規ご入居者や高転倒リスク者を中心に、見守り
系介護機器を活用する中で、24h シートの充実、
エビデンスのあるリスク分析に取り組みます。介
護システムを活用し、排泄パターン、水分量、食
事量、バイタルサインの記録を充実させ、それを
多職種で活用することで、入院者の低減に取り組
みます。

新しい雇用の創出

安全運転管理者を中心に安全教育計画の策定と確実
な実施、車両・運転環境の整備に取り組みます。外
部評価を受審し、安全運転意識のさらなる向上を目
指します。

SNS 推進チームを発足し、仕事・職場の魅力を積
極的に発信することで、慢性的な人材不足解消に
取り組みます。障がい者及び中間的就労訓練生を
３名雇用します。

医療サービスの充実

利用者サービスの質の向上と科学的
介護の取り組み

施設での看取りを希望する方のニーズに応えるため、
365 日夜間帯に喀痰吸引等研修修了者を配置できる
ように計画的な研修受講を進めます。グループホー
ムの医療体制について、診療所の往診を推進し、
きめ細かい検査
等から早期発見、
早期対応ができ
るよう、より一
層の健康管理に
取り組みます。

認知症ケアの推進

2022 OSJ Business plan

サポーターと協働して、認知症の人とその
家族他の身近な相談窓口として機能すると
ともに、インフォーマルサービスとして「困
りごと」を解決します。
非常用備蓄品の整備や近隣地域との協働
で企画する防災イベントを介して地域住
民の安心を担保する災害時の福祉拠点を
整備します。

ユニットリーダーを中心に、理
念や入浴・食事・排泄を中心と
したケアのモットーを具現化
する中で、ユニットケアの
充実・個別ケアの実践に取
り組みます。LIFE のフィー
ドバック内容を踏まえ、機
能訓練メニューを充実させる
と と も に、『日 中 の 過 ご し 方』
に焦点を当て、多職種協働で重
度化防止・自立支援に取り組み
ます。

在宅事業全体で、認知症介護実践者研修及びリーダー研修の受講者を年度末 20 名を目標に、認知症ケアを推
進する担い手育成に取り組みます。地域密着型サービス事業を中心に、BPSD の対応やご家族への心理的フォ
ローなどを事例化し、年 4 回の部署横断型の事例検討会で共有します。在宅事業全体で認知症介護者家族をサ
ポートする活動として「家族会」を発足させ、認知症ケア研究会の研究成果も含め、地域の介護力を高めます。

19

認知症の理解を目的とした公開講座や防災情報発信、
高槻荘サポーターの組織化・協働活動を介して、認
知症の人とその家族、独居者でも住みやすい地域づ
くりに取り組みます。

施設別事業計画

施設別事業計画

安全運転・車両事故防止の取り組み

地域公益事業

人にやさしい
地域づくりへの積極的な寄与

実施事業一覧
■特別養護老人ホーム高槻荘（定員100名）
■短期入所生活介護（短期入所事業含む）

（定員10名）

■特別養護老人ホーム高槻荘診療所

■グループホーム高槻荘「ゆらら」
（定員18名）
■小規模多機能センター高槻荘「ゆらら」

（定員29名）

■高槻荘やすらぎデイサービスセンター

■高槻荘ケアプランセンター桃園

■高槻荘居宅介護支援事業所

■高槻荘訪問看護ステーション桃園

（定員12名）

■郡家・高槻荘ホームヘルパーステーション
（居宅介護・重度訪問介護含む）

■高槻荘郡家デイサービスセンター（定員40名）

■高槻荘ホームヘルパーステーション桃園
■配食サービス（委託事業）

■OSJ介護員養成スクール高槻校

■郡家地域包括支援センター（委託事業）

2022 OSJ Business plan
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施設別事業計画

「よりそう想い」を
大切にたくさんの
笑顔を護りたい！

6

ステップアップ事業

白島荘

v

運営方針
地域と共に歩み、地域と共に成長する
ブログや、YouTube の充実を図り、施設や各事業所
の取り組みを積極的に情報発信し地域や家族とつな
がることができ、身近に感じてもらえる施設運営を
目指します。

ICT 機器の活用とノーリフティングケアの実践
ICT 機器の活用による職員の働きやすさの推進と、データ活用による個
別ケアの充実を図ります。
また、ノーリフティングケアによるご利用者、職員の負担軽減をはかり
ます。
ICT 機器の活用マニュアルの作成、個別ケア充実に向けたデータの活用
方法を検討します。
達成目標

委員会の立ち上げを行い、ノーリフティングケアの浸透、実践を図ります。

職員一人ひとりが輝ける人財の育成を大切にし、ユ
ニット職員はユニットで教育できる環境を目指しま
す。
地域においてサロンなどの開催に伴い、地域住民が
住み慣れた地域でいつまでも元気に生活できるよ
う、一緒に悩み解決していける白島荘を目指します。

住み慣れた地域で

地域公益事業

重点項目

いつまでも暮らす

地域の防災拠点として機能強化
地域包括支援センターとして、防災マニュアルを作成し、地区防災委員と共同できるように、地区防災
委員会へ参加し協力体制の強化を図ります。

自治会ごとに活動地域を広げていくことで、白
島荘グループが地域にとって必要とされる存在
となり、職員も白島荘で働いていることの誇り
を実感できます。

職員定着に向けた取組の推進
多様性を尊重したオーダーメイドの人財育成ができるよう、白島荘独自のグロースブックを作成、活用
を行います。また、メンター制度を導入し、相談しやすい環境を整えます。

施設別事業計画

施設別事業計画

交通が不便な地域での「買い物送迎サービス」など、
制度のはざまにあるサービスを提供することにより住
み慣れた地域で暮らし続けることの一助となる事業を
実施します。

地域共生社会の実現
介護保険と障害福祉のサービスを有機的に提供することにより地域共生社会の実現を目指します。
安心してご利用いただく為に、定期的な職員研修を実施し、サービスの向上に努めます。

実施事業一覧

質の高いサービスの提供
全職員がユニットケアへの学びを深め、集団の中にあった
としても、重度化も踏まえた個人としての暮らしを継続支
援できるよう、より一層の個別ケアの充実を図ります。

■特別養護老人ホーム白島荘（定員90名）

■短期入所生活介護（定員10名）

■福祉有償運送（移動支援）

■白島荘診療所

■白島荘グループホーム「華の家」デイサービス（定員3名）
■白島荘小規模多機能型居宅介護事業所
「ひねもす」
（定員27名）

■光明の郷相談支援センター「はくしま」
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■白島荘居宅介護支援事業所「はくしま」

■白島荘グループホーム「華の家」
（定員9名）

■白島荘訪問介護事業所「はくしまヘルパー」

（居宅介護・重度訪問介護）
■白島荘生活介護事業所「フレンドカラー」
（定員20名） ■箕面市立光明の郷ケアセンター（定員28名）
■箕面市東部地域包括支援センター
■箕面市立光明の郷ケアセンター
地域活動支援センター（定員10名）

2022 OSJ Business plan
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次世代へ

重点項目

7

東大阪養護老人ホーム

向かって
前へ前へ

運営方針
次に必要な福祉の創造
福祉サービスを提供する側、受ける側だけ
ではなく、お互い助けあい・支えあい、そ
れぞれに役割を担い、誰かに必要とされる
喜びを感じる生活を創ります。

医療サービスの充実

食事サービスの充実

相談科・介護科・看護科・医師による看取りプロジェ
クトチームを立ち上げ、東大阪養護老人ホームにお
ける看取りの手順書を作成します。

養護老人ホームの少人数食事会に利用者アンケー
トの結果を反映し、個々の「食べてみたい」に応
える食事会を開催します。

令和 3 年度の検討結果からの取り組み
養護では、特定の利用者を他のフロアで受け入れることを想定し、一般利用者と特定利用者の混合ユニット
について、プロジェクトチームを立ち上げ検討します。

職員定着に向けた取り組みの推進
訪問ではスマートフォンの活用で、事務作業の軽減とスムーズな相談・連携体制を作ります。ヘルパーが
不安なく業務に従事できる環境を整えることで定着率を高めます。介護科では、e ラーニングを活用した研
修体制を確立します。未経験者、非常勤職員にもわかりやすい研修を計画的に実施し、介護力の UP を評価
する仕組みを作ります。

ステップアップ事業

質の高いサービスの提供

認定お助けヘルパー（仮称）の育成
利用者同士の助け合いサービスを創設します。そのサービスを提供する『認定お助け
ヘルパー（仮称）』を養成するための認定カリキュラムを作成します。
達成目標

施設内の利用者で『認定お助けヘルパー（仮称）』養成カリキュ
ラム修了者を『認定お助けヘルパー（仮称）』として認定します。

認知症サポーター養成講座を定期的に出張開催し、商店街の方・地域の住民・認知症の方とご家族に手
軽に参加できるようにします。商店街の方・地域の住民・自治会・民生委員等関係者にサポーターとし
て参加いただけるようアプローチし、利用者の『認定お助けヘルパー（仮称）』もその一部を担います。
達成目標

サポーターの養成とその組織化につなげます。『認定お助けヘルパー（仮称）』の活動
を通し、利用者の自立支援と社会参加を図ります。

■デイサービスセンター「ふれあい」
（定員18名）
■ケアプランセンター「ふれあい」

■ヘルパーステーション
「ふれあい」
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支えあえる
地域社会の構築
孤独死ゼロの取り組みとして、専門職・
自治会・民生委員の方たちとともに、
近隣の独居高齢者に向けた自宅の
『鍵預かり事業』を開始します。
地域の独居高齢者の
孤独死をゼロにします。

実施事業一覧
■東大阪養護老人ホーム（定員150名）

地域公益事業

施設別事業計画

施設別事業計画

認知症の方に優しい街づくり

養護老人ホームでは、アセスメントをスケール化することで、共通理解・共通認識のもと効率よくサービスを
提供できるようにします。デイでは、利用者様の経験や知識を発揮して頂き、四季に応じた野菜を育て収穫し
ます。その野菜の調理方法や調理を利用者様と一緒に考え実施します。広報「ふれあい」を年に 4 回発行します。
デイでの日常や取り組み、利用者様の思いを広報紙、SNS に載せ家族様やケアマネに届け、理解を深めます。

■地域包括支援センター上小阪
■福祉有償運送

■東大阪養護老人ホーム診療所

2022 OSJ Business plan
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施設別事業計画

その人らしく、
ここで…

重点項目

8

永寿園とよなか

介護ロボット、ICT 機器等の活用

運営方針
地域と共に

” わたしらしく生きる ”
利用者がこの地に暮らしていることを
実感できるよう地域資源を最大限活用
しながら、地域事業に参画することで
生きがい支援に繋げ、人生の活力を見
出してもらいます。
通学路の見守り活動も
積極的に行っています！

地域交流スペースや屋上、近隣借用農
地を活用しながら、子どもから高齢者
まで、誰もが気軽に集える拠り所を作
り、多世代交流が図れるよう取り組み
ます。

質の高いサービスの提供
ACP ファシリテーターを中心に、人生目標を明確にし、最期の過ごし方まで選択できるよう、本人の
意思決定支援を実現させた” わたしらしい” 暮らしの構築に取り組みます。具体的には、ケアプラン会
議を個々の人生会議と捉え、従来のサービス提供の考え方から脱却し会議の活性化を図ることで、” わ
たしらしさ” が活きた人生設計を支援します。
また、常勤管理医師と日々の健康管理を含めた情報共有の場を定期的に設け、医療・介護の協働のもと、
施設内にこだわらない看取りケアの充実に取り組みます。

地域に根付く子育て支援
民生児童委員と連携し、子育て相談会や保育園開
放を毎月開催します。年齢に応じた関り方への助
言や行動見本を実践的に提示することで、地域の
子育て支援に繋げます。
保育園を開放することで、園児たちにとっても、
地域の子どもたちと一緒に集団遊びを通して関り
を持ち、協調性や互いを思いやる気持ちを育みま
す。

自ら輝ける居場所づくり
地域の商業施設等へ自由に外出できる買物バスを定期的に運行します。
自分で決めることで自立支援に繋げ、暮らしの中での充実感を高めることが
できるよう支援します。
達成目標

校区福祉委員や関係機関と連携しながら、独居
高齢者や引きこもりがちな方に対して定期的な
巡回訪問等を行い、ニーズに応じた支援を行い
ます。具体的には、地域交流スペースで実施す
る公開講座や健康体操などに参加して頂けるよ
う働きかけ、外出が困難な方に対しては送迎バ
スを運行します。
また、利用者と一緒に借用農地で収穫した野菜
や管理栄養士による健康レシピ等をご自宅へお
届けする独自の宅配サービスについても取り組
みます。
施設機能やマンパワーを活用し、地域における
社会資源としての役割強化を目指します。

毎月１回以上定期便を運行し、買物支援を実施します。

自立支援の一環として、実施している清掃活動やパン販売はもちろん、カフェの運営や特養における
食器洗浄などを「仕事」としてプログラム化し、活躍できる体制を整えます。
「仕事」への対価を支給することで、働く喜びや楽しみを醸成し、就労意欲を高め、在宅復帰を意識し
た生活支援サービスの充実へと繋げます。
達成目標

地域ニーズに応じた
支援体制に向けて
施設別事業計画

施設別事業計画

地域公益事業

ステップアップ事業
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Wi-Fi 環境を整備し、既に運用しているバディコムと併せて、記録システム及びナースコールを手元の
iPhone で一元管理することで、業務効率化を目指します。

仕事プログラムの取り組み事例を２件以上報告します。

2022 OSJ Business plan

実施事業一覧
■ 豊中市立養護老人ホーム永寿園とよなか（定員70名）

■ 地域密着型特別養護老人ホーム永寿園とよなか（定員29名）

■ 短期入所生活介護（定員11名）

■ 企業主導型保育えいじゅ・とよなか保育園（定員12名）

2022 OSJ Business plan
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施設別事業計画

地域と共に！

9

豊寿荘

ステップアップ事業

運営方針

『Future minded』
『Self-directed』
『with the community』
利用者、職員、地域の豊かな明日を目指し、
各々が目標を定め自らで考え、行動を起
こす自律組織を築きます。
大小に関わらず地域の困りごとに豊寿荘
グループ全体で取り組み『まち全体の互助
力、ささえあいの力』をアシストします。

機能訓練指導員、栄養士その他専門職員が連携し、運動・栄養・嚥下の併用介入による筋肉量の維持増
加を図り、社会参加を通して自立支援・重度化防止を推進します。
達成目標

～医療介護ニーズに対応できるハイブリッドな施設・在宅サービスを目指して～
介護・看護科長のマネジメント範囲を在宅の介護・看護職員にも広げ、在宅サービス科長の地域施設コー
ディネート機能と連動させることで、地域の医療ニーズに対応できる体制を構築します。

キャリア目標が持てる職場環境づくり

ナースコールの入れ替えを機に、見守り支援システムや、インカム等の ICT 機器を導入し業務負担軽減
を図ります。
また、クラウド PBX による IP 電話と新たなナースコールシステムの連動による通信の一本化を図ります。
PC・スマホで全ての通信を可能とする体制を構築します。

介護予防センターを地域活動、福祉・介護サービス生きがい作りのハブ
拠点に
住民主体の地域活動、福祉・介護サービス、生きがい作りを支援するコーディネート機能を設け、介護
予防から社会参加までを一体的に支援します。
達成目標

次世代を担う管理職員の育成のため、労務、財務、運営について経営管理に関する育成プログラムを作成
し、能力の伝授を進め、志しある職員のキャリア形成を支援します。

特養、ケアハウス、デイサービス、介護予防センターにおいてサルコペニア改善の仕組
みを実践します。

テクノロジーの活用や想像力・意識改革を通じた業務効率化・負担軽減、
生産性の向上を推進

達成目標

重点項目

常時、『アクティブシニア何でも相談』を受け付け、課題
解決に向けてコーディネーターが関係機関に働きかけを
行います。
施設別事業計画

施設別事業計画

新しい雇用の創出
特定技能外国人等の外国人労働者を積極的に受け入れ、介護技術や日本語学習の習得はもとより、生活面
においてもサポートする体制を整えます。SNS を積極的に活用し、施設 PR や求人情報の発信を通して人
材確保に繋げます。

日頃からの備えと業務継続に向けた取り組み
災害時における施設機能の維持への取り組みは元より、地域防災機能強化への積極的な支援を行います。

実施事業一覧
■軽費老人ホーム（ケアハウス）豊寿荘（定員100名）

■豊寿荘居宅介護支援事業所「ねいろ」

■短期入所生活介護（定員10名）

■原田通所型デイサービスセンター「ゆい」
（定員10名）

■特別養護老人ホーム豊寿荘（定員50名）

■豊寿荘デイサービスセンター「ゆたか」
（定員40名）
■豊寿荘訪問介護事業所「ゆたか」

（居宅介護・重度訪問介護・移動支援含む）

■豊寿荘居宅介護支援事業所「ゆたか」

■診療所「ゆたか」
・訪問リハビリテーション

■福祉有償運送、豊中市高齢者外出支援「ほのぼの号」
■豊寿荘訪問介護事業所「ひがしまち」

（居宅介護・重度訪問介護・移動支援含む）

■豊寿荘居宅介護支援事業所「ひがしまち」
■豊寿荘地域公益事業「あいあい」

■原田介護予防センター（とよなか健康大学原田校）
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運動、栄養、嚥下のコンビネーション介入による生活機能向上

2022 OSJ Business plan

■原田デイサービスセンター「ねいろ」
（定員45名）
■はらだ保育園「ねいろ」
（定員19名）

■豊中市原田シルバーハウジング生活援助員派遣事業
■服部介護予防センター（とよなか健康大学服部校）

寒さにも負けず

地域公益事業

施設 ⇒ 地域
～わが町をＲＯＵＮＤ～
エレベータが無い集合住宅等にお住いの高齢者を
対象に、介護保険制度で対応できない粗大ごみ等
の搬出を支援します。
また、毎週の公園・地域清掃を継続し、地域に落
ちているニーズも一緒に拾い上げていきます。

元気いっぱい！

施設の力を地域に還元、
ささえあいの力を醸成

■服部デイサービスセンター「かなで」
（定員45名）

■豊中市服部シルバーハウジング生活援助員派遣事業
■高川介護予防センター（とよなか健康大学高川校）
■高川デイサービスセンター「ひだまり」
（定員45名）
■豊寿荘居宅介護支援事業所「つむぎ」

■柴原介護予防センター（とよなか健康大学柴原校）
■千里介護予防センター（とよなか健康大学千里校）
■庄内介護予防センター（とよなか健康大学庄内校）

2022 OSJ Business plan
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施設別事業計画

地域とともに
地域に生きる

10

施設別事業計画

いつまでも

万寿荘

河南荘

自分らしく

運営方針

11

いきいきと

地域のセーフティネット
としての役割を果たす

生活環境の改善と介護力
の強化を目指します

河南荘を必要な方に利用して頂くため、関係機関
へ軽費老人ホームＡ型の役割を伝え、地域のみな
らず幅広く社会的支援の必要な方を積極的に受け
入れます。

大規模改修に向けてプロジェクトチームを立ち上げ、
健康で快適な生活が継続できる環境改善に取り組み
ます。
また、引き続き介護力強化（チームケアの推進・強化）
の取り組みを進め安心して暮らすことができる体制
整備に努めます。

重点項目
食事サービスの充実

クックチルに移行しても、これまで以上に『食の楽しみ』
を感じていただけるように地方の特産品や旬の食材を使用
するなど行事食の工夫、壁画や書道などの作品展示で和や
かな食堂の雰囲気づくりに努めます。

転倒予防ケアの推進

いきいき脳トレ体操教室の開催

ご利用者が楽しく脳トレや体操を行うことで運動不足
を解消し、健康な生活が維持できるように脳トレ体操
教室を開催します。

達成目標

毎月１回以上の開催を目指します。

希望するご利用者を対象にして、期初・末に５ｍ（横断歩道幅）
歩行タイムを測定し、その改善や保持を目指します。

アメーバ―経営の実践
入居選考会議を月 3 回以上開催し、職員の情報共有を強
化する事で入退居対応を迅速に行い経営の安定に繋げま
す。一般の皆様にも河南荘を知って頂き、” 生活の場” と
して河南荘を選択肢に入れて頂けるよう、公営・市営住
宅へ向けてポスティングを中心とした営業活動を行いま
す。

質の高いサービスの提供
職員の介護力向上を目指し、法人の研修・研究センター
と連携し介護技術に関する研修を 2 ヶ月に 1 度のペース
で実施します。（食事 / 入浴 / 排泄 / 移動・移乗等）

効率化と感染対策

地域公益事業
地域公益事業

コロナ禍での地域住民の買い物支援として、ダイ
エー池田駅前店の社会貢献事業と連携して駐車場を
活用した移動販売を積極的に支援します。
また、つどい場的な機会として地域住民との情報交
換を実施し、集まった方にストレッチ体操や脳トレ
プログラムなどを提供します。

実施事業一覧
■軽費老人ホーム万寿荘
（定員50名）
■池田市立敬老会館

■池田市生活支援体制整備事業

2022 OSJ Business plan

週 2 回程度実施し、買い物でお困りの方を
支援することができます。
また、つどい場的な運用を加味することで
地域の活性化が期待できます。

ステップアップ事業

就労支援の継続
ご入居者に向け、収入を得る事のできる清掃業務や内職、
芝刈りなどの軽作業を中心に就労支援を行います。

達成目標
１年を通じて入居者延べ 150 名以上へ軽作業の
場を提供します。

施設別事業計画

施設別事業計画

感染症対策の一端として敬老会館入館証の電子化を図りま
す。受付業務も効率化され、より安全でスムーズにご利用
いただける環境整備に努めます。

あおぞら移動販売の充実

29

支援が必要になった入居者に対し、隣接する美原荘
在宅部門と 連携し、河南荘においての安心した暮ら
しを支えます。

重点項目

ステップアップ事業

運営方針

河南荘の存在価値を地域へ
河南町や社会福祉協議会と連携し、
小学生の登下校時における見守り等、
地域での安全活動に参加します。
河南町白木地区周辺における公共の場
所 ( 公園や道路 ) を 河南荘職員・入居
者で定期的に ( 毎月 1 回以上 ) 清掃を行
います。
地域住民がより安心して暮らすこと
ができる地域づくりに貢献します。
地域の美化活動を行う事で、河南荘
の存在感や必要性を地域にアピール
します。

実施事業一覧
■軽費老人ホーム河南荘
（定員90名）

■福祉自動車有償運送事業
（定員1名）

2022 OSJ Business plan
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施設別事業計画

この街で

12

ステップアップ事業

みずほおおぞら

「暮らす」「働く」
を応援します

ICT を活用した、特養の新しい生活環境モデル

運営方針

地域生活支援拠点等としての
機能の充実
みずほおおぞらに加え新しい拠点を
もつことにより、福祉サービスに繋
がっていない層の発見と課題解決に
向け、積極的に情報や支援を届けら
れるよう市内の面的整備を行います。

達成目標

認知症ケアの推進

専門性の高いケアの提供

特養の認知症利用者がこども食堂の接客や調理
補助を担い社会から孤立せず、施設外での生き
甲斐や役割のある生活の支援を行います。

家族や行政以外にも、医療的ケアニーズに応え
られる事業所の一つとして選択してもらえるよ
う、地域医療や関係機関との連携を強化し、専
門性の高いサービス提供を行います。

相談支援、居宅介護、日中活動先との協力体制の構築により、移行先
としてグループホームの選択しかなかった重度の障害者も、地域生活
を送ることができる一人生活モデルを作ります。
地域移行での一人生活モデルを作ります。

地域公益事業

施設別事業計画

施設別事業計画

日中活動（昼間）や移動支援（土日祝）や在宅・
入所（夜間）を含めたトータルでの 24 時間シー
トを作成し根拠ある支援により質の高いサー
ビスを提供します。

身体・認知・特性に応じたユニットの編成

他法人連携による新たな地域生活モデルの構築

達成目標

重点項目

質の高いサービスの提供

見守り支援機器に特化したユニットを作り、複数の職員が同時に
見守り、必要な時に必要な介護人材の配置ができるよう、認知症、
身体介護と環境を分けユニットを編成します。

SDGｓの取り組みを通して
こども食堂を運営します

人材育成・人材確保のための環境整備
人材の育成と定着を目指し、主任級を含む主担者の育成ブログラムを確立し、
指導職員の人材育成スキルの向上により新人職員やパート職員の人材定着と
離職率低下を図ります。

こども食堂を通して、地域住民のコミュニティを作り
家庭に課題のある子どもや、生活困窮者、福祉サービ
スに繋がっていない層へアウトリーチの取り組みを行
います。

スケールメリットを活かした支援プログラムの実施
屋上農園で野菜や果物を栽培、収穫できるよう年間計画を基に
事業展開を進め、こども食堂にも新鮮な野菜を届け、豊中市で
地産・地消できる就労サポートの提案を行います。

経営基盤の安定に向けた取組みの推進
安定した収入基盤確立のため、災害用保存食として長期保存可能なパンの開発を行います。
又オオゾラヤのラッピングカーでのパン販売により、法人以外にも販路を広げます。

こども食堂から見えた地域課題を
集約・分析し、必要に応じて福祉
サービスに繋げます。

実施事業一覧
■ 障がい者支援施設みずほおおぞら
（施設入所）
（定員21名）
■ 障がい者支援施設みずほおおぞら
（生活介護）
（定員40名）
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■ みずほおおぞら短期入所事業所（定員10名）

■ 障がい者支援施設みずほおおぞら
（就労継続支援B型）

■ みずほおおぞら日中一時支援事業所（定員10名）

■ 豊中市立障害福祉センターひまわり

■ みずほおおぞら相談支援事業所ぴすと

2022 OSJ Business plan

（定員25名）

■ みずほおおぞら就労継続支援A型事業（定員10名）

■ 柴原障害者相談支援センター

■ 特別養護老人ホームみずほおおぞら

（地域密着型特養）
（定員29名）

■ 特別養護老人ホームみずほおおぞら

（短期入所生活介護・介護予防短期入所）
（定員11名）
■ みずほおおぞら生活介護事業所みのり
（定員40名） ■ みずほおおぞら診療所

専用の TikTok アカウントで
情報を発信しています♪
2022 OSJ Business plan
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共にかがやく！

施設別事業計画

13

かがやき

運営方針
老健の機能を活かし
かがやきリピーターを増やします

利用者の「家に帰りたい」という希望を
叶えるため、入所・ショートステイ・通
所リハビリを活用して在宅復帰を目指す
運営方針
かがやきリピーターを増やし、住み慣れ
た地域で生活が継続できるよう支援しま
す。

ステップアップ事業

在宅復帰支援の強化
専門職での入所前訪問においてアセスメントシート、入所
後のリハビリ計画、評価内容を充実させます。
入所判定会議、サービス担当者会議において在宅復帰に向
けた目標がより明確になるよう、会議内容をこれまで以上
に充実させます。
達成目標

在宅復帰率、毎月 50％越えを目指します。
新規入所者の入所前訪問、100％を目指します。

老健において在宅復帰支援を高めるため、
法人内の施設、在宅サービス、かかりつ
け医との連携をさらに推進します。

地域公益事業
重点項目
医療サービスの充実
前年度に引き続き、在宅生活を送っておられる方で自宅での看取り介護が困難となった場合の対応がで
きるよう「看取りケア」の充実を行います。

在宅復帰を目指した生活リハビリテーションについて、生活の場を中
心に専門職が連携し取り組んでいきます。
通所・入所リハビリともに、言語聴覚士、作業療法士が中心になって
認知症に対するプログラムを強化します。理学療法士等の専門職が介
護職員に対して定期的に自宅環境を想定した日常生活動作の介助指導
を行います。

令和２年度から開始した独居老人世帯を対象にした
柴原地域の買い物送迎を引き続き実施し、地域の要
望を聞きながら充実させていきます。
「刀根山地区は、丘陵地であり買い物する際の移動が難しい
高齢者が多いので、送迎支援して欲しい」という地域の声
に応えることで、頼れる社会資源が身近にあることを地域
に認識してもらうことができます。
外出が困難な高齢者の送迎を支援することで、お身
体や生活等に課題がある高齢者の状況把握ができる
ことから、必要に応じて地域包括支援センター、校
区社協等と連携し、課題の早期発見、早期解決に繋
げます。

施設別事業計画

施設別事業計画

リハビリテーションの強化

買い物送迎の充実

地域共生社会の実現
高齢者が健康相談、健康情報の提供や健康学習の支援、
コミュニケーションの場やネットワークづくりの場とし
て利用できる “まちの保健室” を大池小学校区にて実施
します。大池小学校区にて実施する
” まちの保健室” の場所を活用し障がい者（児）事業所
のパン販売にて障がいのある方との交流や地域住民主導
の認知症カフェ開催のための後方支援を行います。
また、認知症カフェ開催時に子ども達にお弁当を提供し
多世代交流、地域共生社会に向けてきっかけづくりを行
います。

実施事業一覧
敬老祝賀会にて
手作りの獅子舞がお祝い！

■ 介護老人保健施設かがやき(定員100名)
■ 短期入所療養介護

■ 通所リハビリテーション(定員 33名)
■ 居宅介護支援事業所かがやき
■ 柴原地域包括支援センター
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施設別事業計画

介護の未来を
ここから発信！

OSJ 日本語アカデミーとよなか

14

OSJ 人材育成センター

「 よ り そ う思い

つながる 心 」 の精神のもと
日本で活躍できる人材を育てる

運営方針

福祉の精神のもと、 特に介護や地域共生、 環境等福祉分野への

介護人材の発掘・充実した育成プロ
グラムの提供・新たな雇用創出の実
現に向けて
日本語学校への留学、特定技能制度、技能
実習制度による、人材育成プログラムや受
け入れ態勢について、その体系を整理し、
広く国内外に向けて発信します。

進学を目指す外国人の確実な日本語能力の修得を目指すとともに、
日本独自の価値観や習慣などにも対応できる、
日本の心、 福祉の心を持った人材を育てます。

図書室

第２教室

介護福祉士養成施設の運営について、夜間
学校の開校に向けた検討を進め、誰もが学
べる環境を整備します。

重点項目
とよなか人材育成センター

OSJ とよなかケアスクール

＊OSJ とよなかケアスクール

施設別事業計画

施設別事業計画

ケアスクールにおける卒業生全員が介護福祉士を取得できるよう通常の授業に加えて、定期的に受験
対策講座を実施します。その中で学習の進捗を確認しながら、必要に応じて個別の受験対策指導を行
います。
令和 6 年 4 月からの専門学校化に向けて、令和 5 年 4 月に申請する専門学校の設置計画の作成を確実
に進めます。

＊豊中市内人材育成事業 ( 研修等 )
地域の介護事業所等が希望する研修について、研修の準備から講師派遣まで人材育成センターが請け
負い実施します。

OSJ 日本語アカデミーとよなか
日本語学校一期生となる留学生が安心して日本語を学べるよう、住まい、アルバイト等、生活全般に
おけるサポートを行います。
日本語学校において、外国人を雇用する事業者を対象に「外国人との現場でのコミュニケーションの
取り方」について、また、外国人滞日者に対しては、「日本人の本音と建前の使い分け」に関する研
修を実施します。

外国人雇用推進
今後日本での就労希望者の増加が見込まれる外国において、日本語学校や介護の基本的知識を得るた
めの学校設立及び現地送り出し機関の登録に向けた具体的な準備を進めます。
外国人が日本での生活を安心して送れるように、空き家等の住居課題解決のための公的制度を活用し、
施設近隣における住居確保の支援体制を確立します。

実施事業一覧
■OSJとよなかケアスクール

■OSJ日本語アカデミーとよなか
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施設別事業計画

重点項目

15

事務局

運営方針
持続可能な組織を支える人材育成
とマネジメント支援の強化
着実な事業運営と職場環境、離職率の
改善を図るための取り組み、法人サー
ビスの均一化を推進していきます。

ICT・介護ロボット導入推進
サービスの均一化を図る為、各施設に移乗系ロボット、音声入力システム、インカム、見守りシステ
ム、ナースコールの導入を推進していきます。

SDGｓへの貢献
給食業者と協働し、クックチル食品の適宜利用による食品
廃棄量の削減、備蓄食材の賞味期限切れ食品を活用する
フードバンクの構築など、食品ロス問題へ積極的に取り組
んでいきます。

地域共生社会の実現

重点項目
健康経営優良法人の認証取得に向けた環境改善
職場環境の改善を図り、当該認証制度に応募できる下地作りを行います。

RPA（Robotic Process Automation）活用
反復作業や定型業務を改善するため、RPA を導入し事務作業省略化を図ります。

法人の活動内容を、SNS、グループウェアシステムを活用し、内外に広く発信していくことで対外的には
法人の責務を立証するとともに、職員の帰属意識の醸成を図ります。
実践内容を論文等に文字化、または映像化することによって、実践内容を見える化するとともに、実践結
果の評価が行えるようにします。

法人組織の強化

地域住民へのサービスの実施
自治会や小中学校との関係を活かし、よりそいの丘フェスタを年２回開催します。自習室開放等定期
的な食育や学習支援の場としての活用を図ります。地域住民と信頼関係を築き、さらに知名度の向上
を目指します。

OSJ 研修・研究センターの強化
これまでの内部研修ログラムを、必需性の有無・研修
満足度等を十分に検証し、自己啓発ができる専門性の
高い研修プログラムの導入など、内容をリニューアル
します。

施設別事業計画

施設別事業計画

情報発信力の強化

よりそいの丘相談では、重層的支援体制整備事業に参画し、会議や関係機関とのネットワークの中か
らアウトリーチを通して年間 20 件の潜在的な相談者を見つけていきます。

リスクマネジメントの強化
各施設のリスクマネージャーと速やかに情報共有を行うと共に、状況の変化に応じて BCP を更新し、
感染症や災害等の発生時にも安定したサービスを提供できるよう努めます。

起案から決裁や供覧、各種届出・申請、研修受講管理、職員アンケート等の事務手続き・情報フローを
電子化や管理システムの一元化を検討し、業務効率化につなげられる仕組みづくりに取り組みます。

職員定着に向けた取り組みの推進
ストレスチェック・満足度調査の結果を総合的に分析し、職員意識や職場環境を詳細に把握し属性ごと
の具体的対策を実施すること、カウンセリング機能を拡充することで職員定着につなげます。

キャリア目標が持てる職場環境づくり
各職員が将来の目標を明確にキャリアアップができるよう改めてキャリアパスを作成し、それぞれの
キャリアに応じた研修を実施し、目標が達成できる体制を構築します。
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実施事業一覧
■就労継続支援Ａ型（10名）
■就労継続支援Ｂ型（20名）
■特定相談支援

■委託相談支援事業

2022 OSJ Business plan
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令和４年度事業計画

年間研修計画［研修センター主催・施設主催］

■ 総括主任『管理・指導職研修』
研修名

■ 入職1年目職員
研修名

対象職員

研修内容

開催月

開催月

ハラスメント研修

職場のハラスメント防止

11月

メンター研修

経験が浅い職員へのサポート

7月

叱り方トレーニング

怒りのコントロールと正しい部下への叱り方

9月

リスクマネジメント研修

災害時の施設管理及び事業継続

12月

■ 科長『管理職研修』

集合研修

新年度採用職員

法人理念・人権・接遇・緊急時対応・感染予防・認知症ケア・障がいの理解・基本介護技術等

令和3年度末
(令和4年3月初旬)

採用後交流研修

新年度採用職員

同期間の交流を通じて、課題の克服、合意形成等を学ぶ

6･8･10･12･2月

リスクマネジメント研修

新規採用職員

介護事故等リスクの回避と対応

6月

財務管理研修

看取り研修

新規採用職員

看取りの意味と対応、心の持ち方などを学ぶ

8月

ハラスメント研修

職場のハラスメント防止

11月

アンガーマネジメント研修

新規採用職員

感情のコントロールについて理解する

10月

叱り方トレーニング

怒りのコントロールと正しい部下への叱り方

9月

採用前・採用時研修

年度途中採用職員

法人理念・人権・接遇・緊急時対応・感染予防・認知症ケア・障がいの理解・基本介護技術等

入職後随時

研修名

研修名

研修名
対象職員

研修内容

開催月
9月

介護福祉士受験対策セミナー

法人内他施設研修

法人内の他施設の同業種を体験する

8月・9月

介護福祉士受験直前対策セミナー

メンター研修

経験が浅い職員へのサポート

7月

リスクマネジメント研修

介護事故等リスクの回避と対応

5月

苦情対応研修

苦情発生のメカニズム、苦情対応の原則、苦情に至らないための取組

6月

アンガーマネジメント研修

感情のコントロールについて理解する

8月

リーダー養成自己啓発研修

自己啓発研修

OJT研修

OJTの理解と実践

10月

リーダーシップ・面接技法

リーダの役割の理解と場面に応じた面接技法等を学ぶ

1月

メンター研修

経験が浅い職員へのサポート

7月

アンガーマネジメント研修

感情のコントロールについて理解する

8月

苦情対応研修

苦情発生のメカニズム、苦情対応の原則、苦情に至らないための取組

6月

専門職種会議で必要とされる研修

12月・1月

対象職員

開催月
専門職種会議で検討

各専門職種

研修名
OJT・フォローアップ研修

対象職員

開催月

新規採用職員

随時

全職員

各施設年間計画に掲載

人権研修
接遇研修
個人情報研修
基本研修

感染症および食中毒対策研修
リスクマネジメント研修
ケアプラン・個別支援計画と記録

対象職員

研修内容

認知症・認知症ケア研修 / 障がいの理解・障がい特性について

開催月

アンガーマネジメント研修
ハラスメント研修

主任昇任者研修

主任昇任者

指導職としての役割、管理業務などを学ぶ

4月

人事考課者研修（2回）

主任昇任者

職員評価制度における考課の視点、中間面接及びフィードバックの方法

8月・12月

ハラスメント研修

職場のハラスメント防止

11月

メンター研修

経験が浅い職員へのサポート

7月

メンタルヘルス（セルフケア）研修

叱り方トレーニング

怒りのコントロールと正しい部下への叱り方

9月

看取り研修

リスクマネジメント研修

災害時の施設管理及び事業継続

12月

2022 OSJ Business plan

9月・10月・11月・12月

■ 施設主催

■ 主任『指導職研修』
研修名

受験予定者

年間研修計画

年間研修計画

7月

6月・7月・8月

研修名

開催月

次世代のリーダー養成

開催月

■ 専門職研修

■ 4年目以降職員
研修内容

対象職員

介護支援専門員受験対策セミナー

OJT の理解と実践

対象職員

開催月
10月

OJT研修

研修名

対象職員

■ 受験対策セミナー

■ 2～3年目職員

39

対象職員

推奨研修

リスクマネジメント研修
腰痛予防研修

事業所別研修

2022 OSJ Business plan
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■

令和４年度

施設名

事業別実施目標
■

軽費老人ホーム（ケアハウス）和風荘

特別養護老人ホーム・老健・短期入所(介護・障がい)
施設名

特養 目標利用率

短期入所 目標利用率(介護・障がい）

計

軽費老人ホーム（ケアハウス）豊寿荘

定員

目標利用率

一般

40

97.5%

特定

30

97.1%

合計

70

97.3%

一般

50

97.5%

特定

50

97.5%

合計

100

97.5%

特養120名

短期 20名

94.8%

124.4%

99.0%

特別養護老人ホーム美原荘「すごうの郷」

特養29名

短期10名

97.1%

102.3%

98.4%

軽費老人ホーム万寿荘

50

97.0%

特別養護老人ホーム春日丘荘

特養120名

短期12名

92.9%

159.9%

99.0%

軽費老人ホーム河南荘

90

100.0%

特別養護老人ホーム春日丘荘「彩の家」

特養29名

短期11名

95.3%

113.3%

100.2%

特別養護老人ホーム四條畷荘

特養120名

短期10名

96.4%

139.3%

99.7%

特別養護老人ホーム光明荘

特養120名

短期20名

93.6%

128.5%

98.6%

定員

目標利用率

特別養護老人ホーム高槻荘

特養100名

短期10名

97.1%

120.7%

99.2%

特別養護老人ホーム白島荘

特養90名

短期10名

95.7%

137.3%

99.9%

21

98.9%

特別養護老人ホーム豊寿荘

特養50名

短期10名

94.9%

140.3%

102.4%

特別養護老人ホーム永寿園とよなか

特養29名

短期11名

97.6%

107.8%

100.4%

みずほおおぞら

特養29名

短期11名

98.9%

101.3%

99.6%

合

老健95名

計

短期5名

94.1%

94.1%

94.1%

95.7%

122.4%

99.2%

養護老人ホーム
施設名

東大阪養護老人ホーム

豊中市立養護老人ホーム永寿園とよなか
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施設入所支援
施設名

種別

みずほおおぞら

■

通所介護（通所リハ含む）
目標延利用人数

施設名

介護

通所型

障がい

合計

目標利用率

美原荘デイサービスセンター

42名

10,336

1,435

11,771

90.1%

春日丘荘デイサービスセンター

40名

10,202

436

10,638

85.0%

沢池デイサービスセンター

月曜日～土曜日40名 日曜日30名

12,714

1,320

14,034

89.5%

南茨木デイサービスセンター

月曜日～土曜日45名 日曜日30名

12,994

979

13,973

89.3%

四條畷荘デイサービスセンター「ほほえみ」 35名

8,064

936

9,000

85.4%

9,884

90.1%

11,218

90.7%

7,965

91.5%

定員

目標利用率

一般

80

95.3%

光明荘デイサービスセンター

35名

8,798

108

特定

70

93.8%

高槻荘郡家デイサービスセンター

40名

8,471

2,747

合計

150

94.5%

箕面市立光明の郷ケアセンター

28名

7,469

444

一般

30

97.0%

デイサービスセンター「ふれあい」

18名

3,696

98

3,794

81.7%

特定

20

96.0%

豊寿荘老人デイサービスセンター「ゆたか」 月曜日～金曜日38名

10,241

804

11,045

88.8%

合計

50

96.5%

原田デイサービスセンター「ねいろ」

45名

11,037

720

11,757

84.0%

一般

40

96.1%

服部デイサービスセンター「かなで」

45名

11,335

420

11,755

84.0%

特定

30

96.1%

高川デイサービスセンター「ひだまり」

45名

10,994

768

11,762

84.0%

合計

70

96.1%

デイサービスセンター春日丘荘「彩の家」

8名

2,241

0

2,241

90.0%

高槻荘やすらぎデイサービスセンター

12名

3,266

0

3,266

88.1%

かがやき通所リハビリテーション

33名

8,268

782

9,050

91.2%

140,126

11,997

153,153

87.7%

合

計

土曜日20名

978

52

1,030
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事業別実施目標

事業別実施目標

養護老人ホーム四條畷荘

■

種別

その他事業の詳細はホームページに掲載しています
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目標利用率

種別

特別養護老人ホーム美原荘

老健かがやき

■

軽費老人ホーム
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