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新たなスタート 地域包括支援センターを設置しました

平成２７年４月１日、当事業団が運営しておりました４箇所の介護支援センターが、「地域包括支
援センター」として生まれ変わり、新たなスタートを切りました。
これまで介護支援センターは、社会福祉士１名の体制で運営してまいりましたが、地域包括支援セ
ンターは新たに主任介護支援専門員、保健師（看護師）が加わり、この専門３職種を軸に運営いたし
ます。このため事業団が運営する４箇所の地域包括支援センターはセンター長と介護支援専門員２
名、事務員１名を加え、総勢１６名という大きな組織に生まれ変わりました。
今後は、これら各専門職それぞれの専門性を有効に発揮しつつ、これまで以上に地域の皆様や、関
係団体、施設や事業所との連携を深めながら、伊丹市における地域包括ケアシステムの構築におい
て、伊丹市社会福祉事業団が地域で求められる役割を、十分に果たしていくことができるよう尽力し
てまいりますので、引き続きご支援賜りますようお願い申し上げます。
地域包括支援センター センター長 岸 部 英 樹

伊丹・摂陽地域包括支援センター
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平成２７年度予算概要
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～地域に根ざした社会福法人として地域社会に貢献してまいります～
社会福祉法人制度改革については、社会福祉法人の在り方そのものを見直すことが必要とされ、特
に社会福祉法人に対しては、その本旨を踏まえ、地域のニーズにきめ細かく対応し、事業を積極的に
展開することにより、喫緊の課題となっている地域包括ケアシステムの構築において中心的な役割を
果たすことが求められております。
このような状況のなか、平成２７年度介護報酬改定においてはマイナス２.２７％の改定率が提示
されており、これまで以上に厳しい経営環境となることが予測されます。
これらのことを踏まえ、平成２７年度は社会福祉法人の原点に立ち返り、サービスの質の向上に徹
底した事業管理のもとに法人経営の効率化、適正化に努めてまいります。
また平成２７年度は以下のことに取り組むことにより、地域に根ざした社会福祉法人として地域社
会に貢献してまいります。

平成２7年度の取り組み

天神川・荻野地域包括支援センター

■■■利用者様に安心してご利用いただくために
電話番号：
７７５－２７７６

電話番号：
７７７－７００２

写真
住所：
行基町１丁目９８

住所：
荒牧５丁目１６－２７

人事・給与制度の見直しを進め、利用者様
に質の高 いサー ビス を提供 できる 人材確
保・育成に重点を置いてまいります

■■■地域包括ケアサービスを推進するために

笹原・鈴原地域包括支援センター
電話番号：
７７３－６２２３

電話番号：
７８０－１７３３

住所：
南野２丁目３－２５

住所：
昆陽池１丁目１０５

４箇所の地域包括支援センターを設置、運
営するほか、居宅介護支援事業所の介護支
援専門員を増員するなど、地域の相談支援
体制を拡大、充実させ、高齢者の皆様がで
きる限り住み慣れた地域で自分らしい生活
を送ることができるよう、地域包括ケアを
推進してまいります。

☆アンケート実施状況☆
平成26年2月末に養護老人ホーム松風園、特別養護老人ホー
ム桃寿園、ショートステイ、介護老人保健施設ケアハイツいた
み、デイサービスセンター（桃寿園・中央・南野・荒牧）を対
象に食事における嗜好調査を実施させていただきました。
利用者の皆様、アンケートにご協力いただき、ありがとうご
ざいました。お蔭様で貴重なご意見を多数頂戴することができ
ました。
皆様から頂きましたご意見をもとに、より一層ご満足してい
ただけるよう、取り組んで参ります。

■■■経営基盤の強化のために

法人のガバナンスの強化、財務規律の確保
に向けて、経営の透明性、健全性を確保す
るとともに効率的な業務執行体制を確立す
るため、公認会計士による監理体制を整え
てまいります。

平成２７年度予算額

食事における嗜好調査

対 象：老人ホーム、ケアハイツいたみ
デイサービスセンター利用者様
配布数：５６５枚
回答数：４０８枚
回収率：７２％

個別のニーズに対応した柔 軟なリハビリ
テーション提供体制の構築を進めます。訪
問看護ステーションにおいて訪問リハビリ
テーションを新たに開始します。在宅生活
の質を高めるためのサービスを幅広く提供
してまいります。

稲野・鴻池地域包括支援センター

写真
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■■■充実したサービスを提供するために

積立資産取崩

就労支援事業

その他

固定資産取得

就労支援事業

その他

2.2%

0.5%

2.0%

2.5%

0.4%

0.4%

☆いただいたご意見☆

積立資産支出
医療事業

・季節に合った果物を食べたい
・好きな料理を食べたいときにたべれたらうれ
しい。
・どのご飯もおいしくて満足です。
・野菜がいっぱい入っているものを増やして欲
しい。
・和食が好きなので和食が食べたい
・お刺身が食べたい
・おやつはまんじゅうばかりじゃなく、ケーキ
など食べたい。
・選択食の鍋はよかった。
・色々考えて出して下さるので満足しています
など多くのご意見をいただきました。

5.8%

2.6%

事業費

老人福祉事業

7.7%

4.7%
障害福祉
サービス等事業

6.2%

収

入

事務費

20.3%
介護保険事業

81.8%

収入総額2,130,768千円

支

出
人件費

62.9%

支出総額2,094,670千円
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～事業団だより～
平成２７年度介護職員初任者研修受講生募集
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「介護職員初任者研修」とは、介護を行う上で、介護者に最低限必要な知識や技術、考え方を身につけてもらい、基
本的な介護業務を行うことができるようにすることを目的とした研修で、介護の入門ともいえる資格です。実際に高齢
者や障害をお持ちの方の介護に携わるため、必要な基礎知識を学ぶことができます。

■研 修 日 程 講義：５月７日（木）～８月１１日（火）9時10分～17時10分

全２４回

※終了時間は講義によって異なります
いたみいきいきプラザ３階（伊丹市広畑３－１）
実習：７月２３日（木）～８月３日（月）の間の２日間（９時～１７時）
■会場・定員 いたみいきいきプラザ（伊丹市広畑３－１）・２０名（お申し込み多数の場合抽選）
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社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団
〒664-0014 伊丹市広畑３-1
いたみいきいきプラザ３階
電話 ０７２－７８４－９９８７
ホームページアドレス
http://jigyouda n-itami-hyogo.jp/

ご 案 内

新たなスター ト 地域包括支援センターを設置しました

P２

ほっと報告①

食事における 嗜好調査
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平成２７年度 予算概要 ～地域に根ざした社会福法人として地域社会に貢献してまい ります～
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平成２７年度 介護職員初任者研修受講生募集/求人情報

P４

■受 講 料 8３,６７５円（テキスト代、施設実習費、傷害保険代込）
■お申し込み 5月１日（金）までに直接、伊丹市社会福祉事業団 総務課までご来所の上、お申込くださ
い。介護職員初任者研修について個別にご説明させていただきます。

社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団 総務課
☎０７２－７８４－９９８７ ／ ﾌｧｯｸｽ０７２－７８４－９９３７

地域の皆様とともに歩む社会福祉法人です。地域の豊かな未来のために、ともに働く仲間を募集しています。
未経験の方でも丁寧に指導いたします。施設の見学も随時受け付けています。お気軽にお問い合わせください。
養護老人ホーム
養護老人ホーム松風園
ホーム松風園・
松風園・
特別養護老人ホーム
ホーム桃寿園
特別養護老人
ホーム桃寿園
雇用形態

介護老人保健施設
ケアハイツいたみ

小規模多機能
居宅介護さくら
さくら
居宅介護

日額契約社員（フルタイム）

時給契約社員（パートタイム）

仕事の
仕事の内容 施設利用者への身体介護（食事・排泄・入浴等介助）、その他利用者の日常生活上の介助
勤務日

伊丹市訪問介護事業所

勤務シフトによる週５日勤務

在 宅 での身 体介 護、その 他の 日常 生
活上の介助
勤務シフトによる指定

（日勤帯）
①７時～１５時３０分
（うち休憩時間４５分）
②９時～１７時３０分
（うち休憩時間45分）
③１１時～１９時３０分
（うち休憩時間４５分）

（日勤帯）
①７時～１５時３０分
（うち休憩時間４５分）
②９時～１７時３０分
（うち休憩時間45分）
③１１時４５分～２０時１５分
（うち休憩時間４５分）

（日勤帯）
①７時３０分～１６時
（うち休憩時間４５分）
②９時～１７時３０分
（うち休憩時間４５分）
③１２時３０分～２１時
（うち休憩時間４５分）

（夜勤帯）
１７時１０分～翌日９時１０分
（うち休憩時間あり）

（夜勤帯）
１７時～翌日９時
（うち休憩時間あり）

（夜勤帯）
１７時１０分～翌日９時１０分（うち
休憩時間あり）

６時～２２時
原則、１週間あたり２０時間未満
※日額契約社員（フルタイム）の募集
も行っています。詳細はお問い合わせ
下さい。

勤務時間

※介護福祉士資格者については月
額契約社員の募集も行っています。
詳細はお問い合わせ下さい。
資格要件等
雇用期間

待 遇

勤務地

ほっとな
ほっとな１枚

介護職員初任者（ホームヘルパー2級）以上
１年間

採用日～翌年９月末＊契約更新あり（採用後２ヶ月の試用期間あり）

日額７，３１０円～
夜勤1回につき１６，６２０円～
※別途、通勤手当・賞与年２回(最高年４０日分)・処遇改善加算等あり
※年収：２５０～２８０万円程度
※社会保険完備、年次有給休暇・その他特別休暇等、福利厚生制度、内部登用制度等あり
伊丹市昆陽池１丁目１０５番地

伊丹市中野西１丁目１４１番地

【昆陽池公園の桜並木】
１年間 採用日～翌年９月末
＊契約更新あり
時給：９４３円～
※別途、営業外手当・時間外手当・キャ
ンセル手当・処遇改善加算等あり
※労災保険あり、年次有給休暇・その
他特別休暇等あり

４月４日（土）老人ホーム松風園のご利用者様
が昆陽池公園のお花見に行かれました。
今年は雨の日が多く、なかなかお花見に行けま
せんでしたが、この日は雲ひとつない快晴で絶好
のお花見日和となりました。
心地よい春の暖かさの中、満開の桜を堪能され
ました。

伊丹市広畑３丁目１番地

まずはお電話
まずはお 電話ください
電話ください。
ください。 面接日をお
面接日をお知
をお 知らせします。
らせします。 電話0
電話072-784-9987
受付：
受付：月～金曜日の
金曜日の９：００～
００～１７：
１７：３０（
３０（祝日を
祝日を除く） 社会福祉法人 伊丹市社会福祉事業団 総務課
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