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令和３年度 社会福祉法人 光風会 事業計画書 

 

１．事業の概要 

１－１．沿革 

平成 16年 9月  社会福祉法人 光風会 設立 

         社会福祉法人光風会 理事長 光武 新人 就任 

平成 17年 11月  特別養護老人ホーム 光の苑（入所 60床 短期入所 12床）開設 

平成 29年 1月  社会福祉法人光風会 理事長 武原 光志 就任 

平成 29年 4月  認知症対応型通所介護棟 完成 

平成 29年 10月  短期入所生活介護 廃止 

令和 元 年 10月  短期入所生活介護 12床 再開 

１－２．所在地   壱岐市郷ノ浦町志原西触 1066 番地 1 

１－３．事業内容   介護老人福祉施設  短期入所生活介護 

１－４．入所定員  60 名（特別養護老人ホーム光の苑） 12 名（短期入所生活介護・含予防）  

１－５．職員数   68 名（正規職員 40 名、準職員 28 名）  

           ※看介護職員 44 名（常勤換算 40.3 名 人員配置 1.8 人 配置基準 3.0） 

１－６．光風会の基本方針                        １－７．ケアの基本骨格 

 

２．令和３年度事業目標 

 ・高齢者と関係する方々、地域全体に必要とされる施設であり続けること 

・壱岐の社会を支える働く世代から厚い信望を得られるような運営 

（ 事業目標 ） 

１ 【 組織力 】  

安定的な収入の確保 

 脅威と変化への対応力 

２ 【 ケア力 】  

知識・技術の獲得  

 感染対策強化 

３ 【 魅力発信力 】 

職場環境の整備 

人材確保と福利厚生 

４ 【 認知症デイ開設 】 

 

（１） 理念 

① 地域の人々とともに安寧に暮らす。 

② 認知症をともに生きる。 

③ 最後のときまで寄り添う。 

（２） 運営方針 

① ケアの質・信頼度で 

他の施設よりも「一歩先んじる」。 

② チームケアに徹し、問題解決能力を高める。 

③ 自分が受けたいケアを行い、 

自分がされたら嫌なケアはない。 

（１）認知症ケア 

 常にご本人の立場から認知症ケアの在り方を問い

直し、新しいケアスタイルを確立する。 

（２）ターミナルケア 

 ご本人とご家族を主体とし、納得のいく旅立ちを援

助する。 

（３）チームケア 

 高いチーム力を身につけ、選ばれる施設として課題

解決能力を高める。 

（４）コミュニケーション 

 上記３つのケアを進めるために基盤となる能力と

して、自身の対話力・対応力を磨く。 

 

   

（４）チームケア 
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２－１．【組織力】～脅威や変化に対応できる強固なチームを目指す 

 ① 安定的な収入 

・入居者の加齢による廃用症候群のリスク管理 

・活動性や健康状態の維持向上を意識したケアと観察 

 ・入所稼働率目標 98％ 

・積極的に算定可能な加算についての検討と計画 

・短期入所稼働率目標 80％  

② 同一労働同一賃金をもとにした賃金制度改定 

・介護職の嘱託職員を正規職員へと雇用転換 

・同一労働同一賃金をもとに基本給・賞与の見直し 

・退職金制度の見直し 

 

 ③ 災害や感染への整備 

・COVID-19対策に必要な物資・備蓄の整備 

・自然災害対策に必要な物資・備蓄の整備および職員の安全確保に関する整備 

・風雨対策：外壁の簡易補修工事および屋根の防水工事 

  ④ 介護現場の生産性向上・業務改善へのステップ 

・介護現場の Dx（デジタルトランスフォーメーション）化 ICTの活用等による業務効率化 

・厚労省ガイドラインに応じた情報整理と共有 

・ハードウエア改善に偏重しないトランス型チームづくりの徹底 

・職員全体への周知準備としてリーダー格スタッフの学び 

 

 

２－２． 【ケア力】～対応力を備えるための知識と技術の獲得 

 

①  スキルを支える知識・思考力の獲得 

・職員の世代交代：経験年数が短い職員、入職後に介護福祉士資格を取得するケース 

・実務の場だけではなく、off-the-jobでの研修や事例検討などの学びあう場の必要性 

  ・施設内・島内での研修 

・オンラインによる全国レベルの研修への参加機会 

・キャリアパス要件に応じた課題：事例報告や演題発表の機会 

 

②  エビデンスに基づくケアプランの立案力 

・科学的介護による効果が重視される時代へ 

・ケアアプラン立案のための観察力と分析力を高める取り組み 

・問題のありかを見極め、複数の解決策からケアの方法を抽出できる専門性 

・「お世話」的な介護 ➡ 科学的根拠に基づいた「介護・ケア」の提供のための研鑽 
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③  感染対策力の強化 

・COVID-19の脅威に対応する、安心安全な環境の保持 

・ハードウエアやソフトウエアに応じた感染対策を確立 

・職員全体の対応力の強化 

 

④  実習生受入れと育成 

・例年通り 3期に分け数名の受入れ 

・他分野、多職種からの実習受け入れ 

・実習生の受入れ効果 介護計画書作成やアセスメント指導力、介護技術指導力、職責意識 

 

２－３．【魅力発信力】～ともに働く場所・ともに生活する場所としての魅力を発掘・発信する 

① ホームページリニューアル 

・スマートフォンでの検索に対応 

・投稿や発信をしやすく利用者や職員にとってもアクセスしやすい構成に見直し 

・時空を超えて情報交換できる場づくり 

  

② 人材確保と育成 

・実習生や見学の受入れを採用につなげる 

・確かなケア力と組織力によって作られる魅力ある職場 

・職員にとってのキャリアパスやモティベーションの維持 

・その実績や成果について、様々な機会をとらえて積極的に発信を 

 

③ 子育て世代を意識した賃金改定と福利厚生の充実 

・働き方改革の推進が叫ばれ、同一労働同一賃金を盛り込んだ賃金制度改定 

・スタッフ全体のリフレッシュ休暇や育児休暇の取得を推進 

・パパスタッフに対しても積極的な休暇の取得を推進 

・病児保育の利用料を法人で負担 

 

④ ご家族との信頼関係の確保 

・島外在住のご家族との信頼関係の構築 

・オンラインでの配信や情報提供、面会 
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【ケアと組織 図１】８つの専門部署がその専門性を磨き、チームに貢献する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【相談】 

・入退所の対応、短期入所による在宅支援 

・入所生活や今後の意向を確認 

・家族や地域との繋がりの回復や維持 

・生活範囲の拡大、QOL・意欲や能力の向上 

・地域力の向上にも貢献 

 

【診療】 

・嘱託医と協力医の先生方の定期往診 

・他科の往診・受診対応 

・健康管理と急変等への対応 

・看取り期の医療的サポート 

【看護】 

・寝たきりゼロへの支援 

・生活の視点から健康管理を 

・ピンピンころりの実現 

・人間本来の回復力・生命力をひ

きだす看護 

・医療分野へのアピールと連携 

【キッチン】 

・高齢者の虚弱や不活発の改善 

・要望や機能に合わせた食の提供 

・食の楽しみや喜びから生命力を

引き出す 

・真空保存・真空調理の見直し 

・きめ細かいニーズへの対応 

・フードロスの削減 

【介護】 

・ケアの原点である傾聴スキルの確立 

・生活リズムや習慣、意向などを把握す

る中心的部署 

・基本方針に沿ったケアの展開 

・職員育成、諸課題の解決や判断の中枢

を担う。 

 

【機能訓練】 

・生活上の能力発揮と障害軽減に生

かす提案 

・福祉用具・動作分析・認知機能評

価からケアを後押し 

・廃用症候群予防、生活能力や QOL

の向上を多職種と連携しながら進

めていく 

 

【業務】 

・施設内の安全と保清 

・事故・感染予防に貢献。とりわけ COVID-19

対策に大きく関与 

・介護関連業務の一端を担う 

 

【経理・総務】 

・設備・経費などの管理、財源の創出 

・必要な物品・機器の選定と提案 

・福利厚生、労働環境改善への貢献 
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【ケアと組織 図２】 複数の専門部署が協働した委員会組織。トランス型チームを意識し、互い

が重なり合ってよりきめ細かく迅速に対応してケアに当たる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

愛食委員会 

・最期まで口から食べる 

・個々に応じた食事の提供 

・無理強いしない食事 

・肺炎や低栄養、褥瘡の予防、活動性の維持 

・口腔機能の維持 

・低栄養リスク改善加算等 

 

事故予防・感染対策 

委員会 

・基本的スキルの徹底による予防対策 

・COVID-19・インフルエンザその他の感染

症に対応できる知識と方略の確立 

・活動性の向上による事故予防 

・身体拘束を行わない事故予防対策 

排泄ケア委員会 

・自立と尊厳に配慮したケアの保障 

・自然のリズムを維持できるよう支援 

・積極的に排泄ケア加算を算定 

・使用するパッド選定などコスト削減にも

貢献している。 

・排泄支援加算算定 

 

ライフシップケア委員会 

最終段階を「看取る」だけの支援から、人生行路

を充実させ全うする支援へとスイッチ。 

・早期から ACPへのサポートを開始 

・ご家族や職員への心理的サポート 

・看取り介護加算算定 

 

褥瘡予防対策委員会 

・絶対に褥瘡は作らない 

・寝たきりゼロの推進＝しっかり食事を

摂る・立つ・歩く・動く生活の継続 

・夜はリラックスした体位で熟睡できる

ようサポートし拘縮予防にも貢献。 

・褥瘡マネジメント加算算定 

テクノエイド委員会 

・介護負担軽減目的の福祉用具 

の選定と導入。活用技術力の確保。 

・福祉用具の適応による入居者の活動性の向

上、寝たきりや褥瘡、誤嚥予防に大きく貢献す

る専門分野を担っている。 

・用具の点検による事故予防にも関与。 

身体的拘束適正化委員会 

・身体拘束ゼロの維持 

・ドラッグロック・スピーチロック対策 

・職員研修の実施 

・認知症の方への正しい接し方の理解や虐待

防止に関する研修。 
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２－４．認知症対応型デイサービス開設に向けて 

 ◎ 時代とともに変化している認知症施策：たとえ認知症であっても、排除されることなく不自由

さや失敗を許容される社会環境の整備。包摂的な社会心理（ソーシャルインクルージョン）があれ

ば、BPSD（行動心理学的症状）が誘発されず穏やかに過ごすせる 

➡ 地域でもっと穏やかに認知症の方たちが暮らせる社会を創出する使命 

➡ 夜勤可能な職員の確保を実現と、新しい視点での認知症者への対応の必要性に関する自覚を育  

て、開設への一歩を進めたい。 

 

3．その他の実施計画 

３－１．研修計画 

・技術と知識獲得のための研修        ・演習型、事例報告などの研修の機会 

・認知症に関する新しいとらえ方に関する研修 ・各委員会分野に関する研修や学会参加 

・オンラインによる研修等から機会の拡大  

・介護分野における生産性の向上（組織改革・チームマネジメント）にする研修機会（主任・課 

長クラス） 

4月 虐待防止研修 【毎月または随時実施分】 

全体ミーティング 

各部署ミーティング 

各委員会ミーティング 

採用時研修 

  事故対策マニュアル 

  身体拘束廃止マニュアル 

  虐待防止マニュアル 

  ハラスメント防止マニュアル他 

基礎研修（随時） 

応用研修（実施予定） 

中堅研修（オンライン） 

ユニットリーダー研修（オンライン） 

各学会等への演題発表（オンライン） 

5月 感染予防対策研修① 

6月 ＡＥＤ／ＣＰＲ講習会 

7月 身体拘束廃止研修 

8月 認知症に関する研修（全 3回） 

9月 感染予防対策研修② 

10月 事故予防対策研修 

11月 認知症に関する研修（全 3回） 

12月 認知症に関する研修（全 3回） 

1月 褥瘡予防研修 

2月 ターミナルケアに関する研修 

3月 施設内学会・事例検討 

 

３－２．設備、整備に関する計画 

１）各種点検  

・防災設備点検を年 2回  ・建築設備（年 1回） ・建築物、非常用発電機（各３年毎）ほか 

２）防火避難訓練 年 2回               

３）防災関連 

・防災訓練 防災食の提供訓練   ・災害対策  ・災害時の人員確保と宿泊時の設備 

４）エアコン入替工事 

５）短期入所ユニット 各居室への TV設置  


