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社会福祉法人 清和園 
令和 4 年度 事業計画 基本方針 

 
仏教精神の三宝、法人理念である「佛」「法」「僧」（明るく・正しく・仲良く）をよりどころとし、

法人の永続的な発展を通じて地域社会の発展に貢献することを清和園の基本方針とする。 
また、我々は、限られた人材と資源の中で最大の効果と永続的発展を追求し、「職員の技術向上と

施設や部署を跨いだ組織的連携」によってサービスの質と量を高め、それによる「社会貢献、公益
性」と拡大再投資のための「収益性」の両立を図らなくてはならない。 
各施設、各部署が今年度の事業計画を立案する際、次の点を意識し、年間を通じ、理念、方針、

事業計画を広く職員に周知、浸透させること。 
 

○ 重 点 項 目 ○ 
１．法人理念「佛・法・僧」「明るく・正しく・仲良く」の認識と実践 
・定期的に追善法要を営み、死者を偲んでお経をあげることで、ご利用者の心の安定を図る。ま
たその場で、故人を通じて形成されたご家族、ご友人、職員等の絆とご縁を再確認する。 

・法人理念である「佛・法・僧」「明るく・正しく・仲良く」を職務上の言動に表現することが社
会福祉の実践に繋がることを意識すること、周知徹底を図る。 

 
２．人材育成 
・職員の定着とサービス向上に向け、新卒者、中途採用職員、中堅職員に対する専門知識別の育
成を図る。 

・外国人介護職員技能実習指導者の活動を継続しながら、受入れに向けた調査研究を継続する。 
・新卒採用約 30 名の育成、早期戦力化を主眼として、各拠点の事業規模による配置を行い、コー
ス別採用に対応した研修体制、受け入れ態勢を確立する。 

 
３．職員採用 
・新卒採用活動 
→ 清和園の魅力を発信するための、若手リクルーターの育成と採用広報の内容見直し。 
→ 引き続き、「中途採用ゼロ、全て新卒採用でまかなう体制」を目指す。（令和 5 年度新卒入職 
数目標 30 名） 

→ 高卒、専門学校卒の積極的採用 
  → 実習生へのアプローチ強化 
  → インターンシップ経由の採用活動強化 
  → 有資格者の採用活動強化 
       
・中途採用活動 

  → 公的就労支援機関への細やかな働きかけを継続する。 
  → 人材紹介会社 HP の当法人求人削除依頼を定期的に行うこと等、清和園 HP への求職者誘引 

を図る 
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→ 派遣職員から正職員への転換を引き続き推進する 
 
４．制度に沿った事業運営と基本的業務の点検 
・基本的なサービスが実施できているか、書類上の不備は無いか、法令順守責任者が中心となり、
定期的な事業の点検を実施する。 

・利用者にとって適切なサービスを提供する。（安全、安心、安楽な介護 ・ 清掃 ・ 整理整頓 ・ 
挨拶 ・ マナー等基本的事項の徹底） 

・各種マニュアルの再点検と改訂 
・会計監査人による監査受審により、さらなる透明性の向上とガバナンス強化を図る。 

 
５．コンプライアンスの徹底 
・職業倫理、各種法令、制度を厳守した事業運営。（京都市監査、第三者評価受診、内部監査、会
計監査人監査） 

 
６．広報活動の強化 
・組織の理念、方針、機能、具体的な事業内容、サービスの内容、職員の思い、地域における施
設のセーフティーネット機能などを広く地域社会に伝えることにより、地域住民の皆様への安
心感を醸成する。また、広報活動が施設利用の促進や求人活動に大きな影響を与えることも意
識し、規定された情報開示だけを行うのではなく、経営の重要事項として広報活動を継続して
推進する。 
→ 新規事業所開設時広報（在宅特養普及啓発、洛西ニュータウン全戸ポスティング） 

  → インスタグラム公式アカウントの積極的拡大 
  → 各種広報活動に用いる動画制作 
 
７．リスクマネジメント 
・事故、感染症、災害、情報セキュリティーに対する備えの強化。 
・非常事態においても重要な業務を中断させず、早期復旧を図るための事業継続計画（BCP）の
策定を行う。 

・コロナ対策継続とウィズコロナにむけた検討 
 
８．地域社会に根ざし、地域にとって必要不可欠な施設になるための取組み 
・利用者 ・ 家族 ・ 関係者 ・ 各種機関 等との幅広いコミュニケーション。 

 ・「地域における公益的な取組を実施する責務」を果たすための取り組みを引き続き推進する。 
    
９．老朽化設備、物品の更新必要性についての検討 
・安全に係る設備や物品を最優先に検討、優先順位をつけ更新を実施する。 
→ 老朽化著しい吉祥、城南を集中的に修繕箇所の取りまとめを行う 
 

１０．その他共通事項 
・現在提供のサービスを常に利用者の目線に立って見直すことによりサービスの向上を図る。 



 4/18 

令和 4年度事業計画 

・各サービス共、高稼働率維持と新規ケース獲得への取組みを引き続き推進する。 
・各施設所在地域において、施設機能を活かした地域包括ケアシステムへの効果的な役割を果
たす。 

・各施設の事業計画とそれに基づく数値的目標の進捗状況確認を実施する。 
  ・働きやすい職場づくりの推進 
   → 労働時間の客観的把握、業務効率化と長時間労働の抑制 
   → 職員が良質なサービス提供に専念できる体制を整えるため、職員処遇と職場環境改善につ

いて継続検討し、規程化を図る。 
   → 年間休日数増加の影響をモニタリングしながら、有給休暇の取得を促進する 
   → 福利厚生のメニュー化と職員周知 
   → 介護職員処遇改善の拡大への対応 

・全施設、全事業を含む在宅特養コンセプトの普及を図る 
   → 施設からの在宅復帰とそれを支えるサービス供給体制の整備（新規事業の拡大）（既存事

業展開の工夫）（公益性と収益性の両立） 
   → 法人内外の事業所及び利用者情報集積の中枢である居宅介護支援事業所とサービス供給

を担う法人内各事業との連携強化を図り、適切な介護サービスを地域の利用者に提供する。 
   → 西京区、居宅介護支援事業所単独進出による、在宅特養普及拡大を図る。また、令和 4 年

度第 2 弾として、伏見区現エリア外への新規居宅介護支援事業所を開設し、同様の取り組
みを強く推進する。 

   → 吉祥院デイサービスセンター施設機能拡大（居宅介護支援、通所、訪問、配食のパッケー
ジ化、在宅特養の推進） 

  ・部門横断会議（CFT）による、人材採用、広報、事業企画を進め、施設間連携の活性化をさ
らに推進する。 

  ・児童館 3 館連携の強化と高齢分野事業との連携を検討する。 
  ・清和園発祥の地としての水尾寮跡地利用の検討と、水尾、宕陰地域活性化に向けた取組の検

討。 
        
 
※ 赤字部分は昨年度から追加変更部分 

                                               
以 上 
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令和 4 年度 愛宕ゆうこうの郷全体方針 事業計画 
                            愛宕ゆうこうの郷 
                            施設長 水内 直 

 
１【法人理念「佛・法・僧」「明るく・正しく・仲良く」の認識と実践】 
・「佛＝明るく＝笑顔」  
ご利用者・ご家族・地域の方々・ボランティア・職員の笑顔が行き交う施設を目指します。 

・「法＝正しく＝誠意」 
全てのサービス提供に誠意や真心を持って、お応えする施設を目指します。 

・「僧＝仲良く＝共生」 
「この施設で生活してよかった」と感じて頂けるよう、ともいき（共生）の精神を大切にする
施設を目指します。 

２【人材育成】 
・職員の資質向上の為、外部研修については「認知症介護実践者研修・実践リーダー研修」をは
じめとする専門研修の受講とチームケア推進の視点から「生産性向上」「アンガーマネジメント」
「ファシリテーター養成」等の研修参加に努めます。 

・内部研修については介護保険法上の必須研修の他、キャリア段位制度のレベル研修を実施しま
す。今後の法人事業運営の多角化を鑑み加算要件の資格取得を推奨します。 

・インターンシップの受け入れについては、養護老人ホームのソーシャルワーク機能や地域包括
ケアシステムの推進をメインとした取り組み実践から、相談援助技術を「見える化」し提供す
ることで養護老人ホームの魅力発信につなげます。 

３【職員採用】 
 ・法人 CFT の人材採用 PT との連携により、法人内事業活動をより多くの新卒者に届けます。卒

業した大学や専門学校に対しての法人・施設パンフレットや定期刊行物の郵送をはじめ、各学
校の就職支援課（キャリアサポートセンター）との意見交換を実施することで、顔の見える関
係の構築を行います。 

 ・中途採用については、亀岡市・南丹市等のエリアを積極的にカバーすることで、新たな人材確
保に努めるとともに、京都市エリアからの採用希望者に関しては、施設送迎バスによる通勤手
段の確保がなされている点を積極的にアピールし採用につなげていきます。 

４【制度に沿った事業運営と基本的業務の点検】 
・一般型特定施設入居者生活事業所の運営に関しては、LIFE を軸とした加算取得を進めます。ま
た、自主点検表や監査指導基準を参照し、適正な事業運営を構築していきます。 

・養護老人ホームとしての利用者へのサービス提供の在り方や地域包括ケア推進のため、SDGｓ
（持続可能な開発目標）を一つの指針として、サステイナブルな地域貢献の在り方を地域住民
や行政等と検討していきます。 

５【広報活動の強化】 
 ・地域公益活動や施設内の行事等の取り組みを、機関紙や SNS を通じ公開。コロナ禍で面会の制

限を実施せざるを得ない状況を鑑み、2 か月に一度発行する機関誌には出来るだけ、利用者の
笑顔を掲載。利用者家族等にはメールアドレスやラインアカウント等を登録いただくことで、
タイムリーな情報発信を実施します。 
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・地域の掲示板を借用し、地域への施設独自のサービス提供に向けたアピールを実施。持ち帰り
給食サービスの拡充や施設購買の活用、地域住民の送迎対応等を検討していきます。 

６【コンプライアンスの徹底】 
・施設運営上の基盤となる「社会福祉法」「老人福祉法」及び「養護老人ホームの設備及び運営に
関する基準」、「介護保険法」の理解を進めます。 

・人権擁護の視点を大切にし、身体拘束やあらゆる虐待と差別を撤廃するとともに、ジェンダー
平等の実現を通じてハラスメント・ゼロの取組を進めていきます。 

７【リスクマネジメント】 
・台風や大雨・雪等の自然災害に対応する為のＢＣＰ計画策定完了を受け、実際の災害等を想定
した訓練を実施。地域の公的避難所となる宕陰出張所との連携を図り、必要物品の配布や貸与
を念頭に、具体的な災害避難計画を実施します。 

・新型コロナウイルス感染症やインフルエンザ・ノロウイルス等の感染症へ予防策を継続。PPE
の対応をはじめとして館内の消毒や換気・加湿、オゾンによる消臭とウイルスの不活性化を実
施。嘱託医等の指導も仰ぎながら、今後も感染症対策については、マニュアルの更新をはじめ
最新の情報を得ることで、予防対策を講じていきます。 

８【地域社会に根ざし、地域にとって必要不可欠な施設になるための取組み】 
・樒原・越畑・水尾地域の自治連合会・消防団・民生委員・老人福祉委員や学区社協との連携を
密にし、コロナ禍での施設としての社会貢献活動の在り方を協議していきます。これまで継続
実施してきた『宕陰・水尾買い物送迎』についてはニーズも高く、年度当初に年間実施計画を
右京区社協と協議し立案。感染状況を踏まえ、提供できるよう体制を整えます。 

９【老朽化設備、物品の更新必要性についての検討】 
・全館の Wi-Fi 環境が整い、今年度はさらにその活用を踏まえ、DX（デジタルトランスフォーメ
ーション）推進による業務の効率化を検討。今年度は大型空調機器のオーバーホールを予定。
10 年を経て修繕箇所が増加傾向にある。年度当初に微細なものを含めた修繕計画を立案し実施
していきます。 

10【法人全体事項】 
・月初の定員維持を基本とし、特定・養護の両サービスの実質年間稼働率 95％を目指します。 
・有給休暇の消化率や公休日数の増加に伴う業務の進捗をモニタリングし、働き方改革への対応
を法人事務局と連携し進めていきます。職員のやる気を引き出す福利厚生のメニュー作りや現
在のメニューの活用を推奨する。 

・これまでも実施してきた、自立支援継続に伴う「在宅復帰」の可能性を最大限検討します。在
宅復帰に伴うトリガーを抽出し、退所後の援助を含め法人内他サービスとの連携を含め調整し
ます。 

・2016 年（平成 28 年）4 月 1 日策定の中・長期計画を更新。2022 年（令和 4 年）4 月 1 日策定
の中・長期計画の基、法人の理念の具現化と施設運営の継続に向けて推進を図ります。 

                                        
以上 
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令和 4 年度 鳥羽ホーム全体方針 事業計画 
                             鳥 羽 ホ ー ム 

                                  施設長 小村 一誠 
 
社会福祉法人清和園を 55 年支えてきた軽費老人ホーム鳥羽ホームの歴史と功績を忘れず、また新

しい歴史の始まりを担う責任を感じながら施設運営に邁進するため、法人全体の基本方針に従って
鳥羽ホーム事業計画を立案し、達成に向けて職員と共有して参ります。 
 
１．法人理念「佛・法・僧」の理解。法人の歴史を認識し、理念実施の徹底を図る 
 職員に向けた集合研修や新入職員向けの個別研修で、法人の歴史や法人理念「佛・法・僧」の周
知徹底を図り、これまでの法人運営に恥じぬ施設運営を目指します。 
 
２．人材育成 
清和園の研修制度やキャリアパス制度を軸に育成しながら、施設で職種ごとの専門的指導を行う

ことで、より質の高い職員支援体制を確保します。また、資格取得の機会を活用して専門的知識の
習得を促し、各部署の有資格者割合を高い水準で確保できる体制を整えます。加えて、コース別採
用に対応した受け入れ体制を整備し、人材が幅広く活躍できる環境を整えます。 
 
３．職員採用 
 採用活動に参加する職員の意識向上、法人の魅力を発信できる職員の育成を行い、計画的な法人
採用が実現できる体制づくりに取り組みます。また、実習生の受け入れやインターンシップの受け
入れを積極的に行い法人の魅力を伝える機会を増やします。 
 
４．制度に沿った事業運営と基本的業務の点検 
 適正に事業を行うため四半期ごとに運営実態をチェックするとともに、法人内及び施設内の組織
体制を示し、指示命令系統の確認や職種間の連携について部署長を中心に職員全体で共有いたしま
す。また、新型コロナウイルス感染予防マニュアルは、最新情報をもとに随時更新いたします。 
   
５．コンプライアンスの徹底 
 職業倫理、各種法令、関連制度の内容と遵守の重要性を周知徹底することで、職員がコンプライ
アンスに積極的に取り組むように指導するとともに、職員間で円滑にコミュニケーションがとれる
よう管理職が中心となって機会の創出につとめます。 
 
６．広報活動の強化 
 新型コロナウイルス感染症に十分警戒しつつ、地域住民参加のイベントや会合に参加することや、
施設開放を通じて法人や施設の取り組みを知ってもらい、理解を深めることによって身近な存在と
して感じてもらえるよう引き続き活動していきます。また、引き続き社会福祉士や管理栄養士の実
習受け入れを継続し、学生に対してソーシャルワークの重要性や法人の魅力を伝えます。 
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７．リスクマネジメント 
 法定研修や外部研修を通じて事故・感染症・災害に対する予防策や備えを徹底させるとともに、
実際に事象が起こった場合は一つ一つ原因と対策を協議し再発を防止します。また、各種事業継続
計画を各部署で作成し、早期に実用化できるよう整備を行います。 
 新型コロナウイルス感染症のみならず、社会情勢に大きな影響を及ぼすリスクに対して職員が一
丸となって対応できる組織作りを心がけます。 
 
８．地域社会に根ざし、地域にとって必要不可欠な施設になるための取組み 
 新型コロナウイルス感染症に十分配慮し、定期的に開催する運営推進会議で利用者や家族、地域
役員及び各種機関の意見を収集して、地域における施設の在り方について議論し、地域に貢献でき
るよう責務を果たします。 
 
９．老朽化設備、物品の更新必要性についての検討 
 今後 50 年間に渡る利用計画、修繕計画に沿って適切に更新及び更新の準備を行います。 
 
１０．法人全体事項 
 法人内施設との定期的な情報交換や職員交流を通じて体制強化を図ります。また、利用者の満足
度調査や施設職員とのヒアリング結果をもとに、質の高いサービスの維持と働きやすい職場環境の
整備を進めます。 
 介護報酬改定に伴う体制強化や方針転換を適宜適正かつ柔軟に行い、利用者及び職員に不利益の
無いよう運営いたします。 
  

                                              
以 上 
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令和 4 年度 城南ホーム全体方針 事業計画 
                             城 南 ホ ー ム 

                                  施設長 上田 忠裕 
 
過年度での新規事業開設に伴い、飛躍的に充実した在宅サービスをますます発展させ、在宅特養

の取り組みを継続して推進し社会に貢献するとともに、既存サービスに対して刺激を与え、施設が
成長し竹田学区の福祉拠点として地域の方々より信頼され、安心と安全のサービスを提供し続ける
ことがきるよう、法人基本方針に則った城南ホーム全体方針を策定します。 
 
【法人理念の認識と実践】 
仏教精神に基づく法人理念を日々朝礼で唱和し、我々の活動が「明るく、正しく、仲良く」を基

本として実施されていることを理解し、利用者様や御家族が心身の安らぎ得られるよう、日々の生
活支援、看取り介護、故人追善等の尊厳を守る活動を永続的に行える運営基盤を職員全員が協力し
て作り上げていきます。 
 
【人材育成】 
清和園の人材育成制度に則り、一次研修や内部研修を計画的に実施し、職員教育を進めていきま

す。同時に、インターネット環境を活用したオンデマンド研修等に職員を積極的に参加させ、コロ
ナ禍でも平時と変わりない資質向上に努めます。また、未経験、無資格者に対して資格取得を働き
かけ、職員の専門性の向上に努めます。 
 
【職員採用】 
法人全体での採用活動について、施設として求人及び広報活動に職員を派遣し、積極的に福祉の

仕事について現場目線から情報発信していきます。また、事業拡大にむけて新たな人材を積極的に
獲得できるよう、施設での実習、ボランティア、インターンシップ等を受け入れ、様々な角度から
施設に触れることができる機会を提供していきます。 
 
【制度に沿った事業運営と基本的業務の点検・コンプライアンスの徹底】 
利用者様にとって安心できるサービスが提供できるよう、職員は言葉使いや挨拶、身嗜み、施設

内の美化や、マナー向上を強く心がけます。また、例年どおり介護保険事業の自主点検表を活用し、
各サービスでの業務点検を部署長以外も参加させ、多くの職員が制度への理解を深める事ができる
よう努めます。 
 
【広報活動の強化】 
施設活動やサービスについての可視化の重要性を広く職員に伝え、プライバシーに配慮した上で

可能な限り我々の活動を発信してもらえるよう啓発し、利用者様や関係者だけでなく、多くの方か
らの城南ホームへの関心を持ってもらえるよう取り組みます。 
 
【リスクマネジメント】 
施設で起きうる様々なリスクに対して、例年通り訓練実施やマニュアル整備を行います。また自
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然災害・感染症におけるリスクに対し、城南ホームにおける BCP の策定をします。 
 
【地域社会に根ざし、地域にとって必要不可欠な施設になるための取り組み】 
感染症の社会状況を鑑み、介護相談会「ともいきサロン」を定期的に開催し一般の方々に対して

城南ホームのアウトリーチ活動行うとともに、サービス事業者に対しても在宅特養や城南ホームサ
ービスの取り組みを伝え、地域の福祉拠点としての存在感を増す取り組みを継続していきます。 
 
【老朽化設備、備品の更新必要性についての検討】 
設備の老朽化が多く見られる中、施設運営やサービスの安全性が阻害されないよう、優先順位を

定め改修を行っていきます。今年度は、オゾン脱臭装置、厨房機器、高圧受電設備の改修を行って
いきます。また、引き続き利用者様の安全性向上と業務効率化が図れる、生活備品も更新を行いま
す。 
 
【法人全体事項】 
法人内での新規事業所開設に向け、城南ホームからも積極的な参画を図り、清和園としての連帯

感を持つと同時に、横のつながりをから各施設の経験や手法を学び、城南ホームにおけるサービス
の質の向上に取り組みます。また、法人内施設間での利用者様の生活向上の取り組みも実施してい
きます。職員においては、それぞれの生活の多様性を尊重し、長時間労働の緩和、有給休暇の積極
的取得等を継続的に実施します。 

以 上 
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令和４年度 吉祥ホーム全体方針 事業計画 
 

吉 祥 ホ ー ム 
施設長 森 晋一郎 

 
法人理念である「佛（明るく）」「法（正しく）」「僧（仲良く）」をよりどころとし、法人の永続的

な発展を通じて、地域社会の発展に貢献することを基本とし、事業計画を策定いたしました。 
 社会資源のひとつであり、地域福祉の拠点である吉祥ホームを最大限活用していただくべく、在
宅特養の普及啓発を通じて実践的な提案をおこない、地域住民の福祉リテラシー向上に努めます。 
 
１．法人理念「佛・法・僧」「明るく・正しく・仲良く」の認識と実践 
  ・定期的に追善法要を営み、死者を偲んでお経をあげることで、ご利用者の心の安定を図りま

す。またその場で、故人を通じて形成されたご家族、ご友人、職員等の絆とご縁を再確認し
てまいります。 

・法人理念である「佛・法・僧」「明るく・正しく・仲良く」を職務上の言動に表現することが
社会福祉の実践に繋がることを意識し、周知徹底を図ってまいります。 

 
２．人材育成 
  ・主に３年未満の経験の浅い職員に対し、年間 10 名程度の育成枠を設け、計画的かつ段階的に

キャリア開発を行い、個々の自己効力感を高め、適切に配置するよう努めます。 
・リーダー以上の職員に対して、カウンセリング技法を軸とした、ヒアリングの技術向上に努
めます。介護技術指導だけでなく、チーム力向上を目的とした、得意を見つけ伸ばす指導教
育方法の実践に努めます。 

  ・技能実習生及び特定技能実習生２名の受け入れを検討、実施してまいります。 
 
３．職員採用 
  ・引き続き、ロールモデルとなる職員のキャリア開発に努め、リクルーターを通じて、吉祥ホ

ームでどのように成長できるのかをイメージしやすいよう、職場の魅力発信に努めます。 
  ・派遣職員から正職員への転換を推進してまいります。 
  ・補助制度を活用して、採用コスト圧縮に努めます。 
 
４．制度に沿った事業運営と基本的業務の点検・コンプライアンスの徹底 
  ・定期的な自主点検、内部監査、京都市監査、第三者評価による各事業の適正化と改善を図り

ます。 
・各種業務マニュアルの見直しと改訂を行います。 
・清和園職員倫理要綱に基づき施設内研修を行い、職種問わずに広く周知し、健全な施設運営、
コンプライアンスの徹底を図ります。 

 
５．広報活動の強化 

・SNS を活用し、吉祥ホーム各事業で行っている取り組みの発信に努めます。 
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６．リスクマネジメント 
・施設内の衛生管理に努め、徹底した感染症予防を行います。 
・面会の在り方や、ご家族に向けた情報発信を見直します。コロナ禍により減りつつある家族
との関りを、利用者の状態を鑑み、コロナ禍に沿うよう再構築すべく検討してまいります。 

 
８．地域社会に根ざし、地域にとって必要不可欠な施設になるための取組み 

・介護相談会や介護予防教室を通じ、一般高齢者やその家族に情報提供と支援を行います。 
・介護相談会のリニューアルを行い、予防教室との連動を強化していきます。 

 
９．老朽化設備、物品の更新必要性についての検討 

・開設２９年目を迎え、高額な設備が老朽化しているなか、エレベーター２基、2 階浴場、防
水を中心に修繕計画を立ててまいります。また、利用者居室のリニューアルも検討してまい
ります。 

 
１０．法人全体事項 

・西京区に開設予定の居宅介護支援事業所との連携に努めます。 
・吉祥院デイサービスセンター施設機能拡大にともない、連携、支援に努めます。 
・感染症対策に十分配慮しながら、児童館との連携に努めます。 
・引き続き「在宅特養」の普及啓発に努めてまいります。 
・引き続きデイサービスにおける短時間サービス提供のニーズの増加を受け、提供プログラム
の見直しを図ります。また夜間帯におけるデイサービスのサービス提供を検討、実施してま
いります。 
 

以 上 
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令和 4 年度 久世ホーム全体方針 事業計画 
久 世 ホ ー ム 
施設長 遠山 淳 

 
久世ホームは、法人理念「佛」「法」「僧」（明るく・正しく・仲良く）を実践するため、地域社会

と密着した施設運営を行います。今年度も昨年度と同様に、介護予防・介護・医療・福祉を複合し
て提供する中で、初めて見えてくる「地域包括ケアの実現、在宅特養の普及啓発が最優先の課題で
あると認識し、全職員が一丸となり様々な取組、事業を実施して参ります。 
 
【法人理念「 仏 ・ 法 ・ 僧 」の理解 法人の歴史を認識し、理念実践の徹底を図る】 
法人理念である仏（明るく）法（正しく）僧（仲良く）を表情・態度・言葉に表現し、施設運営

にかかわる全ての方々（ご利用者・ご家族・地域住民・関係機関）と意志疎通を図り、福祉の推進、
向上に努めます。 

 
【事業連携/職員採用/広報活動の強化】 

法人内 CFT 事業、採用、広報プロジェクトの連携を図り、既存事業の更なる充実（在宅特養）、
新規事業の立案、採用計画 30 名を実現出来るよう努力致します。また、清和園のブランド価値を
高めるため、複合的な広報活動を展開します。具体的な内容は以下の通り。 
① 在宅特養の普及啓発（京都市西京区、伏見区を中心に実施） 
② 法人 HP の更なる充実 （更に見やすく分かりやすく）  
③ SNS を活用した情報開示（主にインスタグラム、365 日継続） 
④ YouTube の活用（HP、インスタグラムから拡散） 
⑤ 清和園が発行している広報誌の継続及び充実 
⑥ 既存職員のキャリアアップを目的とした施設間、施設内における人事異動を可能な範囲で行っ

て参ります（令和４年度目標 久世ホームから法人内他施設へ５名） 
 
【制度に沿った事業運営と基本的業務の点検】 

感染症や非常災害の発生時においても利用者に対するサービスの提供を継続してできるよう、そ
のための計画を策定し、体制の整備や必要な研修や訓練を実施していきます。【業務継続計画
（BCP）】 
会計監査人監査、行政監査、法人内部監査、第三者評価、ISO9001 認証審査を活用し、透明性

の高い事業を実施して参ります。また、四半期毎に各部署長が「京都市介護保険サービス事業者自
主点検表」を用いて事業の見直しを行い制度に沿った事業運営を行ないます。 

 
【コンプライアンスの徹底】 

関係する各種法令の意味を深く理解する研修を実施致します。（年 12 回）研修機会を通して、
各種関係法令を守るため、職員の規範意識、倫理意識の向上を図っていきます。また、介護保険制
度のみならず労働環境の整備、福利厚生の充実も検討し、働きやすい職場づくりを行います。 

【リスクマネジメント】 
大流行している新型コロナウイルス対策を以下の 3 点に分け徹底して行い蔓延防止に努めます。 
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「職場対策」 
・全館 30 分に一回換気を実施（事務所から全館放送で換気実施を促す） 
・不特定多数の人が触れる机や椅子、送迎者、PC、複合機、電話機、ドアノブ、手摺、照明類の
スイッチ、電子レンジ、ポットやエレベーターのボタン等を 1 時間毎に消毒する。トイレ（床
を含む）の定期清掃、消毒の頻度については、清掃委託業者と契約の見直しを検討します。 
「個人対策」 

 ・職員は自身がエッセンシャルワーカーであるという事を深く理解し、市中感染等々「常に感染
する可能性がある」という意識を持ち、人混みを避ける等、当たり前に要求されている事を個々
の日常生活の中でしっかりと実践する。また、職員の家族等が感染の可能性がある場合も含め、
職員と職場との情報共有を密に実施します。 
「地域啓発」 
・感染予防の啓発及び正しい情報を単身高齢者、各種サービス利用者に提供する。また、義務化
された接触以外は感染拡大に繋がる恐れがあるので、極力減らし、可能な場合は延期、中止を
検討する。また、他の感染症、介護事故等含め、細心の注意をはらって実施します。 

 
【地域社会への貢献】 

久世ホームが実施する事業は、「地域の生活を支える拠点」であるという意識を強く持ち、「地域
を創造する」「地域に届ける」「地域の中での存在感を高める」「地域に使っていただく」ことに尽
力します。 
久世ホーム南側の「地域交流の為のドッグラン」を上手く活用、運営し、地域コミュニュケーシ

ョンの活性化を図ります。また、ドッグラン、公園という特性から地元地域だけでなく京都府全域
に清和園の名前を広めるよう努力します。 

 
【老朽化対策】 

開設 24 年を迎え、当時設置された設備機器の多くが、老朽化してきております。特に加圧吸水
ポンプユニットの部品等、不具合が生じると利用者の日常生活に異常を来たすものを最優先に修繕
を実施します。また、他の老朽化しつつある設備や施設外観や内装についても適切に確認し、美観
を損ねるような汚損破損も含め事前の対処を心掛け修繕を行います。 
 

【法人全体事項】 
令和４年４月から西京区、下半期からは伏見区に開設予定の単独居宅介護支援事業所にて、在宅

生活の限界点を高める「在宅特養」を推し進める為、協力体制を久世ホーム内で整備します。（具
体的には介護支援専門員の増員及び人事異動）また、吉祥院老人デイサービス施設機能拡大が速や
かに進むよう、久世ホーム全体でバックアップに努めます。さらに、清和園の強みである児童館事
業と連携を図り、施設単体ではなく法人全体の強みを生み出す事に貢献できるよう努力致します。 

 
以上 
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令和 4 年度 京都市吉祥院老人デイサービス 全体方針 事業計画 
 
                          京都市吉祥院老人デイサービスセンター 
                                   施設長 村山 順章 
 
京都市吉祥院老人デイサービスセンターのサービス充実、機能強化を図り、吉祥院学区及び、周

辺地区の福祉拠点として、利用者様や地域の方々の生活が支援できるよう、職員一同が事業の垣根
を越えて連携し、清和園の理念及び基本方針に沿い謙虚な気持ちをもって職務を遂行してまいりま
す。 
 
【法人理念「佛・法・僧」「明るく・正しく・仲良く」の認識と実践】 
日々の就労開始時に法人理念を唱和、確認し日々のケアに対して「明るく、正しく、仲良く」を

主眼事項として捉え業務遂行していきます。社会福祉法人であることを理解し、ご利用者の多様な
ニーズへの対応、地域における高齢者福祉を行う施設として永続的に事業運営が行えるよう実践し
ます。 
 
【人材育成】 
清和園の在宅介護サービスを担う職員として、「在宅特養」に対する理解を深めると共に、それに

即した知識・技術の向上に努めます。また清和園の人材育成制度に則り、各自がキャリアアップで
きる取り組みへの参加、人材の定着、有資格者を増やす取り組みを進め、ケアに対する質の向上に
努めます。 
 
【職員採用】 
法人全体での採用活動について、広報活動に積極的に協力し、清和園の業務内容について情報発

信を行い、人材の獲得が行える体制づくりを推進します。法人の共通目標である、「中途採用ゼロ、
全て新卒採用でまかなう体制」を念頭に、施設運営を行ってまいります。 
 
【制度に沿った事業運営と基本的業務の点検】 
指定管理施設として、適切な運営が滞りなく行えるよう、日々の業務の見直しと共に、自主点検・

法人内内部監査等も励行し、制度の理解に加え、運営基準や加算要件について理解できるよう、適
宜会議や研修を実施し安定した事業運営が行えるよう努めます。 
 
【コンプライアンスの徹底】 
職業倫理、介護保険等各種法令及び制度の厳守と共に、事業継続計画の内容を理解し適切な運営

に努めると共に、職員各自には定期的な研修を会議等にて実施してまいります。 
 

【広報活動の強化】 
自施設、各サービスの事業内容及び活動について、ホームページや広報誌、インスタグラム等の

SNS を活用して広報を行い、広く地域内外に清和園、京都市吉祥院老人デイサービスセンターにつ
いて知って頂ける活動を行います。 
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【リスクマネジメント】 
・コロナウィルス及び、その他感染症防止マニュアルや行動規範に沿って、非常事態時において
も早期復旧できるよう感染予防対策を強化していきます。 

・公用車等運転業務において、道路交通法の順守と共に自動車安全運転センターによる無事故無
違反の証等の確認（年 1 回）を行い、職員・利用者の安全を第一に考え業務遂行に努めます。 

・自然災害対策として児童館と連携し、年間 2 回の避難訓練の実施と、地震、水害等の災害への
対応等を周知徹底していきます。その他、事業継続計画に属する研修を行い非常時に対する備
えの強化に努めます。 

 
【地域社会に根ざし、地域にとって必要不可欠な施設になるための取組み】 
法人内の周辺事業所と連携して、地域への法人内の取り組みや各種サービスの円滑な活用を推進

します。一方で介護予防に繋がり、情報発信が行える場の提供を引き続き行います。 
 
【老朽化設備、物品の更新必要性についての検討】 
開設後 28 年が経過するにあたり、設備の老朽化部分の改修について優先順位を決め、ご利用者の

安全性の向上と業務の効率化が図れるよう各種修繕、更新を行っていきます。 
 
【法人共通事項】 
法人内の共通目標である「在宅特養」を推し進める為、居宅介護支援事業所、デイサービスが強

く連携し、施設の機能拡大が行えるよう業務にあたります。施設の機能強化に際しては、「訪問介護・
夜間対応型訪問介護・定期巡回・随時対応型訪問介護看護」・「配食サービス」の開設を目指し、在
宅生活が包括的に支援できる拠点を作ります。 
 

以上 
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令和４年度 清和園 児童館 3 館（祥栄、吉祥院、祥豊） 全体方針 事業計画 
                                

社会福祉法人 清和園 
                              児童館統括施設長 村山 順章 
 
令和４年度は、児童館 3 館（祥栄・吉祥院・祥豊）ともに仏教精神の三宝を理念に、人権の尊重

を基調として、地域におけるすべての児童と家庭を支援し、児童・御家族の最善の利益を追求して、
子供の健全育成活動や子育て支援活動、地域社会との連携・貢献を推進していきます。 
 
1. 法人理念「佛・法・僧」「明るく・正しく・仲良く」の認識と実践 

仏教精神の三宝「佛（明るく）・法（正しく）・僧（仲良く）」に基づき、児童・御家族・地域の
利益を最優先に考え、児童健全育成活動や子育て支援、地域貢献を実践していきます。 

 
2. 人材育成 職員採用 

・職員のスキルアップのために、京都市児童館学童連盟が実施している研修に積極的に参加を
して、また職員のニーズにあった法人内研修・館内研修・新任研修等を行い、研修内容を職員
全員で共有できるようにします。 
・各研修を通して職員の人権感覚を磨くとともに、併せて積極的な自己研鑽を支援して個々の
資質向上を目指していきます。 

 
3. 制度に沿った事業運営と基本的業務の点検 

京都市の実地指導、法人内部監査や第三者評価を受診し、事業運営における改善点を確認して
改善していきます。基本的業務については点検表を作成して日常の業務を明確化にして、点検
反省を行っていきます。 

 
4. コンプライアンスの徹底 

京都市児童館ガイドラインや関係法令に沿った運営を行い、日々業務の点検・確認を行いなが
ら利用者、地域に信頼される運営に努めます。 

 
5. 広報活動の強化 

インスタグラムを活用して児童館での取り組みや児童の様子を適宜報告していき、開かれた施
設づくりを目指していきます。 
 

6. リスクマネジメント 
安全確保の為、学童クラブ児童の集団下館を継続して行います。また、警察や学校、地域各団
体と協力、連携し児童の安全啓発活動に努めます。感染症については、マニュアルに沿って館
内の衛生保持に努め、感染症の蔓延防止に努めます。 
  

7. 地域社会に根ざし、地域にとって必要不可欠な施設になるための取組み 
地域の各種団体（自治連合会・児童福祉委員・少年補導委員・小学校等）との連携を緊密なも
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のにしていくなかで、地域の児童福祉や子育て家庭の動向やニーズをしっかりと把握し、地域
の子育ての拠点となるように努めていきます。 

 
8. 老朽化設備、物品の更新について 

京都市育成推進課と連携して設備調査を行いながら、施設の設備や機材の劣化に対応し、利用
者が快適で安全に使用していただける環境作りに努めていきます。 

 
９．令和４年度の学童クラブ制度改正について 
  令和４年度の京都市学童クラブ利用料金改正について、利用者家族様に丁寧に説明を行い、不

安を取り除き、安心して学童クラブを利用できるようにします。 
 

10．法人共通事項 
  法人内児童館会議や施設交流と通じて高齢者施設と連携を行い、スケールメリットを活かした

児童館運営を行っていきます。 
  

以上 
 

 


