
 

第 21期（2019 年度） 

社会福祉法人海光会 事業計画書 

 

第２０期～第２２期三か年経営ビジョン 

ノウハウを日本社会へ還元する 

＝ 介護を快護へプロジェクト ＝ 

 

 
 

2015年～2017年は目に見えない資産を増やし理論化することを実現するトップダウン、ボトムアップを 

循環させ、思考と行動がつながる状態を目指してきました。これからの三年間は、この姿勢をスタンダード 

としながら日本社会全体がポジティブになることを目指します。具体的には、社会福祉法人海光会は人が 

生きていくために必要な衣食住の三原則を徹底的に見直し、介護施設における幸福感を温めるプロジェクト 

をスタート。 私たちは、さまざまな社会資源と共創することで社会課題を解決し、働く側の人生そして 

利用される方の人生がより満たされる場を目指すことで”特養という機能を持った施設だからこそ得られる 

幸福感”をデザインしていきます。 社会インフラそのものである介護事業が、さらに洗練された ESと CS 

を両立させながらノウハウを蓄積させ、サービスとして社会へ還元していく。これができれば、激変して 

いく人口構造変化にも耐えうることができるのではないか。答えのない答えを創り出すために、私たちは 

諦めず、焦らず、じっくりと挑戦していきます。 

 

               

 

 

理念の実現

ビジョン（3年）

事業計画（戦略）
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法人事務局 

▸  理事長あいさつ 

２０１９年５月１日元号が変わると共に当法人施設も２０周年を迎えます。新元号と共に始まるこれから

の２０年を皆様と共に創っていくことが楽しみです。 

 現代はテクノロジーの発展による生活への価値観、そして人口構造等の避けられない社会変化により予測

がしづらい不確実な時代と言われていますが、だからこそ思考しながら挑戦し前例のないコトを生み出して

いくことに意義があります。経営における最大なるリスクは「前例踏襲」です。経営リソースと言われる

人、物、金、情報、時間を循環させ、困難と思っていたことを可能にし人と社会の役に立つ責任を果たして

まいります。 

その一つとして昨年度からスタートさせた三か年ビジョン「介護を快護へプロジェクト」ではＢ２Ｂの関

係性を強化させながら、ヒトとモノをかけ合わせるための設備投資を進めています。その成果として、介助

者二人による移乗ゼロ、夜間帯の転倒事故ゼロを皆の力で実現しました。従事者の労働安全、顧客の身体機

能の維持は健康経営の一環として今年度も継続していきます。 

プロジェクトの 2年目としては、助走から本走に移行する一年と位置付

け、人が関わらなければ解決できないこと、つまり個別化することで質や価

値が上がることに時間を増やしていくことを目指します。具体的には、居宅

部門は地域還元のヘルスケア、施設部門では記録のＩＣＴそしてＩＯＴ化に

よる業務効率化です。ヒトからモノに置き換えた時間を顧客に使い、地域全

体の健康長寿につながる活動で施設内外がＳＤＧsに繋がる活動となるよう

社会に還元してまいります。 

本年度も職員一同、宜しくお願い致します。 

２０１９年 4月 

 理事長 長谷川みほ 

 

 

●今期重点目標  

【概要】 

介護業界はまさに変革の時を迎えている。今まで当たり前に行っていたことを見直し、新たな視点で考えて

いかなければならない。法人がもつ経営資源（ヒト・モノ・カネ・情報・時間）を回転させ鮮度を保ち機能さ

せることが求められる中、特に“ヒト”の位置づけは非常に重要と考える。今期は特に「人材」に焦点をあて

た施策を実行しながら設備（モノ）の活用や環境を整備していくことで利用者と職員双方が快適な状態になる

ことを目指す。今後も増大する介護ニーズに柔軟に対応するための“未来開拓”にチャレンジしていく。 

 

1. 法改正対応 

➢ 介護保険法 

・2020年 1月以降 介護保険事業所指定更新作業 

・2019年 10月施行予定 新処遇改善加算 採否判断及び消費税 10％に伴う報酬改正への対応 
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➢ 働き方改革関連法 

・勤怠管理システムを活用した労働時間の把握と改善 

・５日間有給休暇取得義務化の運用対応 

 

2．資産管理  

 

【三ヵ年中期課題】2018 年~2020 年 

 私たちが構築し得てきた資源を、今後どのように掛け合わせていくべきか。（図１） 

 

【目的】 

 事業継続のためには、現在の強い財務基盤を持続さ

せることは必須である。そのためには、目先の資源

をインプットすることだけではなく、運用後の影響

までを想定・検証し、より生産性の高いサービスモ

デルへ変化させることを目的とする。 

 

【目標値（ＫＰＩ）】 

・インプット（実労働時間総数）の縮小化 

期間：2020年度までに 

数値：2018年度対比 総労働時間数－５％  

 

・アウトプット(PL：サービス活動収益) 

2018年度以上 

 

【今年度の具体策】 

⚫ ヒト  

【目標】定着によるサービスの安定 
① 多様な人材活用（継続） 

労働生産人口層の既存職員が最大限に自らの能力を発揮するためにも、未経験者・外国人・障害者・高齢

者など多様な人材を活用する。 

② 5日間以上の有給取得（新規） 

  法令遵守と共に総労働時間の縮小 

 

⚫ モノ 

【目標】最新デザイン採用（技術・形） 

① 設備大規模修繕計画の実行（継続・更新） 

② 人の手による測定記録をソフト代替え（新規） 

③ オフィスレイアウトの再構築 

 

⚫ カネ 
【目標】サービス収入を維持向上させる組織力への投資 

①稼働率 100%により近い実績とするために、未来の収入原動力となるヒト・モノ・コトへの投資を行う。 

 

 

3.顧客管理  

 

【課題】 

顧客の「知りたい」に応えるためにはどのような情報を提供すべきか。 

【目的】 

信頼していただきながら、海光会は洗練されているというブランドイメージを確固たるものにしていく。 

 

Who 

 

How 

担 い 手 

日本人 

（生産人口層） 

未経験者、外国

人、障害者、高

齢者等 

 

方 

法 

 

ソフト 

【人の手】 

1 

熟練した介護福

祉士でなければ

ならない部分 

 

2 

未経験者でも出

来る部分／異文

化の良さを発揮

する部分/障害

者、高齢者のパ

ワーが活躍する

部分 

ハード 

【設備機器】 

３ 

人の手よりも安心、正確、快適、効

率が向上する部分 
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【目標】 

①定量・・・顧客動向の変化を把握 

②定性・・・提供すべき情報をタイムリーに発信 

 

● 中期目標 ２年以内(2019-2020) ※変化が速いため、中期＝今年度を含む 2年と定義する。 

2019 年度 

   前ページの通り 

 

2020 年度 

□ 外部環境  労働基準法改正への対応 

□ 内部環境  設備修繕計画の実行（給水管等）、パソコン 2018年入替残り 7 台（Windows10 搭載へ） 

        稼働率の安定と最大化 

 

 

●内部統制の取組み (法令順守責任者) 

運営上のリスクを最低限に抑え、透明性を図る為以下の３点について取り組む。 

 

1．5S（整理・整頓・清掃・清潔・躾）活動 

５Ｓは、単なる美化活動にとどまらず思考と行動の５Ｓにつなげることで、物品、業務、情報の管理能力を 

向上させる。 

 

2.財務管理 （更新） 

① 施策の活動進捗その達成度（費用対効果）の検証 

② 会議等を通じ各事業所の稼働率がどのように数字に表われているかを示し次なる運営に繋げる。 

③ 試算表は四半期に一度指標定量と概要（定性）を報告書として作成、トップが正確な判断ができる材料を

示す（特異事項は随時） 

④ 予測財務諸表を参考にしながら精度を上げ、予算と実績の差異減で補正 1回以内を目指す。 

 

3．運営管理（更新） 

① 勤怠管理 IC 化による勤務時間把握と改善 

② 運営会議における規程、改正情報等の基本教育（自律・自立風土）と事業計画進捗確認 

③ 他事業所による客観的視点で内部監査実施 

 

●人事労務 

心地よい循環で“働きやすさ”による定着で、絶え間ない変化に適応しつづけるチームを目指す。 

 

1. 人材育成 (2020年度までに) 
 
【課題】 適応力の高いチームにとして機能をアップデートするには何を課題とするべきか。 

【目的】 顧客目線の満足と納得の結果を生み出し従業員満足度も高いチーム構築 

【目標】法人方針を踏まえながら自分達が何を目指しているのか常に立ち戻る時間をとることで過程が無駄に 

ならない循環モデルを創る。 
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2. 労働安全衛生 （衛生管理者） 

2016 年 7 月に静岡県全国健康保険協会を通じて「ふじのくに健康づくり推進事業所宣言」から 3 年目であることから、

今年度は経済産業省 健康経営優良法人 2019（中小規模法人部門） の認定を目指す。（申請 9月～11月） 

【課題】 職員の心身の健康を維持するためにはどのような支援を構築するべきか 

【目的】 従業者の安全と心と身体の健康を確保することで体制不安を予防し介護サービスの継続を担保する。 

【目標】 定期健康診断の結果を参考に数値が悪いところは早期に改善する。 

 

 

3. 雇用管理  
【課題】 就業時間内に成果を出すためには、どのような仕組みと環境が必要か。 

【目的】 無駄の排除でポジティブな数字に結びつく活動に時間を使う（満足度、稼働率、事故ゼロ、受診率減 等） 

【目標】 緊急時や突発的な事案以外の残業ゼロで事業計画を達成 

 

●固定資産管理（昨年度継続・更新） 

1．修繕計画・設備投資・棚卸 

2018年に作成した中長期計画に則り、計画的に修理・入替を実行する。 

 

【修繕計画】 

① 設備大規模修繕 

2019年度は主に６点を想定。施設内に関わることは消費税増税前に終了できるように計画実行する。 

経年劣化による改修 

I. 自家用発電機設備 

II. 非常用放送設備 

III. 防犯設備 

IV. 自家火災報知設備 

V. 自動制御設備 

VI. オフィス什器、共用部什器入替え 

VII. 各居室内装・一部共用部の壁紙張替え 

 

② 長期（30年）修繕計画 

建物付属設備等の入替を視野に入れ中長期的な修繕計画を実行する。（エレベーターの保全・給水管・給湯設備・照

明器具等） 

 

【設備投資】 

① 更新・廃棄 

固定資産状況を踏まえながら、予算を組み、性能をあげることで作業効率や作業導線・操作快適性をあげていく。 

 

② 新規企画と導入 

介護を快護へプロジェクトの領域であり、経営戦略として 

介護施設における幸福感に繋がるモノと判断した場合に補助金を積極的に活用しながら、導入を進める。 

 

【棚卸】 

① 棚卸実査 

毎年 3～4月に固定資産管理者が実施。固定資産管理台帳にのっとり、実物があるかどうかを実査の上、決算に計上、

正確な固定資産額となるよう精査をおこなう。 

 

②  廃棄 

特に更新する場合は、同時に既存物を廃棄することになるが、法人規則・規程にのっとった手順で手続きを取り、固定

資産台帳に反映させる。 
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●財務管理（会計責任者、予算管理者） 

1.施設整備資金返済計画 
借入金額                0円 

当期末残高             0円 （2018年度完済） 
 

2．固定費と変動費 
経営分析の一つである損益分岐点は費用を「固定費」と「変動費」に分けることで算出する。施設運営は固定費が厚く

変動費が薄いが、年数経過や最新の考え方を取り入れることによって、固定費を下げていくことは可能である。 

 

3．資産再投下計画 
法人が保有する財産から事業継続に必要な控除対象財産を控除しても「一定の財産」が生じる場合に資産再投下計

画を策定する。（※当法人の場合は 10年間で計画）策定 3年目にあたる計画を実行する。 

 

① 社内研修外部講師委託料  

② 社内研修職員へ講師手当 

③ 海外出張（または研修）費用 

④ 低所得者軽減措置 

⑤ 介護記録自動化の対応 

⑥ 地域貢献イベント費用 

 

 

●リスク管理 

1．三大リスク（感染症・防災・防犯）  
三大リスクは、内部ではコントロールできない、外部環境の変化によって起こり得る３つの要素を定義した。         

※訓練計画は別紙１を参照 

 

【感染症】 

① インフルエンザ、ノロウイルス等 

前年度にオペレーションを含め施設内の衛生管理を組織全体で強化。（使い捨て式にする、定時の全体消毒、空

気入替、面会規制等）感染症定点観測で状況を把握しながら迷わず”先手予防”で施設内感染を確実に防ぐ。 

 

【防災】 

① BCP事業継続計画 

今まで行ってきた訓練方式を踏襲しつつ、事業を継続するための外部ネットワークの形成を目指す。 

② 静岡県ふじのくに防災士（現在 8名配置） 

当施設において、各事業所 1 名以上の防災士配置を目指すが、職務要件とのバランスを踏まえ総合的に受講者

を決定する。 

 

③ レジリエンス認証更新 

2018 年 11 月更新終了、ゴールド認証を取得。今後の課題としては、いつまで施設内にとどまるか、そして移送の優

先順位、方法、協力ルートをどのように構築するのかである。自衛隊等の外部機関とのネットワークが必要になること

であり、次回の更新までにまずは関係性を創ることを目標とする。 

 

 

【防犯】 

施設全体での不審者侵入を想定した実践訓練の継続。 

① 多様化複雑化する犯罪手口に備え、知識を向上させるべく、専門家による座学会の実施。 

② ハード面における防犯対策の強化（設備修繕計画込） 
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2．情報管理（継続）  
① 業務・個人で使用する端末やサービスのパスワードは定期的に変更する。 

② 個人情報が含まれる内容は公の場で出さない。 

③ 重要なデータはバックアップをとり、鍵のかかる書庫で保管する 

④ 機密情報と共有情報を精査する 

⑤ 日頃から意識をもった行動ができるよう守秘義務、漏洩の場合の対処方法の復習 

 

3．内部事故対策  

事故等のリスク予防対策としては、これまでの事故の原因やパターン分析に基づいて「どのようにしたら事故が防げる

か」を各現場で話し合い計画を策定し、職員に周知徹底している。人は誰でもミスをすることがあるという事を前提に「ミ

スにつながる原因を除去する対策」や「ミスを発見する仕組み」をマニュアル化する。 

 

● 環境対策（固定費抑制） 

1．数値目標  
前年度の使用量以下を目標とする。（※2019年 1月現在） 

 

2．現況の課題と対策 
【対策】 

《電気》 数値目標 ▲2% 年間使用量 515,000ｋｈｗ 

ボイラーの更新、全館電気ポットの見直しにより使用量が 1 月現在 2.5％削減できている。空調のフィルター清掃や日

頃のこまめな節電により年間２％削減を目指す。 

 

《水道》 数値目標 ▲8％ 年間使用量 15,600 ㎥ 

共有分のトイレの入替により 10％削減ができている。更に３階特殊浴槽の見直しにより年間 8％削減を目指す。 

 

《ガス》 数値目標 ▲6％ 年間使用量 25,800 ㎥ 

ボイラーの更新により 10％削減できている。ボイラーのスイッチの自動化を継続すること、厨房、洗濯室の乾燥機のこま

めな清掃により年間 6％削減を目指す。 

 

●広報・社会還元 

1．知ってもらう努力（広報） 
 

①  コンセプトブック（展開段階） 

Ｗｅｂ公開やバラマキは行わない方針は変えないが、３年目に入るブックは展開段階へと進ませたい。４枚のコンセプト

を現実に感じた場面を撮影して掲示する、採用活動で運用する等、形を変えた表現展開を目指す。 

 

② ニュースリリース年４本以上（継続） 

ニュースリリースを三カ月 1 本程度だし、正式な広報としての位置づけを定型化させ、媒体を通じて伝わる

ような広報戦略を実行し明るい印象の定着をはかる。 

 

③ 魅力ある広報媒体を複数もつ 

・ホームページ 

概ね情報発信として活用できている中「動き」と取り入れたい。YouTube などの映像リンクで、より多くの情

報量を受動的に伝え、介護に対するイメージアップにつなげる。 

・Facebook 

細く活用しながら発信媒体の手段を維持する。 

・海光園だより 

紙媒体の強みもある。廃止ではなく非定期発行として媒体としては維持する。 
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・ケア現場の活用事例 

昨年度は VOL.5 まで制作。今年度は VOL.8 までの発行を目指す。 

 

2．ヘルスケア推進（社会還元） 
 

【施設内】 

① サンデイふれ愛デイ(2010 年～) 6月 10 月 

〇対象者： 市民、利用者等子供からお年寄りまで 

〇目的：公器である海光園という施設資源を可能な限りステーク ホルダーに使って頂きながら、当施設の取組みや実

績を知って頂く機会創出の場とする。また、2018年度に引き続き、他企業や他機関とコラボレーション企画を増やすこ

とで、単なる交流の場ではなく、学び、感じる場を目指す。 

 

②海光園茶話会の継続（年 1回 5 月） 

〇対象者：地域住民、子供 

〇目的： 入居者の皆さんと一緒に、気軽に施設内にくる機会を創り、人と人が話し、笑い、歌うなど、自由に関わりあえ

る時間を過ごす。天候が良ければ、ケアガーデンも使いながら美味しいお茶菓子とお茶を提供する。 

 

【施設外】 

① 訪問授業 年 1 回以内（9 月） 

〇対象者：小・中・高校の学生、教員 

〇目的：核家族化している状況の中で高齢者への理解を深めるとともに福祉に対して興味関心を持ってもらう機会と

する。学校では学べない情緒的な体験を通し豊かな人間性をはぐくむ学習の場を提供する。 

 

②地域出張カフェの継続  年 1 回以内（7 月） 

〇対象者：地域住民 

〇目的： 地域にある集まりやすい場所で、お茶を飲みながら話せる機会を創る。住み慣れた地域で安心して暮らせ

る地域づくりを目的とし、地域の方の悩みや思いを聞き、心を軽くできるよう地域の方々と一緒にカフェの運営を実行

していく。 

 

③ 地域の防災活動・ボランティア活動 年 1回以内（9月） 

○対象者：地域住民 

○目的：日頃から地域の方々との顔の見える関係性を築き、災害時の協力体制を確保する。 

 

④介護プランナーの派遣活動（新規） 年 1 回以内（11月） 

○対象：中小企業・市内の住民 

○目的：介護支援プランのノウハウを提供し、介護離職で悩む企業を支援する。 

 

 

 特別養護老人ホーム(80 床)  

⚫ 今期概要  

私たちは、現状の課題を解決していくことで、ご本人には安心・幸福感を、ご家族には希望を感じて頂ける場づくりを

目指している。それには介護事故や急な体調変化等の要因を減らし「ここで穏やかに最期を迎えられてよかった」と思

って頂ける人生のハッピーエンドを目標としていきたい。 

そこで、昨年度からテーマとして掲げているＡＤＬ重度化の防止を継続させ「介護の本質とはどうあるべきか」を考え

行動できるチームを構築を目指す。 
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⚫ 重点課題  

（特養・短期入所共通テーマ） ＡＤＬ重度化防止の実現   

 

【課題１】適応力の高いチームとして機能をアップデートするには何を課題とするべきか（事務局：人材育成の課題設定

に同じ） 

【課題２】より洗練されたオペレーションで見えてくる真因をどのようにして解決すべきか 

【課題３】生活の基本となる食事・運動・排泄・入浴のカスタマイズへ時間を充てるには何を変えるべきか 

 

【概要】   

昨年度最新機器を導入後の変化を検証することで、新たな課題も見えてきている。表面的な課題解決はできたとしても

その奥にある真因を探ると、おおよそ生活の基本である食事（薬）・運動・排泄・入浴に立ち戻ることになるだろう。それ

には標準化したサービス内容から、個々の真因を“手当”するためのカスタマイズが必要であり、それを実行するには人

による観察・情報共有・意思決定を丁寧に重ねていく時間の創出が条件となる。 

その中庸な力は、各職の領域を超え、フラットに動き、協働していくチーム機能だ。言い換えると、３つの課題解決の

鍵はチーム機能をアップデートすることであり、その実現をもってＡＤＬ重度化防止という結果に至るよう施策を実行して

いく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⚫ 目的・目標 

【課題１】 適応力の高いチームとして機能をアップデートするには何を課題とするべきか 

（事務局：人材育成の課題設定同等） 

【目的】顧客満足と納得の結果を生み出すことで従業員満足度も高いチームの構築 

【目標】法人方針を踏まえながら「介護の本質とはどうあるべきか」常に立ち戻る時間をとることで過程が無駄にならない

循環モデルを創る（上記の図） 

 

 

 

【課題２】 より洗練されたオペレーションで見えてくる解決すべき真因をどのようにして解決すべきか 

【目的】 真因を突き止めることでネガティブ要因を小さくし人の手による量を減、質を向上させる。 

【目標】 ① 介護される側へのアプローチ： ご本人の不安要素の突き止めと除去（事故ゼロ） 

② 介護する側へのアプローチ ： 顧客満足に至らない無駄な業務の廃止で①への集中 

 

【課題３】 生活の基本となる食事・運動・排泄・入浴のカスタマイズへ時間を充てるには何を変えるべきか 

【目的】  記録のための記録ではなく、分析するための記録にする ～ 本質の見極め ～ 

【目標】 ① 成功していれば継続、停滞しているのであればカスタマイズが仮説予測からの対策 

② 定性と定量を合わせた RPDCAを小規模に回すことで稼働率を達成 

安心・満足 

子供世代の 

バックアップへ 

カスタマイズ 

で緩やかな重度化 

幸福感 

中庸な力 

チーム構築 

食事

（薬）

運動排泄

入浴観察

情報共有

意思決定

課題 

真因 

解決 

I/P 

I/P 

O/P 

O/P 

∞サイクル 

社会福祉法人海光会 
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⚫ 優先入所検討委員会 

・優先入所基準 

2017年度より介護度配点、介護者等状況基準・配点が変更で運用している。介護者の環境等を正しく把握するため

の丁寧な面談、状況調査を行うことで実態に合った根拠ある配点表を作成する。 

 

・有効待機者の把握（継続） 

委員会に支障をきたさぬよう毎月15日〆で申し込み状況を更新、最新版の状態で上位15名の管理を行う。 

また、6カ月毎に申込者全員の状況確認を実施する。 

 

・委員会の開催 

開催は年3回（6月・10月・2月）とし、指針と要領にそって透明性ある公正公平な委員会運営を行う。 

過去2年連続で臨時優先入所検討委員会（合計4回）開催しているため、今年度は6月10名、10月15名(+5名)、2月

10名とし年間合計35名(+5名)を基本とする。それでも必要な場合は、臨時優先入所検討委員会を開催する。 

 

⚫ リスクマネジメント  

【課題１】 インシデントの仮説特定 → 予防対策への実行（RPDCA）を実現するにはどうするべきか 

【目的】 発生率の低減（高を中へ中を低へ段階を下げる） 

【目標】 事故につながる小さなインシデントを抑えこむためのモノを活用することで、ヒトによる予測の確実性を高め対 

策の成功率をあげる 

 

① 件数 ゼロ  

前年度ゼロ達成していても、危険性・不確実性が高いものは今年度も引き続き中～高レベルとして管轄職務が筆

頭となってゼロを目指す。 

 
発生頻度 

管轄職務 

高 中 低（ゼロ継続） 

看護職 感染症 

誤嚥性肺炎 

褥瘡 誤薬 

介護職  

転倒 

転落 

表皮剥離 

骨折 

身体拘束・高齢者虐待 

 

機能訓練  拘縮  

管理栄養士 

 

 低栄養 

残食 

 

 

② 行政報告件数 0件 

 

⚫ 行事計画  

【概要】 

 今まで大事にしてきたコンセプト「歳時を味わう」を基本に、四季折々の食事、行事で暮らしを味わえる 

 機会を提供する。 
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 全体行事 季節の食事 個別行事 

4月 花植え 桜寿司 、地産地消全国お取り寄せ イチゴ狩り 

5月 施設合同懇親会 1/2 創立記念メニュー 買物外出・出前ランチ 

6月 サンデイふれ愛デイ 豆料理、地産地消全国お取り寄せ 
外食 

買物外出 

7月 七夕 そうめん 
外食 買物外出・出前ラン

チ 

8月 納涼月間 夏野菜料理 、地産地消全国お取り寄せ 外出 

9月 紅葉狩り・敬老会 栗ごはん 秋の外出・出前ランチ 

10月 

施設合同懇親会 2/2 

ふれあいショッピング 

サンデイふれ愛デイ 

ハロウィン 

きのこ料理＜地産地消全国お取り寄せ＞ 外出 

11月 ケアガーデン芋ほり さつまいも料理 上多賀文化祭 外出 

12月 クリスマス会 チキン料理 、地産地消全国お取り寄せ  

1月 書初め おせち料理  

2月 節分 
黒豆寿司・いなり寿司 地産地消全国お取

り寄せ 
 

3月 ひな祭り ちらし寿司  

 

 短期入所生活介護事業所(20床)  

⚫ 今期概要  

熱海市の現状として高齢化率 46％を超える高い状況は変わらず、日本の最先端である。自宅での生活を持続させる

ためにも、当事業所は重要なサービスとして位置付けである中、生活の質を落とさずご利用者本人と家族が安心して

過ごせる安全な空間と時間を提供する。具体的には ADL を維持しつつ、広い空間を使いながら施設だからこそできる

ことを強みとして活動し、規則正しい生活をすることで健康を維持していただくことである。それには立位、排泄、睡眠

等の不安定要素をクリアしていできるよう真因を突き止め課題を解決することで安全安心を担保していく。 

 

⚫ 重点課題 

【課題１】 自立した在宅生活を継続するにはどのような支援が必要か 

【課題２】 本来の直接介護に時間を割くためにはどうするべきか 

【概要】 

顧客ニーズとしては 3種あり①在宅生活を希望する（最後を自宅で） ②施設入所を希望する（先を見据えて） ③在

宅介護での休息をとる（家族の体調、体力の回復等）のいずれかに入る。併設の施設サービスとして、提供できるケ

アを最適な状態で利用して頂く事が重要である。そのためには、円滑にサービスを提供し根拠を持った判断の上、

サービスの実行ができる現場力を目指すためにも日々の間接業務の削減を進める。 
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⚫ 目的・目標  

【課題１】自立した在宅生活を継続するにはどのような支援が必要か 

【目的】利用を継続する事で在宅介護の負担軽減を図る 

【目標】短期入所を利用するそれぞれの目的に沿った適切なサービスの提供 

 

 
【課題２】本来の直接介護に時間を割くためにはどうするべきか 

【目的】２４時間の中で時間のかかっている間接業務を削減し人の手でやるべき業務に時間を充てる 

【目標】間接業務の中でかかっている荷物チェックの工程（時間）を半減以上にする。 

 

軽費老人ホーム（ケアハウス）  

● 今期概要  

平成 30年 1月より、2件の新規入居があった。共に 70歳代の入居者であったが、長期入居されている方の高齢化も

あり、平均年齢は 84.7歳と高い。自立された方が入居対象ではあるが、介護認定がおりた方が全体の 40％となってい

る。今後加齢によりＡＤＬや自立度の低下が想定されるが、個人の心身・健康状態を把握の上、事前に適切な対策を

行い、身体機能低下を防ぐ体制を整える。 

 

● 重点課題  

テーマ 自立した在宅生活の継続 ～健康長寿～  ※居宅サービス共通 

【課題１】集団生活の場における感染症対策への理解と納得を得るにはどうするべきか 

【課題２】身体機能の維持をするにはどうするべきか～健康長寿～ 

【課題３】入居待機者の確保をするにはどのような施策をとるか。 

【概要】 

ケアハウスは、入居者の外出等は自由であり、「本人らしさ」（個人の尊厳）を追求しやすい施設といえる。 

一方で、集団生活の場でもあり、職員・入居者が一丸となり感染症をはじめとしたリスク対策へ取り組むことが不可欠と

言える。明るく健康的な生活を維持していく為には、日常生活における細かなインシデントを取り除き、障壁となるアク
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シデントを未然に防ぐことが重要である。感染症というマイナス因子と待機者の確保というプラス因子の両点からアプロ

ーチを図り、入居者の QOL向上を目指す。また昨年度は 8件の新規申し込み及び 4件の申し込み待機があった。中

には待機中に介護認定を受け、辞退となるケースもある為、より多くの待機者を確保する必要がある。31年 1月現在、

9名の待機者がいる。常に 10名以上待機している状態を目指す。 

 

● 目的・目標 

【課題１】集団生活の場における感染症対策への理解と納得を得るにはどうするべきか 

【目的】併設事業所である為、他事業所へ影響が及ばぬような管理体制を構築する。 

【目標】感染症罹患者 0名 

 

【課題２】身体機能の維持をするにはどうするべきか～健康長寿～ 

【目的】ケアハウスで生活する為の、ADL を維持する。 

【目標】（個人に適した頻度で）日常生活に運動の機会を組込む 

 

【課題 3】入居待機者の確保をするにはどのような施策をとるか。 

【目的】稼働率 100%の維持 

【目標】入居待機者を 10名上確保及び 2人部屋待機者の確保 

 

 

通所介護事業所（デイサービス）  

●今期概要  

熱海市の高齢化率の上昇に対して、早い段階（身体低下予防）から介護サービスの利用や社会資源（地域活動等）を

活用することで重度化を少しでも防いでいきたい。軽度の利用者には重度化の予防と在宅で生活ができる身体づくり

を提供し、重度者には介護する側、される側の相互が安心して生活できるために福祉機器（ハード）を用いて安心・安

全な介護に繋げる。食事・看護・機能訓練等様々な観点からアセスメントを行い、身体状況の維持向上と意欲を持てる

よう努め、幸福感を感じ、デイサービスに来ることが生活の一部になることで、日々の生活にも張り合いが生まれることを

目指す。 

●重点課題 

テーマ 自立した在宅生活の継続 ～健康長寿～  ※居宅サービス共通 

【課題１】  自立支援を行うために、身体機能を底上げし「できる」「やる気」を引き出すにはどうすべきか。 

【課題２】 地域住民が介護について興味を持ち早期から予防するにはどうすべきか。 

【概要】 

  ADL 維持については、①身体の低下防止、②人とのかかわりを持つこと、③心身の安定 を目的に、やりがい

を見出していくことが重要だ。その為には、機能訓練を通して歩行練習・マッサージ・運動器機能訓練等で現状維
持向上を目指すとともに、利用者のやる気を引き出し生活の「リズム」をつけ楽しみに繋げることが必要である。また

認知症対応については、進行や身体の重度化になってからサービスの利用することが多いことから、早期から介護



      2019(H31)事業計画書 社会福祉法人海光会 

13 

 

について知ることにより、スムーズな利用と対応ができるよう私たち専門職の観点から伝え行動することが在宅で長く

生活を送れる支援だと考える。 

 

●目的・目標 

【課題１】身体機能を維持し「できる」「やる気」を引き出すにはどうすべきか。  

【目的】 自立の維持と本人の希望を支援する。 

【目標】身体活動の維持・促進を図る為に生活動作一つ一つの動作介助や機能訓練の充実を図りながら定量化 

し利用者のやる気を保ちながら“元気”につなげる 

 

【課題２】地域住民が介護について興味を持ち早期から予防するにはどうすべきか。 

※居宅介護支援事業所と協働 

【目的】 住み慣れた地域で必要な介護サービスを受けつつ、安心して自分らしい生活を実現する。 

【目標】 施策イベント各回 10名以上の参加 

●リスクマネジメント  

【目標値】 

 すべてゼロを目指す。  

【目的】  

発生率の低減（高を中へ中を低へ段階を下げる） 

 

① 件数 ゼロ  

発生率 

管轄職務 

高 中 低 

看護職 感染症・誤薬 

 

 

 

 

介護職 転倒・転落・誤薬 

 

表皮剥離 

エスケープ 

骨折 

身体拘束・高齢者虐待 

 

機能訓練 

 

転倒・転落   

共通 車両事故     

 

② 行政報告件数 ゼロ 

 

 

訪問介護事業所（ホームヘルプ）  

●今期概要  

平成 30年度 4月 1日時点の熱海市統計では高齢化率 46.3％と前年度より 0.8％の増となっている。 

特に女性の高齢化率は 50.6％であり、当事業所の主な活動地区のひとつである網代地区の高齢化率は約 50％超と

高い数値となっている。そのような中でも熱海市の介護保険認定を受けた高齢者数は 2,776 人で全国平均の 3,333人

に比較して低い。また世帯の半数が独居世帯であっても「困っていない」という認識の高齢者が多くみられるが、自他
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共に安全安心な生活ができているだろうか。健康長寿の社会を目指した住み慣れた場所での生活を支援することが訪

問介護事業所の最も重要な役割と考え下記の重点目標を設定する。 

 

●重点課題 

 テーマ 自立した在宅生活の継続 ～健康長寿～  ※居宅サービス共通 

【課題 1】 

安全な環境で自立した在宅生活を継続するためにどのような支援をすべきか 

【課題 2】  

生活の質「QOL」を維持・向上させるためのサービスとはどうあるべきか 

【概要】 

「自立した生活」とは衣食住を満たすことだけでなく、個人の培ってきた生活歴や価値観を元に日常生活を営み、家族

や地域との関りを持ちながら、健康に穏やかに過ごしていくことである。しかしながら高齢になると「自分でできないこと」

が増えサポートが必要となってくる。そのような高齢者に対して「できないこと」を専門家としての立場から支援していくこ

とで在宅生活の維持・継続に努めることが訪問介護事業所としての使命である。そのため地域の人々やサービスを必

要としている高齢者へプロとして専門性のあるサービスの提供を行っていくこと及び事業所が提供している支援内容を

具体的に外部へ発信する。 

 

●目的・目標 

【課題 1】安全な環境で自立した在宅生活を継続するためにどのような支援をすべきか 

【目的】心身の変化に対応したサービスを提供していくことにより穏やかな在宅生活をおくる 

【目標】サービスを提供するプロだからこそできる無形価値の証明 

 

【課題 2】 生活の質「QOL」を維持・向上させるためのサービスとはどうあるべきか 

【目的】利用者の「できること」「できないこと」を把握することで安全な在宅生活をおくる 

【目標】介護保険外サービスの実績を 10%増やす（件数） 

 

 

居宅介護支援事業所（ケアマネジャー）  

●今期概要  

熱海市は高齢化が進んでおり県内でも変わらず上位であり一人暮らしや高齢者世帯が約半数を占めている。統計で

は介護の出現率が 16.1％ということだが、一見元気な高齢者が多いともいえるが、介護サービスの利用方法がわから

ず、相談できずにいる層が存在していることが想定される。介護サービス利用時、悪化しているケースもあるため早期

の相談ができ介護予防に努めることが必要だ。地域住人のニーズを探り出し住み慣れた場所で人生の最後を安心して

生活できるよう介護支援専門員として知識を高めながらノウハウを地域へアウトプットしていく。 
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●重点課題 

テーマ 自立した在宅生活の継続 ～健康長寿～  ※居宅サービス共通 

【課題１】身体状況が重度になっても在宅生活を継続するにはどうするべきか 

【課題２】地域住民が介護について興味を持ち早期から予防するにはどうすべきか※デイと協働 

【概要】 

介護認定を受けている中で H30年 1月の時点において軽度者が 64％で半数以上を占めており、在宅で介護サ

ービスを利用している人が 76％、デイサービスや福祉用具等の介護サービスを利用して生活をしている。軽度の

認知症の方の進行が緩やかになるよう家族、地域住民の理解を得ながら介護サービスに繋げていくとともに身体

状況が重度化になっても在宅生活が継続できるよう介護支援専門員とし知識を広げそれぞれの専門職の意見を

聞きながらサービス提供に努める。 

 

●目的・目標  

【課題１】 身体状況が重度になっても在宅生活を継続するにはどうするべきか 

【目的】 在宅生活を継続するために、介護サービスを利用しながら自立した生活を目指す 

【目標】 今までに扱ってこなかった種類の最新福祉機器の利用を踏また提案ケース 3 件以上 

 

【課題２】地域住民が介護について興味を持ち早期から予防するにはどうすべきか※デイと協働 

【目的】住み慣れた地域で必要な介護サービスを受けつつ、安心して自分らしい生活を実現する。 

【目標】施策イベント各回 10 名以上の参加 

 

 

 

以上 


