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１　はじめに  
　令和3年度は、昨年に引き続き、新型コロナウイルスの感染拡大により全世界的に大きく社会が混乱した
一年となりました。特にオミクロン株による第6波は日本で1日当たり10万人を超える感染者を記録し、高
齢者介護という感染によるリスクの高い集団をケアする私たちは、様々な対策とともに緊張感を強いられ
る状況が継続しています。同法人内でも令和4年2月初めに感染者を出しましたが、大阪府はじめ保健所の
協力のもと、2月末に完全収束に至りました。一時的に在宅サービスの利用が落ち込みましたが、入所の
事業をはじめとする基幹サービスの需要自体は堅調であり、数値面では大きな影響を受けることなく運営
することができました。

　令和4年度は、法人全体としても相応の収支が確保されるものと考えられます。そして事業の安定経営を
盤石化し、中長期事業計画の課題に取り組むことを目標にしていきたいと考えています。　

　まず優先事項として、第一に未だ収束の見込みの立たない新型コロナウイルスの感染対策を徹底しま
す。一度施設内感染を経験していることからポストコロナにおける感染災害や地震等の自然災害にも応用
できるBCP体制の確立を目指します。


　第二にサービス品質向上のための人材育成に努めます。人材育成では介護福祉士をはじめ、ケアマネー
ジャーの資格取得の支援を令和3年度より開始し、多数のスタッフが資格取得制度を利用しています。令和
4年度も引き続き取得支援を行い、専門性の向上に努めてまいります。さらに階層別の研修体制を確立し、
それぞれの階層にあった研修を実施することで、役割をきちんと認識し人材の定着を図ります。

　第三に地域貢献事業を積極的に行なっていきます。まずは地域交流スペースを使用してのケアマネー
ジャーによる市民向けの説明会を行いたいと考えています。当法人のご利用者様の８割以上は池田市在住
の近隣にお住まいの方であり、今後も大きく変わることはありません。未来のお客様との接点を大切にす
ることが１番の営業になるものと考えております。

　最後になりますが、当法人に関わるすべての方々のご指導ご鞭撻をいただきたく、何卒宜しくお願い申
し上げます。


２　経営理念とクレド 
　　 

　経営理念 

　　 
　　　　「～大切な人を預けたい～」そう想える場所を創造します 
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　クレド 

　①笑顔咲かせる 
　　お客様との心を通わせることで、信用・信頼を築き上げ、笑顔を咲かせます。 

　②お客様本位 
　　私たちは、真摯にお客様の立場に立って考え、「本当に望んでいること」の把握 
　　に努めます。 

　③安心創造 
　　お客様の小さな変化を見逃さず、安心して生活できる毎日を全員で創り上げます。 

　④自覚と責任 
　　プロとしての自覚と責任を持ち、「自分で考え行動する」を実践して、成長を続 
　　けます。 

　⑤即時改善 
　　起こったミスはすぐに認め、二度と起こらないように直ちに改善します。 

　 
　⑥切磋琢磨 
　　私たちは、世の中の変化に柔軟に対応し、お互いの知識・技術を高め合いながら 
　　仕事に取り組みます。 

　⑦オレンジの顔 
　　私たち一人ひとりは、オレンジを代表する「施設の顔』として、関わる全ての人 
　　たちと接します。 

　⑧コミュニケーション 
　　挨拶、言葉遣い、身だしなみに気を配り、全てのコミュニケーションを大切にし 
　　ます。 
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　⑨環境作り 
　　施設の設備や備品などは、私たちの大切な財産です。コスト意識を持ちながら整 
　　理整頓をし、気持ちの良い職場環境を作ります。 

　 
　⑩仲間意識 
　　私たちは、チームワークを常に意識し、お互いを認め合い、尊重し、助け合いま 
　　す。 

　 
　⑪報連相 
　　「報告・連絡・相談」をきちんとし、施設全体で連携を図ることで、お客様の満 
　　足を得られるよう、努力します。 

　　 
　⑫人材育成 
　　全ての業務が人材育成の土壌です。スキルや経験を惜しまず伝え、次世代の人々 
　　を創り上げていきます。 

　⑬私たちの仕事 
　　私たちの仕事は、今の社会にとって大変価値のある仕事です。その誇りを持って、 
　　オレンジの一員として職に励みます。 

　⑭サービスの向上 
　　お客様の楽しく心休まる「時と場」を提供できるよう、私たちの経験・能力・持 
　　ち味を大いに活かし、発揮し、福祉サービスの向上に邁進します。 

　⑮人財 
　　私たちにとって、大切な仲間一人ひとりはかけがえのない財産です。役職や立場、 
　　年齢の上下に縛られることなく全員で、風通しが良く、雰囲気の良い職場環境を 
　　創ります。 
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　⑯社会貢献 
　　地域の方々との交流を大切にし、私たちができる福祉サービスを通して、社会の 
　　発展に貢献します。 

　　 

３　法人本部の組織目標と重点実施項目 

（サービス） 
１　利用者を中心に捉えた良質で魅力あるサービスを提供します 
　　・オレンジブランドを強化し、地域から信頼される法人を目指します 
　　・法人の発信力を強化し、選ばれる法人を目指します 
　　・BCPを全拠点で作成し、利用者様に安心してお過ごしいただけるように配慮します 

（安定経営） 
２　法人の安定経営を図り地域貢献に努めます 
　　・中長期経営ビジョンや事業計画に基づき新事業の展開を検討します 
　　・利用者数や稼働状況を常に分析し、全事業所の黒字化を目指します 
　　・介護報酬改定等に迅速に対応し、経営の安定化を図ります 

（人材育成） 
３　職員の適正配置と人材確保・育成に取り組みます 
　　・定期異動により業務量や職員の適性、能力に応じた人員配置をします。 
　　・効果的な求人活動を行い、優秀な人材を確保します。 
　　・専門性の高い研修受講や介護福祉士などの資格取得を積極的に支援します 
  
  (業務改善) 

４　業務改善を図りサービス品質の向上を目指します 
　　・ICTのさらなる活用により、情報共有や業務支援体制を整えます 

　　・働き方改革を実行し、生産性の高いサービスを提供します 
　　・運営委員会や職場会議を活性化し、サービス品質を向上させます 
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４　サービス別の組織目標と重点実施項目 

特別養護老人ホームオレンジ池田（50床） 

（サービス） 
１　利用者への尊厳と理解を深め、安心して日常生活を送れるように支援します 
　　・事業所内外との連携を今まで以上に強化し、業務に反映します 
　　・ご家族との面会を少しでも増やしていけるように感染対策を徹底していきます 

（安定経営） 
２　施設の安定的な維持管理を図り地域、社会に貢献します 
　　・待機者状況を把握し常時満室を目指します 
　　・無駄な水道光熱費の使用を抑制し、地球環境にも配慮します 
　　・地域貢献事業を施設内でも実施し、地域に開かれた場所にしていきます 

（人材育成） 
３　職員の意識向上とスキルアップを図ります 
　　・利用者のことを第一に考え行動できる職員を目指します 
　　・サービス業として接遇の意識向上を図ります 
　　・介護福祉士80％を目指します 

（業務改善） 
４　業務改善を行い利用者サービスを向上させます 
　　・チームで業務改善できる環境を作ります 
　　・職員間で記録整備を見直し情報共有できる仕組みを作ります 
　　・コスト意識を持って、オムツなどの消耗品の無駄を省きます 

短期入所生活介護オレンジ池田（10床） 

計画値 今年度実績（4月～1月） 前年度実績

稼働率 97.0% 96.7% 96.9%

平均要介護度 4.2 4.2 4.1
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※特養、ショート合算での計画値は96.7% 

（サービス） 
１　在宅から継続した生活を送れるように支援します 
　　・利用者ニーズにあった個別ケアに力を入れます 
　　・緊急時利用への対応を強化します 
　　・毎月の利用状況をケアマネ、ご家族と丁寧に共有します 

（安定経営） 
２　コスト意識を持ち、より安定的な経営を目指します 
　　・営業に力を入れ稼働率95％以上を目指します 

　　・併設特養との連携を強化し、空床利用の受入れを積極的に行う 
　　・新規加算の取得の準備、取得を目指します 

（人材育成） 
３　サービスの専門性を高めます 
　　・在宅サービスとしての意識を高める研修を実施します 
　　・感染リスクが高いことから、感染予防対策の知識・行動が起こせるよう定期研修を実施します 
　　・介護福祉士80％を目指します 

（業務改善） 
４　業務改善マネジメントを強化します 
　　・常に業務改善ができる環境を作ります 
　　・職員間や外部への情報共有できるように日頃の記録整備に努めます 
　　・安定したサービスを提供するため手順書を整備します 

地域密着型介護付有料老人ホームオレンジ池田（24床） 

計画値 今年度実績（4月～1月） 前年度実績

稼働率 95.0% 98.8% 92.7%

平均要介護度 3.0 3.3 2.9

計画値 今年度実績（4月～1月） 前年度実績

稼働率 90.0% 80.4% 78.6%
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（サービス） 
１　利用者への尊厳と理解を深め、上質な日常生活を送れるように支援します 
　　・職員間の連携を強化し、可能な限り個別対応を行います 
　　・特養フロアとは異なる日常を提供できるように工夫を行います 

（安定経営） 
２　施設の安定的な維持管理を図り地域、社会に貢献します 
　　・新規顧客獲得に向けて、外部との連携を強化し、稼働率90％を目指します 

　　・特養の待機者にアプローチを行います 
　　・機能訓練指導員を確保し、加算を取得します 

（人材育成） 
３　職員の意識向上とスキルアップを図ります 
　　・利用者のことを第一に考え行動できる職員を目指します 
　　・サービス業として接遇の意識向上を図ります 
　　・介護福祉士80％を目指します 

（業務改善） 
４　業務改善を行い利用者サービスを向上させます 
　　・業務の効率化を目指し、IT化に努めます 

　　・職員間で記録整備を見直し情報共有できる仕組みを作ります 
　　・事務作業を本部に一括させます 

通所介護オレンジ池田（定員18名） 

（サービス） 
１　利用者への尊厳を守り、その人らしさを大切に支援します 

平均要介護度 3.5 3.2 3.2

計画値 今年度実績（4月～1月） 前年度実績

計画値 今年度実績（4月～1月） 前年度実績

稼働率 75.0% 71.7% 74.6%

平均要介護度 2.3 2.1 2.3
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　　・入浴や食事、活動において個別対応性を高めたサービスを提供します 
　　・利用者が住み慣れた地域とのつながりを感じられるように、社会参加活動やボランティア 
           活動の参加を支援します 

　　・ケアマネージャーと連携を密に行います 

（安定経営） 
２　コスト意識を持ち、安定経営を目指す 
　　・稼働率80％を目指して、登録者数を定員の3倍（54名）確保します 

　　・送迎エリアや送迎ルートを見直し、サービス提供時間を工夫します 
　　・ケアマネージャーとの連携を密にして、情報共有を図り、より一層信頼される事業所を目指します 

（人材育成） 
３　職員研修を実施して、資質向上とサービスの専門性を高めます 
　　・認知症ケアに関する専門的知識や技術の向上を図ります 
　　・サービス業として接遇の意識向上を図ります 
　　・介護福祉士80％を目指します 

（業務改善） 
４　業務改善を行い利用者サービスを向上させます 
　　・ICTの活用により、職員間で情報共有できるようにします 

　　・コスト意識を持って、職員１人１業務改善運動を展開します 
　　・設備、備品の点検整備を実施し、安全な職場環境を作ります 

オレンジホーム池田（10床） 

（サービス） 
１　利用者への尊厳を守り、「その人らしく穏やかに」暮らせる支援をします 
　　・相談支援事業所との連携を今まで以上に強化し、利用者への個別対応を徹底していきます 
　　・ご家族との面会を少しでも増やしていけるように感染対策を徹底していきます 

計画値 今年度実績（4月～1月） 前年度実績

稼働率 90.0% 88.7% 82.4%

平均要介護度 3.5 3.6 3.3
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（安定経営） 
２　安定経営を図り地域に根ざした施設を目指します 
　　・定員10名を満たすよう切れ目のない安定した入退去を実施します 

　　・待機者を常に確保できるように相談支援事業所との連携を強化します 
　　・平均障害認定区分4以上を目指します 

（人材育成） 
３　研修や会議を行い人材育成を図ります 
　　・惠愛園グループとの共同研修を実施します 
　　・サービス業として接遇の意識向上を図ります 
　　・介護福祉士50％を目指します 

（業務改善） 
４　業務改善を行い利用者サービスを向上させます 
　　・職員間で記録整備を見直し情報共有できる仕組みを作ります 
　　・整理整頓を行い、安全な職場環境を作ります 

ケアプランセンターオレンジ池田 

※稼働率についてはケアマネ１人当たり40件を100％として計算する 

（サービス） 
１　利用者やその家族の立場にたって自立した日常生活が営めるよう支援します 
　　・利用者やその家族のニーズや課題を抽出するために時間をかけてじっくり話し合います 
　　・介護保険制度の最新情報を収集し、安心して在宅生活を継続できるようプランを提供し 
           利用者サービスを向上させます 

（安定経営） 
２　安定経営を図り、地域貢献に努めます。 
　　・ケアマネージャー1人当たりの受け持ち件数35件を目指します 

　　　　計画値 今年度実績（1月） 前年度実績

稼働率 87.5% 52.5% -

平均要介護度 1.8 1.6 -
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　　・法人内の在宅サービスのサービス向上に寄与します 
　　・近隣の事業所や他職種と連携し営業活動を強化します 
　　 
（人材育成） 
３　常に専門的知識や技術の向上に努めます 
　　・定期的な会議や勉強会を開催し全体のレベルアップを図ります 
　　・法人内外の研修に参加し専門的知識や技術の向上を図ります 

（業務改善） 
４　業務改善を図りサービス品質の向上を目指します 
　　・業務監査指導に対応できる書類の整備を行います 
　　・居宅会議を活性化し、支援の質の向上を目指します 
　　・ICTの活用により、情報共有や業務支援体制を整えます 


