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【経営の部】 

１.総評  

今年度の財務実績は増収である。その結果、純資産を増やすことができている。その要因と

しては、介護職改善加算額が増えたこと以外に、本業である介護保険事業、特に通所介護と

短期入所の稼働率が良好であったことが寄与した。支出の中でも収入の 6 割を占める人件

費は介護職改善加算手当額のアップ、そして積極的な設備投資によるものであり計画内で

ある。結果的に、収入が増えて人および物への将来投資ができているということは、ハコモ

ノサービスとしては健全な状態といえるだろう。ただし、採用環境は年々厳しく派遣社員や

紹介業を通じての採用機会が増えていることによるコスト増は否めない。この傾向は継続

していく中、短期間勤務の派遣従業者が増えていくと同時にサービスの質低下という課題

がある。この“労働量とサービス品質の両立”を実現していくために今後もテクノロジーの

採用を進めていく。 

 今年度も設備投資による効率性、安全性、快適性が高まるオペレーション構築に力を入れ

ていく。人・物・金の良循環は経営の根源である。それによって生み出された情報、時間を

どのように顧客に還元していくべきか。サービスの質につながっていくノウハウを来年度

以降も固めていきたい。 

 

 

２.事業活動の状況（平成 28年度対 29年度） 

２-１.サービス事業活動収益 【収入】 

実績額： 509,604千円  前年対比： 103.2 ％ 

特養拠点は 15,494 千円、ケアハウス拠点は 309 千円

の増収であった。主因は、法改正により介護職員処遇

改善加算の算定にかかる加算率アップ、各事業所の新

たな加算の取得、稼働率達成によるものである。 

  

２－２. サービス活動費用【支出】 

実績額： 490,310千円  前年比： 85.8 ％ 

主因としては、介護職処遇改善加算手当、定期昇給、賞与および派遣社員活用による増額分

である。 

 

２－３. 当期末繰越活動増減差額  

実績額： 386,109千円  前年対比： 155.1％ 

社会福祉事業 



２－４.社会福祉法人の負担軽減額 

 

 

 

 

 

平成 29年度 当法人では対象の事業所は 4 事業所であった。 

対象事業所：  4 事業所（①特養 ②短期入所 ➂通所介護 ④訪問介護 ）  

対 象 人 数： 延べ 36名（年間） 

 

合計利用料負担減免額 ：        345,079円 

熱海市補助金額：               0円    

法人負担額         345,079円 

※今年度からすべて法人負担とするため熱海市への補助金請求はなし 

 

 

【運営の部】 

１.事業所別 

〇特別養護老人ホーム 

月によって稼働率にばらつきがあったものの前年よりも年間目標数値に近づく事ができて

いる。（＋0.3%）介護報酬が減る中で収入を増やすには、空床要因となる入院を減らす、退

所から入所へのタイムラグを短くする、付加価値ある加算を取得していくことであるが、 

これらを実現するための数字に繋がったといえるだろう。その反面、インフルエンザ罹患者

が二年連続発生という大きな課題が残っている。医療機関により近づけた標準予防対策に

するべく、具体的なオペレーション構築を最優先で進めていく。 

 

〇通所介護事業所 

今期は「ゆとり」と「個別性」を重視し取り組んできた。具体的には 2点ある。1つはデイ

サービスの一日のオペレーションの見直しでレクリエーションに力を入れたことである。

それにより、利用者の楽しみが増えることになり、「行きたいデイサービス」になったこと。

2つ目は、個々の心身状況によってグループ化することで、よりニーズに適したサービス提

供をすることができたことである。 

また、利用者や家族の希望に応えるべく、柔軟な調整をおこなうことでにより稼働率を昨年

対比 16％と目標を達成することができている。 

 

 

 

 

 

社会福祉負担軽減額とは： 

低所得で生計が困難な方について、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その

社会的な役割に鑑み、利用者負担額（利用料）を軽減することにより、介護保険サービスの

利用促進を図ることを目的とする。 

 



〇各事業所の状況 

事業所 定員対稼働率 平均介護度 平均年齢 

特別養護老人ホーム 96.9％ 3.7 86.6歳 

短期入所生活介護事業所 85.3％ 3.2 85.0歳 

通 所 介 護 事 業 所  83.3％ 2.0 84.4歳 

訪問介護事業所（3 事業合計） ※昨年件数比較 

105.9％ 

2.0 82.6歳 

軽費老人ホーム 100％ 1.6 85.5歳 

 

 

２．実施した行事(主なもの) 
 特養 ケアハウス デイサービス 

4月 イチゴ狩り   

  

  

5月 施設家族会 

1/2回  

出前ランチ 

まめ知識講座」（栄養講座） 

 

母の日会 

端午の節句 

6月 サンデイふれ愛デイ      父の日会 

家族会 

7月 出前ランチ  七夕週間  

 

8月 納涼会  納涼会 

流しそうめん 

9月 敬老会  

 

豆知識講座（機能訓練講座） 老人会合同敬老会 

10月 施設家族会 2/2回  

ふれあいショッピング 

サンデイふれ愛デイ  

豆知識講座 

（感染症を知る） 

運動会週間  

11月 上多賀文化祭参加  

出前ランチ 

懇親会 上多賀文化祭参加 

12月 クリスマス会 

餅つき大会 

クリスマス会 クリスマス会 

餅つき大会 

1月 来宮神社新年神事   鏡開き 

書き初め週間 

 2月   節分 豆まき 

 3月      懇親会 ひなまつり週間 

 

３.職員育成の取組み 

３－１.全体勉強会(良い事例発表会) 

現場におけるサービスを目に見える形で理論化し、サー ビスの質を証明する目的で、７事

業所年４回(合計１２ケ ース)の良い事例発表会を実施。 

 

【内容】 

 第 1回(H29.6) 

①家族の気持ちに寄り添って －最後まで経口摂取－（特養）  

②利用者の尊厳とは －本人・家族の思いを－（通所） 

③在宅生活を継続するために －訪問介護の視点から介護過程を考える－（訪問） 



 

 第２回(H29.9) 

①職場の健康づくり －働きながら健康管理ができる仕組みー（事務） 

②利用者の尊厳とは －本人・家族の思いを－（通所） 

③楽しめる毎日に －痛みからの復帰－（特養） 

 

第３回(H29.12) 

①在宅生活を継続するために －社会資源を考える－（訪問） 

②オペレーションの変更 －ゆとりと個別性－（通所） 

③意欲向上への取組み －あきらめない介護を胸に－（特養） 

 

第４回(H30.3) 

①利用者の尊厳 －本人の思いと家族の関わり－（居宅） 

②地産地消の取組み（特養） 

③二人移乗をゼロへ /介助をラクへ（特養） 

 

３－２.社内研修 

〇階層別研修 新人研修から指導者研修までの５段階研修を 28 名が受 講をした。 

月 研修名 人数 

4 月 新人研修（１年目） 0 名 

6 月 フォローアップ②（2 年目） 8 名 

9 月 中堅 B 研修 4 名 

10 月 フォローアップ①（１年目） 4 名 

11 月 中堅 A 研修 5 名 

3 月 指導者研修 7 名 

 

〇スキルアップ研修 

第 1 回 7 月・8 月に「良い睡眠とは」というテーマで内部講師により実施した。計 28 名

の職員が参加、睡眠への正しい知識を如何に実際のサービスに応用してゆくのか、その考え

方、方法を模索しているという報告がなされた。 

第 2回 2月「生活習慣病予防」外部講師からストレスとの関係性の講義。それに合わせて

施設栄養士からは食事の健康管理についての話とビデオ観賞をおこない日常の食生活や習

慣について学ぶ機会となった。 

 

３－３. 外部研修（表は一例） 

職員の研修を受けたいという意欲に応え、内部では賄えない研修を外部研修で対応した。 

法人 6事業所では延べ 41名の職員が研修受講している。 

  

３－４.外国人介護福祉士候補生(経済連携協定：フィリピン) 

現在 1 名の EPA 介護福祉士と 3 名の EPA 候補生が就労している。今期は、第 7 期生が受験



資格を満たし、試験へ挑戦となる。静岡県内の EPA候補生のためのネットワークによる宿泊

研修への参加やパソコンによるスカイプ授業に加え日本語の講師をつけ、週 1 回の日本語

学習を強化している。 

 

４．介護福祉機器の活用（特別養護老人ホームの事業報告より抜粋） 

 

〇メンタルコミットロボット PARO １台 ※特定対象者２名 

平成 29年度は前年度からの継続者２名。目的達成の為、2 名とも 29年度 11月に終了。来

期は特定対象者ということだけでなく、気軽に自由に試行・実行し、パロが導き出す 

豊かな時間を作る状態を目指す。 

 

【活用事例】 

対象者Ｓ様に平成 28 年 9 月から活動を開始。使用前は、暴言や周囲に対する攻撃性がみ

られたが、パロと触れ合う事により、精神の安定を図ることを目的として計画を進めた。 

週に 3 回 1 時間程度の活動を実施。3ヶ月程経つと、暴言が無くなり、周囲とコミュニケ

ーションが取れるようになった。簡易高齢者用うつ尺度(ＧＤＳ－Ｒ)においても使用前は 

10点だったのが 5 点まで下がり、うつ症状が改善。夜間の睡眠が取れるようになり、睡眠

薬の減薬にまで繋がる好事例となった。 

 

〇床走行移乗リフト ４台 ※特養対象者６名（二人移乗者をゼロへ）  

リフト活用の目的は二人移乗による双方の心身負担軽減、一人介助によるオペレーション

効率向上である。また、移乗介助時に起こりやすい表皮剥離の事故件数は 0 件という副次

的効果もあり、人の手ではではく機器を使うことで生産性、安全性を高めていける存在とな

っている。 

 

【活用事例】 平成 29 年 6 月より使用開始 80代男性 体重 63 ㎏ 左上下肢麻痺身長が

高く体重が重いことにより、移乗時には双方に負担がかかる状態があった。リフトを使用す

る事により小柄な女性職員でも 1 人で移乗介助が可能となっている。 

 

○眠りスキャン ２台 測定機能：体動（寝返り、呼吸、心拍）※特養対象者 2 名 

【活用事例】新規 A 様 女性 81 歳、夜間不眠の訴えが強く睡眠薬を服用。効能が日中に

も影響し、活気がなく、ベッドで横になられている時間が大半を占めていた。しかし本人は

睡眠がとれている実感が薄いという訴えがあったため、良質な睡眠がとれているのかを調

査。結果はクリアしていため、本人が眠ったという実感を得る為にはどのようなケアを行う

のかに焦点を当てた。そこで、朝日の光を浴びながら身体覚醒、脳にも刺激がいくよう朝の

体操に参加、生活習慣に変化をつけていくと「よく寝た。」と言葉を頂けるようになり最終

的には睡眠薬を減薬する事が出来ている。  

 

〇ラクニエ、バンテリン腰ベルト 腰痛・疲労軽減対策 

連続する移乗等の動作による心身への負荷を減らすため今期より新規導入している。バン



テリン腰ベルトは腰を支え、痛みを軽減、ラクニエは疲労感を軽減するために配備し、 

12 月から活用開始。使用前後のアンケートの結果、大幅に疲労度が減ったという回答が得

られている。来年度は入浴時以外に排泄介助、移乗介助などに範囲を広げ、疲れにくい労働

環境を目指して整備していく。 

 

５.リスクマネジメント 

５－１.感染症対策 

施設での 3大リスクである感染症（インフルエンザ）が 2年連続で発生してしまった。過去

最大の流行ではあったが現場の対応と対策に隙があったことは否めない。感染症発生後の

取組として感染症に詳しい認定看護師を地域医療機関から招き具体的な対策検討を実施。

最優先経営課題として組織全体で対策を進めている。 

 

５－２.減災・防災対策 

静岡県ふじのくに防災士  ※毎年 1 名受講 

静岡県ふじのくに防災士 ※毎年 1名受講 

各事業所防災士 1名配置を目指し、計画通り受講。 

防災士を配置することにより、専門知識を生かした高 

度な減災・防災訓練が可能となり、施設全体の防災意 

識向上が見込める。 

 

① 実地想定訓練（防災訓練とは区別） 

地震、風水害、火災など年 5回（6月・9月・10月 

12月・3月）実施。 

特に、HUG(避難所運営ゲーム)や DIG（実地訓練）を初め

て実施。演習として具体的に何をどのように考えるべきかを参加者全員で話し合う良い機

会となった。今後も当事者意識を持続させるために、現実的な演習を継続していく。 

 

② 防災訓練 

各事業所毎月１回の防災訓練を実施。ただ訓練回数をこなすのではなく、以前の訓練から浮

き彫りとなった課題を解消し、常に質の向上を目標としている。（例：記録方法、報告・指

示系統等） 

 

③ 地域防災訓練（9月） 

地域に存在している一員として上多賀地区の総合防災訓練に参加している。実際に居住し

ている地域の皆さまの中に入って一緒に体験すると「ここで災害が起こったら」という同じ

目線となり共助するという意味合いを実感出来る機会であった。 

 

 

 

 

HUG（避難所運営ゲーム）を使った訓練を実施 



④ 事業継続にむけた備品購入 

・防災ヘルメット 

職種ごとに色の異なるヘルメットを用意。地震発生時、すぐに身の安全を確保できるよう、

各階に設置。 

・防災ベスト 

発災後、復旧作業等を行なう上で、誰が海光園の職員なのか、援助ボランティアの方なの

かが一目でわかるようベストの色分けを行ない、背面に職種名を記載したシートを格納。

このように色分けを施し、視覚で判断可能な状態にすることでスムーズな連絡も実現可

能となる。 

 

・防災用緊急対応セット 

医療・公共機関をただ待つだけではなく、自身でできる処置は予め行ない、最小限の被害

に留めるべく緊急セットを設置した。 

 

⑤ 防犯訓練 

まずは施設の窓口である事務局が率先して訓練を実施。施設内安全を確保するためには「対

人」の視点からも備えることが大切である。 

 

６.地域力向上への取組み 

〇サンデイふれ愛デイ （年 2回）の実施 

開催 8 年目となり、地域の「おなじみ」のイベントとな

り毎回楽しみにしてくださるリピーターの方も増えてい

る。 

今年度も担当を持ち回りで年２回企画実施した。 

 

【結果】 

 第 15回（6月） 参加者：104名 

 テーマ 災害に強い地域づくり 

 

 第 16回（10月） 参加者：36名 

（※選挙と台風が重なったため参加人数減少） 

 テーマ 健康（食×運動）+未来（夢×テクノロジー） 

 

災害・介護ロボットなど社会の関心ごとをテーマにイベントを実施。今後も地域の方々との

つながりを大切にしながら新たな場づくりを目指す。 

 

 

7．環境対策実績 ※数値は東京電力データに基づいて算出。 

平成 28年度 対 平成 29年度  ▲37,028kg（前年比▲12％） 

平成 29年度は電気の使用量共に削減できた 7月に空調機器を更新したことにより電力効率

が上昇したことが要因となる。今後も機器の更新も含む温暖化防止に努めていく。 

第 16 回サンデイふれ愛デイの様子 

 ペンギン型ロボット「もるペン」とふれあ

う 



８.ボランティアの受入状況報告 

日赤奉仕団様、熱海読み聞かせの会様、園内清掃、花の植替え、ウエス製作、バンド演奏等、

延べ 120名以上の方が来園され、利用者様の生活を支援して頂いた。 

９.面会者数 

累計数では 28年度が 3,518名、29年度は 3,421名と、前年度より 97名減少した。（感染症

による面会制限の影響）月平均では面会されるご家族の人数はほぼ前年並みであった。 

 

１０.寄贈 

○平成 29年度寄贈をしてくださった主な団体等 （敬称略順不同) 

＊東静岡ヤクルト販売株式会社(ヤクルト 380本) 

＊熱海市更生保護女性会（タオル 100枚） 

＊その他個人様より、清拭用タオル,自助食器，栄養補助食品，シクラメン，花の苗，肥料 

 

 

 

なし 

 

 

 

 

なし 

 

 

以上 

公益事業 

収益事業 


