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かけがえのない
「ふつうの暮らし」を
続けるために



ごあいさつ

あんしんケアねっと有限会社は、2004年に大阪府守口市で小規
模デイサービスを立ち上げました。元々、私自身の祖母の介護体験
を通じ、“単なる介護ではなく、ご本人や周囲の方々の想いがめぐ
る介護が求められているのではないか、それを自分でやってみよ
う”と考えたことが始まりです。その後、経験を重ね、もし介護が
必要となっても「ふつうに暮らせる」、認知症になっても「ふつう
に暮らせる」、ご利用者はもちろん、ご家族もそういった生活が実
現できることを目指してまいりました。その後、様々な縁にも恵ま
れ、現在は地域密着型のデイサービス2施設とグループホーム1施設
を運営するまで成長しております。

会長 松村薫、社長 松村美由紀よりごあいさつ

施設運営の内容や工夫を皆さ
まにご理解頂きたく5年目の
2009年、および 10年目の
2014年に知的資産経営報告書
を作成し、我々の取り組みとこ
れから目指したい道を記録に残
してきました。そして昨年から
の環境変化に臨み、我々の想い
を改めて明確にしたいと思い至
りました。

私たちが提供する介護サービスのボリュームは人口比率に影響さ
れます。団塊世代の方々が後期高齢者となる2025年頃から、医療
や介護のニーズが高まります。また、認知症の方は65歳以上の5人
に1人、700万人を突破する見込みです。しかし、仕事量が増える
半面、労働者人口は減少し、今後は外国人の方々との協働も視野に
入れながらの施設運営が求められます。
そこで、私たちは介護に対する想いや技術を後進に伝え、ノウハ

ウを地域に還元します。また、経験を基に成長し、皆さまに必要と
され続ける施設を目指します。この「知的資産経営報告書2021」
の作成を通じて、現在の運営状況と将来像を明確にし、家業から企
業へとステップアップし、将来を拓く礎としたいと考えております。

今後ともよろしくお願い申し上げます。
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「あんしんケアねっと」のお約束

ご利用者よし、スタッフよし、地域よし。
三方良しで100年企業をめざす！

まず、ご利用者へのケアを第一とし、提供するスタッフの働く喜び
をつくり、地域からも喜ばれ必要とされる企業として、人口問題な
ども織り込み進化しながら100年企業をめざします。

経営理念

施設運営方針

いのちは時間、よりよい今を、みんなでつくる。

人生の終盤に病気や怪我などで日常生活に手助けが必要なったご利
用者の、貴重な暮らしの時間の質を高めるため、みんなで協働しま
す。

行動基本方針

「にこにこ」「ゆっくり」「テキパキ」「です・ま
す」

耳が遠いかもしれない、認知症があるかもしれない、ご利用者に接
するとき、「まず笑顔」。そして、聞き取れて理解できる口調で、
工夫ある丁寧なケアを提供します。

これらの理念と方針をもとに、安心な介護をみんな
で提供する。
それが私たち、あんしんケアねっと有限会社です。
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「あんしんケアねっと」会社概要

【代表者】 代表取締役 松村 美由紀
専務取締役 松村 薫

【住 所】 あんしんケアねっと有限会社
守口市大枝東町13-６

【電話番号】06-6993-6490
【事業内容】介護事業
【資本金】 300万円
【従業員】 38名

会社概要

会社概要

事業概要

１．居宅サービス・通所介護（デイサービス）

①「リハビリテーション颯楽楽」
・直接運営 平成30年八雲楽楽をリニューアル
・守口市八雲西町１‐33‐８

②「八雲ゆ楽デイサービス」
・直営運営
・守口市八雲西町１‐33‐９

③「コミカデイサービス」
・グループ施設
・守口市西郷通１-４-12

２．地域密着型サービス・認知症対応型共同生活介護（グループホーム）
④「グループホームめぐる」

・直営運営
・守口市八雲北町１-17-12
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「あんしんケアねっと」沿革

地域の利用者や家族とともに歩んで３０年

一歩一歩、介護力を向上させ利用者と家族をケアしてきました

平成22年
八雲ゆ楽デイサービス開業

平成16年
コミカデイサービス開業

平成19年
八雲楽楽デイサービス開業

平成26年
あんしんケアプランめぐる開業

平成24年
グループホーム参入失敗

平成28年
グループホームめぐる開業

平成30年
リハビリテーション颯楽楽開業

平成4年
松村整骨院開業

デイサービス グループホーム
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「あんしんケアねっと」沿革

地域の利用者さんやご家族と歩んだ30年

歩みながら多くの気づきを得てさらに前進してきました

歩みながら気づいたことや課題 新たな取り組み

平成４年 松村整骨院開業
怪我で個人経営の課題を痛感し、デイサービス
利用者から大規模施設の不満を聴きました。

ケアマネージャーの資格取得をきっかけに
介護事業に取り組むことを決意しました。

平成16年 コミカデイサービス開業
老人会を訪問しましたが、相手にされませんでし
た。これをきっかけに地域の老人に何かできない
かと模索を始めました。仕事をする中でケアの楽
しさを感じました。

介護予防の「かいえん隊」を結成し、体操
や社会見学を実施して、好評を得ました。
後日コミカデイサービスを利用してもらい、
第２のデイサービス開業を決意しました。

平成19年 八雲楽楽デイサービス開業
今までのデイサービスとは違う良さを出したい。
さらに車いすの方も入浴が楽しめるようにする必
要性に気づきました。

ゆっくりお風呂にはいれるように「個室浴」と
「リフト浴」を次のデーサービス建築計画に
盛り込みました。
同時にスタッフの入浴訓練も始めました。

平成22年 八雲ゆ楽ディサービス開業
施設長が独立を希望。
認知症グループホームに転居した利用者から戻
りたいの声を何度も聴き、認知症の高齢者の住
まいや暮らしの課題を実感しました。

秘伝本を作成し、コミカディサービスの暖簾
分けを行いました。
グループホーム開設を決意しました。

平成24年 グループホーム募集に落選
地域をより深く知るとともに当社の取り組みを広く
知っていただくことの重要性を痛感しました。

介護経験とノウハウを地域に還元する活
動を積極的に展開しました。
地域の市民・医師等と連携「ハートねッと
守口」を立ち上げました。

平成26年 あんしんケアプランめぐる開業
自社で居宅介護支援事業所を運営するより、
地域の事業所との連携がより大切であることに
気づきました。

後に、居宅介護支援事業所を閉鎖したこ
とで、多くの居宅介護支援事業所との縁
が広がりました。
グループホームへ再挑戦を決意しました。

平成28年 グループホームめぐる開業
日常におけるリハビリテーションによる生活力の向
上が重要であると気づきました。

八雲楽楽をリハビリテーションに特化したデ
イサービへのリニューアルを決意しました。

平成30年 リハビリテーション颯楽楽開業
リハビリと生活がリンクする、グループホーム
とデイの複合施設開設を決意しました。

令和２年
将来の在り方を考える必要性を痛感しました。

新５か年計画を策定しました。
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2014年度版 知的資産報告書 振り返り

認知症に対する対応力は5年前と比べ高まっています。デイサービ
スでは認知症実践者研修修了者4名、認知症リーダー研修修了者
1名が活躍し、その影響を受けパートスタッフに至るまで、認知症
のご利用者への理解と全体の運営を企画し実行できる施設となりま
した。

5年後の「あんしんケアねっと」から

① デイサービスは認知症の対応力を高めます

②グループホームは2施設目の開業を目指します

第一の目標として、2015年8月にくすのき広域連合よりグループ
ホームを受託し2016年7月にグループホームめぐるを開業。
1年以内の稼働率70％を達成しました。第二の目標である2019年
内のグループホーム2施設目は達成できていませんが、2026年の2
施設目開業に向け計画は進んでいます。

③ 居宅介護支援事業所の体制を強化します

居宅介護支援事業所（あんしんケアプラン∞めぐる）はグループ
ホームめぐるの開業に合わせ2016年3月末で閉鎖しました。自社で
居宅介護支援事業所を持ち、ご利用者を抱えるより地域の居宅介護
支援事業所と多くの連携を育みながら事業を展開する方が良いと考
え方向転換しました。その結果、グループホームやデイサービス含
め多くの居宅介護支援事業所との縁が広がり、それぞれの施設の取
り組みが地域に波及しました。
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2014年度版 知的資産報告書 振り返り

認知症への理解を広めるべく、認知症サポーター養成講座を多い
年は年10回程開催し、守口市内の地域包括支援センターのネット
ワークが構築されました。また、行政から依頼されキャラバンメ
イト（認知症サポーター養成講座を行う専門家）養成講座の講師
も務めました。
そして、認知症に優しいまち守口をめざし、ハートねっと守口
（医師・弁護士・看護師・介護職・市民からなるボランティア団
体）を立ち上げ、レインボー講座（認知症サポーター養成講座修
了者のためのステップアップ講座）や守口らんらん♪（認知症の
人と家族とともに守口のまちをみんなで散歩するイベント300人
程の参加者）を定期開催し、地域や行政とのネットワークは5年
前より格段と強化されました。

5年後の「あんしんケアねっと」から

④ 地域・行政との認知症に関する連携を強化します
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人的資産 組織資産 関係資産

Ｇ：24時間365日、安心で楽しい

介護サービスの提供

■いのちが時間 よりよい今を みんなで作る
■利用者よし、スタッフよし、地域よし

■にこにこ ゆっくり てきぱき ですます

■人間中心主義

自身のレベルアップと

質の高いサービス提供
家族・地域行政・住民

との良好な関係向上
少人数定員でケアの

行き届いた体制構築

利用者とその家族、さらに地域が安心して生活できる環境を支える

理解力

・観察に基づく理解
・思いやる心

コミュニケーション力

・スタッフ間の良い関係
・利用者への気遣い

介護力

・知識と経験に裏付け
・チームによるケア

一人一人に寄り添う力

家族のケア力

・きめ細かい報連相

・ケア以外のことも相談できる

オーダーメイドのケア力

・その日の状態に合わせた取り
組み

地域が育てる力(苗床)

地域の交流と活性力

・祭りへの参加、イベントの
開催による地域を活性化する

経験ノウハウを地域還元

・認知症サポーター養成講座
・介護予防教室
・認知症にやさしい街づくり
・レインボーリング講座
・守口らんらん♪
・体力向上café
・かいえんたい

地域に温かく見守られる
地域から多様な力をもらう

利用者と家族とともに生きる
地域で一緒に生活することを支える

方針

知的資産

商品
サービス

顧客提供
価値

活動

スタッフのやる気支援

・スキルアップ支援
・給与サンクスレター
・得意分野を活かした仕事
・全ての仕事を理解
・互いへのええとこメモ
・ライフワークバランス
・還元する給与制度

効率的組織運営

・多能工化（全業務経験）
・役割分担の担当制
・ノー残業

家族同様の信頼関係
・顔と顔が繋がる関係性
・少人数チームで対応
・人生の先輩として接する

Ｄ：個々を理解した安心のケア。少しでも長く

笑顔で楽しく在宅生活ができる支えに。

ＱＯＬの向上力
・おいしい食事の提供
・できる限り自立した生活

介護の知識普及力

・老いや認知症を得て、自分や
家族の老後に理解が深まる

専門職・行政との連携力

・ケアマネからの感謝の言葉
・守口市の福祉施策への反映

理念

スタッフ スタッフ・組織のスパイラルUP 地域

顧客から
頂く価値

顧客から：ありがとうの言葉。
スタッフから：長く務めるスタッフ。新人や利用者の紹介。地域から:好意と支援。

自己研鑽

・経営者の率先

・スタッフの挑戦

（資格取得）

（研修参加）

（地域への参加）

現在価値ストーリー
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「あんしんケアねっと」のスタッフ(人的資産）

ご利用者に“喜び・うれしさ”を感じていただくためにも、私たちス
タッフが心からやりがいを感じて働かないと、そういった感情はう
まれないでしょう。また、私たちが、どれだけいいケアをしていた
としても、 地域、行政に私たちを知っていただかないことには、何
のご縁も生まれません。私たちは「めぐる」という考え方を大切に
するとともに、先に理念に掲げたように、ご利用者、スタッフ、地
域の三方良しを目指しています。

そして、私たち経営者も一人の介護スタッフとしてご利用者の“う
れしさ”の実現のために尽くしています。また経営実務を通じて、
スタッフがやりがい、安心を感じられるよう、経営理念や施設運営
方針、さらに行動基本方針の体現とそれらの社内への浸透にも努め
ています。

また、地域活動にも注力し守口市地域包括支援センターなどとの連
携を通じ、キャラバンメイト養成講座の講師、レインボー講座（認
知症サポーター養成）、守口らんらん♪（認知症の高齢者との散策
イベント）などのイベントに参画しています。5年前と比較しても
ますます地域や行政とのつながりが充実してきました。

このようにご利用者、スタッフ、地域が期待する介護への想いをつ
なぎ、めぐらせることがそれぞれにとって豊かな気持ちで日々を過
ごすことになると信じ、日々活動に取り組んでいます。

人的資産 その１

ゆるぎない理念・方針を掲げ実践するリーダー
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私たちの理想として、ご利用者、ご
家族とスタッフの距離が近く、お互
いの気持ちがめぐり合う関係であり
たいと願っています。例えば、心地
よさを一つとってみても、人それぞ
れが違います。お風呂のお湯加減で
あったり、必要なご飯の量、おかず
の好み、何よりも重要なのはご本人
の体調です。それらをきめ細かく把
握するために受入人数を少人数とし、
ご利用者とスタッフの気持ちのつな
がりを大切にしています。

人的資源 その２

会社の方針に共感するスタッフの集まりです

「あんしんケアねっと」のスタッフ(人的資産）

また、ご利用者の楽しみであるお食事やおやつには特に力を入れて
おり、好みや体調に十分に配慮し、ひと手間かけて準備しています。
このようにスタッフ全員がご利用者全てと良い関係を築くことを目
指し、介護のあらゆる場面でスタッフ同士が助け合い、ご利用者が
望まれているケアを心がけております。
そしてご利用者、ご家族の「ありがとう」の言葉が、わたしたちの
喜びとなっているのです。

多様な経験・能力を持つスタッフの集まりです

私たちは、スタッフの成長や、安心かつ喜びを感じながら働ける環
境作りに注力しています。結果として、当社のスタッフはデイサー
ビスでは5年以上勤めるベテランスタッフが多数を占め、かつ多彩
な資格、経験を有しています。そういった気心の知れたスタッフ同
士のあうんの呼吸が、ご利用者に喜んでいただけるケアの源です。
また、このようなベテランかつ資格取得者を中心にして、私たちの
理念、方針、仕事の進め方を新しく介護の仕事を希望する方々にも
伝えていきたいと考えています。

・介護福祉士（18名）・介護支援専門員(5名）
・認知症実践者研修受講者(6人)
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「あんしんケアねっと」の組織づくり（組織資産）

ご利用者とそのご家族を、私たちの家族
として見守ることを基本としています。
日常の中で自立した生活ができることを
目指してご利用者一人一人の健康と心の
トータルケアを心掛けています。

少人数定員でケアの行き届いた体制構築

家族同様の信頼関係が基礎

高い介護サービスの実現に向けた組織運営

質の高い介護サービスを提供するた
めには、スタッフのモチベーション
を高めることが大切です。そのため
に「楽しく楽に働ける職場」づくり
に工夫をこらし、ワークライフバラ
ンスのとれた職場を目指しています。

〇全業務を行えるように採用時にトレーニングをしています。
〇業務を習得する中で得意分野を考慮に入れ役割を分担しています。
〇引継ぎや定例会で利用者個々の情報を常に共有しています。
〇スタッフからアンケートを取り指摘事項を改善しています。
〇各施設の責任者による「経営者・管理者会議」を月2回開催して、
運営上の課題と改善策を協議して解決しています。

〇日常のきめ細かな取り組みの成果としてノー残業を継続中です。
〇短時間正社員制など出産や介護に対応した働き方が可能です。

〇ご利用者への配慮が行き届くよう定員18名の少人数にしています。
〇ご利用者のその日の状況を把握してゲームなどをしています。
〇会話や食事をしながらも、ご利用者の様子を見守っています。
〇ご利用者の様子を連絡帳に書き、毎日家族と報・連・相しています。
〇スタッフも地元で採用しており、家族がご利用者の方もいます。
〇スタッフと近所の話題で話が弾む、日常の当たり前が揃っています。
〇出来たてのご飯と、好みの食材や分量に配慮した食事が大好評です。
〇地域のイベントにも家族として参加しています。
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「あんしんケアねっと」の組織づくり（組織資産）

スタッフは未経験の方を歓迎しています。
グループが目指す「経営理念」に共感で
きる人を採用し、働きながら成長できる
よう組織で取り組んでいます。

少人数定員でケアの行き届いた体制構築

スタッフのやる気を組織として支援

経営層の育成

将来に向かって施設運営が継続できるよ
うに取り組むことも重要です。スタッフ
の能力向上を図るとともに、いろいろな
経験を重ねて頂き、経営層として成長で
きる取り組みも整備中です。

〇経営のための秘伝書を作り暖簾分け制度を作りました。
〇これを活用して先輩の施設長が、「自分でもやりたい！」との思い
から独立して「コミカディサービス」を開業しました。

〇独立後も日常的に行き来して運営をサポートしています。
〇施設運営の経験者に参画してもらい、より良い運営を目指しています。
〇将来は、施設運営を任せることも視野に入れています。

〇経営者自ら介護福祉士の資格を取得し、それを見たスタッフが
やる気を出して勉強する文化があり、現在18名の介護福祉士のうち
6名が入職後に資格を取得しました。

〇取得のための講習会や受験費は当社が負担しています。
〇ケアに必要な資格を取得すれば給与にも反映されます。
〇認知症実践者研修など、スキルアッププログラムを実施中です。
〇採用時の給与は同じですが、努力を賞与・昇給に反映させます。
〇給与明細に「ええとこメモ」を添え、感謝を伝えています。
〇退職金制度もあります。退職者には感謝状を渡して労を労うと
ともに、いつでも再雇用できるようリターンパスを渡します。
※リターンパス：再度勤務を希望する人を歓迎する証明書。
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「あんしんケアねっと」と地域（関係資産）

地域との連携を活かしての介護ナレッジ普及

経験ノウハウを地域に還元します

私たちやスタッフが、地域の皆様から頂いていることもたくさんあり
ます。

〇地域密着の活動で、地域の人達に安心感を与えています。
〇守口市や地域包括支援センターに新しい提案を行い、それを任される
ことが増えてきました。

〇祭りへの参加、イベント開催などで地域の活性化に協力しています。
〇地域の皆様がイベントや講座での学びを楽しみにしてくれています。

行政・専門職と連携して介護の改善を進めています

当初から、自社の事業所内の情報交流を
大切してきました。また、外部に対して
は、行政や地域包括支援センターをはじ
め、地域の事業者や専門職、住民ボラン
ティアとの知識・情報の相互交換を進め
ています。

〇ご利用者やご家族、ケアマネジャーの皆さまが安心できる速やかな
報告・連絡・相談体制を心掛けています。

〇「あんしんケアねっと通信」を発行し、介護予防に頑張る身近な人
を紹介しています。

〇守口市や地域包括支援センターと連携を取りながら、引きこもりの
住民向け冊子の提案などで情報交換の頻度を上げています。

地域の皆様からいただくこともたくさんあります

私たちは、常に地域があってはじめてこの
仕事ができていると感謝しています。そこ
で、できる限りこれまでに経験したことや
ノウハウを地域に還元したいと考えていま
す。

〇利用者からいただく感謝の言葉は、励みと元気を与えてくれます。
〇新人や利用者の紹介や、日常の様々なご支援を頂いています。
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「あんしんケアねっと」と地域（関係資産）

地域との連携を活かしての介護ナレッジ普及

「認知症にやさしい街守口」に向けて発信しています

2015年には「認知症にやさしいまち守
口」を目指して、市民・医師・介護職・
弁護士等と協力してハートねっと守口を
立ち上げています。そして、その後、認
知症の啓蒙活動や、サポーター育成の活
動を継続的に行っています。

〇認知症サポーター養成講座を2013年から開催しています。
〇レインボーリング講座は、認知症サポーター養成講座を修了した
サポーター向けのステップアップ講座ですが、2016年から8回
開催しています。

〇2017年から3年連続で守口らんらん♪（認知症啓発イベント）を
開催し、2019年には約300人に集って頂きました。

育てる力・場の提供力での貢献を目指しています

〇通いの場として、ご近所の元気高齢者の皆さんと守口市の社会資源
をめぐる学習ツアー「もりぐち探検隊」「健康体力向上Café」を
開催しています。

〇地域包括支援センターと連携して介護予防教室も2013年以来続け
て開催しています。

従来からの介護保険サービスに加えて、守口市の総合事業に協力す
るため、通いの場や自立を支援する通所型サービス（Ｂ型,Ｃ型）の
提供を積極的に進めていきます。
また、その活動を支えるために協力して頂ける地域住民ボランティ
アとの協働を進めていきます。

老いや認知症について理解することができれば、自分や家族の老後
に理解が深まるだけではなく、他の人にも適正でやさしい接し方が
できます。
そのために、認知症を理解して頂ける機会をつくり、受け入れ合い、
支え合えるまちづくりに協力していきたいと活動しています。
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「あんしんケアねっと」を取り巻く外部環境

求められる一層の高齢者ケアと認知症対応

減少傾向に入った守口市人口と高齢者人口増

高齢者のうち、認知症高齢者の割合が増加

145,822 145,307 144,849 144,335 144,055

37,732 39,107 40,141 40,694 40,915

25.88 26.91 27.71 28.19 28.40
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人 守口市の人口と高齢化率の推移

守口市65歳未満人口 守口市65歳以上人口 高齢化率（％）

（出典）厚生労働省資料を基に、別途編集

国立社会保障・人口問題研究所（平成29年）は、日本の85歳以上人
口は、2025年まで、75歳以上
高齢者人口の伸びを上回り、
2035年まで一貫して増加すると
予測しています。

その高齢化を上回って増加するの
が、認知症高齢者です。
従って、対応が求められる全国の
自治体にとって認知症の早期発見
と対応、認知症高齢者へのケアが
重大な課題となっています。

守口市の近年の人
口は減少傾向にあ
ります。
その一方で、65歳
以上は、一貫して
増加し、平成28
（2016）年度に
は、高齢化率が
28.4%に達してい
ます。

地域の「認知症ケア拠点」を目指すグループホーム

グループホームは、行政（守口市）の計画で整備が進みます。今後の
認知症高齢者の増加を勘案すると、認知症サポーターやボランティア
の力も借りながら、地域の「認知症ケア拠点」として、地域に安心を
もたらす役割を担うことが期待されます。
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「あんしんケアねっと」を取り巻く外部環境

求められる一層の高齢者ケアと認知症対応

小規模（地域密着型）デイサービスは減少傾向に

地域包括ケアシステムの進展
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15,036
17,963

21,218
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デイサービス請求事業所数推移

通所介護 小規模通所介護 地域密着型通所介護 通所介護合計

新型コロナ感染による影響

介護保険制度の開始
以来、デイサービス
の事業所数は右肩上
がりに増えてきまし
た。しかし、平成27
年度以降、小規模な
デイサービスの事業
所数が減少に転じ、
デイサービス全体で
も横ばいの状況に
なっています。

これからのデイサービスでは、要介護度の高い高齢者に専門的な介
護サービスが向けられ、比較的元気な高齢者には、市の総合事業の
プログラムで自立を支援するサービス提供が望まれるようになりま
す。

守口市は、門真市、四条畷市との3市連合で、くすのき広域連合を
設立し、2025年を目途に、地域包括ケアシステムの構築に向けた
様々な施策・事業を展開しています。「すべての高齢者が住み慣れ
たまちで安心して生活ができる、また、社会参加できる地域社会の
実現」を基本理念と定め、医療、介護、住まいなどの専門機関や職
種、事業者が連携を進めていきます。

新型コロナウイルスの感染拡大は、通所型のデイサービスにも、入
居型のグループホームにも、大きな課題をもたらしています。
この様な不測の事態の中で、事業者の対応力や危機管理能力が試さ
れます。また、厳しい環境下でも、利用者を思いやり、専門性の高
い介護力を提供し続けることができる、サービスの質と提供体制も
問われることになるでしょう。

（出典）厚生労働省資料を基に、筆者作成
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人的資産 組織資産 関係資産

Ｇ：24時間365日、安心で楽しい

介護サービスの提供

■いのちが時間 よりよい今を みんなで作る
■利用者よし、スタッフよし、地域よし

■にこにこ ゆっくり てきぱき ですます

■人間中心主義

自身のレベルアップと

質の高いサービス提供
家族・地域行政・住民

との良好な関係向上
少人数定員でケアの

行き届いた体制構築

利用者とその家族、さらに地域が安心して生活できる環境を支える

理解力

・観察に基づく理解
・思いやる心

コミュニケーション力

・スタッフ間の良い関係
・利用者への気遣い

介護力

・知識と経験に裏付け
・チームによるケア

一人一人に寄り添う力

家族のケア力

・きめ細かい報連相

・ケア以外のことも相談できる

オーダーメイドのケア力

・その日の状態に合わせた取り
組み

地域が育てる力(苗床)

地域の交流と活性力

・祭りへの参加、イベントの
開催による地域を活性化する

経験ノウハウを
地域還元

・認知症サポーター養成講座
・介護予防教室
・認知症にやさしい街づくり
・レインボーリング講座
・守口らんらん♪
・体力向上café
・かいえんたい

地域に温かく見守られる
地域から多様な力をもらう

利用者と家族とともに生きる
地域で一緒に生活することを支える

方針

知的資産

商品
サービス

顧客提供
価値

活動

スタッフの

やる気支援

・スキルアップ支援
・給与サンクスレター
・定期材適所
・全ての仕事を理解
・互いへのええとこメモ
・ライフワークバランス
・還元する給与制度

効率的組織運営

・多能工化
（全業務経験）
・役割分担の担当制
・ノー残業

家族同様の
信頼関係

・顔と顔が繋がる関係性
・少人数チームで対応
・先輩として接する

Ｄ：個々を理解した安心のケア。少しでも長く

笑顔で楽しく在宅生活ができる支えに。

ＱＯＬの向上力
・おいしい食事の提供
・できる限り自立した生活

介護の知識普及力

・老いや認知症を得て、自分や
家族の老後に理解が深まる

専門職・行政との連携力

・ケアマネからの感謝の言葉
・守口市の福祉施策への反映

理念

スタッフ スタッフ・組織のスパイラルUP 地域

顧客から
頂く価値

顧客から：ありがとうの言葉。
スタッフから：長く務めるスタッフ。新人や利用者の紹介。地域から:好意と支援。

自己研鑽

・経営者の率先

・スタッフの挑戦

（資格取得）

（研修参加）

（地域への参加）

将来価値ストーリー
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外国人
スタッフ育成

・採用秘伝本

ターミナル

ケア力向上

・能力開発

経営層の育成
・理念の浸透

・経営版秘伝本の

整備

危機管理
整備

・感染症対策

・災害対策用整備



「あんしんケアねっと」のこれから

今後の事業展開の方向性

100年企業「あんしんケアねっと」を目指して

デイサービス、グループホームをトータルに運営することで、
365日を日常支援からターミナルケアまで、高齢者が安心して
最期まで生きることを支えます。

① 経営者・経営幹部を育成し、次世代の経営を任せます。
② グループ全体としての一体感が生まれるよう理念の浸透を

はかります。
③ 多能工・かつ専門分野をもつスタッフを育成し、サービス

の質を担保します。
④ 外国人スタッフを活用し、介護業界の人手不足に影響を

受けない経営を目指します。
⑤ 医療と連携してターミナルケアの知識を浸透し、最期まで

安心して暮らせる施設にします。
⑥ 経営版の「秘伝本」を作成し経営のノウハウを伝えていき

ます。
⑦ いざというときに対応できるよう、自然災害への備えをし

ます。

「あんしんケアねっと」なら、まかせて安心と思われるよう、
100年企業を目指して、継続的に安定してサービスが提供でき
る組織づくりを行います。

実現すべき姿
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今後の目標

■全施設平均稼働率 93％
■介護福祉士 50人（全スタッフ80人）
■売上高 320百万円

5年後（2026年）の事業目標とアクションプラン

施設 スタッフ 売上

2016年開業「めぐる」 95% 20人 85百万

2026年
複合施設

グループホーム新規開業 70%
30人

内外国人10名
85百万

現状2施設が移籍 複合施設
90%

20人
90百万

内外国人4名

100年企業のための知的資産づくり
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2024 複合施設開設企画・実施・場所確保 6月 土地契約

2025 グループホームエントリー 8月 受託

2026 グループホーム開設 7月 開業

年 アクション 期限 KPI

2021

Ⅰ：仕事ガイドライン策定
→①マニュアル作成
→②人事評価制度策定

1月～6月 社内WS 6回

Ⅱ：仕事ガイドライン浸透

外国人採用開始

7月～12月 1on1MT実施
納得率2/3

2022

Ⅲ：仕事ガイドライン活用
→①常に閲覧できるクラウド化
→②経営者・管理者・従業員で
コミュニケーション制度開始

1月～3月
4月～12月

全員利用
1on1
納得率3/4

2023 Ⅳ：総合職3人制試行 4月～ 辞令3名



2092年へのロードマップ （創業100年）

100年企業にむけて
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2026
GH×2デイ
複合施設開業
（鉄骨）

2016
GHめぐる

（木造）開業
（デイ2施設）

2060
GHめぐる跡地に
新築GH（鉄骨）

開業
2090

複合施設 開業
2026施設を廃
止し移設する

2058
GHめぐる

建替前移転施設

2021年1月コロナ禍の中で将来を考えました。基本的に事業規模の拡大
を目指すより、守口市で深く根を張り、安心で強靭でな施設運営を行い
ます。具体的には高齢者数と労働人口を織り込み、2026年にグループと
デイサービスの複合施設を開設、効率的な運営モデルをつくります。
その後は介護事業者としての責任と建物寿命を考え、長期サイクルがめ
ぐる運営を目指します。
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【知的資産とは】
「知的資産」とは、従来のバランスシートに記載されている資産以
外の無形の資産であり、企業における競争力の源泉である人材、技
術、技能、知的財産（特許・ブランドなど）、組織力、経営理念、
顧客とのネットワークなど、財務諸表には表れてこない、目に見え
にくい経営資源の総称を意味します。
「知的資産経営報告書」とは、目に見えにくい経営資源、すなわち
非財務情報を、債権者、株主、顧客、従業員といったステークホル
ダー（利害関係者）に対し、「知的資産」を活用した企業価値向上
に向けた活動（価値創造戦略）として目に見える形で分かりやすく
伝え、企業の将来性に関する認識の共有化を図ることを目的に作成
する書類です。
経済産業省から平成17年10月に「知的資産経営の開示ガイドライ
ン」が公表されており、本報告書は原則としてこれに

知的資産報告書について

知的資産報告書について

【知的資産経営報告書とは】
本知的資産経営報告書に掲載しました将来の経営戦略及び事業計画
並びに附帯する事業見込みなどは、すべて現在入手可能な情報をも
とに、当社の判断にて記載しております。
そのため、将来に亘り当社を取り巻く経営環境（内部環境及び外部
環境）の変化によって、これらの記載内容などを変更すべき必要が
生じることもあり、その際には、本報告書の内容が将来実施又は実
現する内容と異なる可能性もあります。よって、本報告書に掲載し
た内容や数値などを、当社が将来に亘って保証するものではないこ
とを、ご了承願います。

【作成支援専門家】
本知的資産経営報告書に記載それら内容の客観性を保つために、以
下の専門家の支援を得て作成しました。

監修（有）ツトム経営研究所 所長 森下勉
支援 藍木秀 （中小企業診断士登録番号415774）

中本美智子（中小企業診断士登録番号412312）
林正人 （中小企業診断士登録番号415661）
福島猛 （中小企業診断士登録番号215515）
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