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2018年 4月 1日 

社会福祉法人海光会 

第２０期 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、企業、行政 

等と互いの資源を絡み合わせ、当法人ノウハウの“技サービスソリューション”を目指します。それに 

より、生産性、効率性、持続性ある企業を増やし、社会がより良いものへ繋がる挑戦を続けてまいり 

ます。 

【本部・事業所共通事項】 

● 今期の重点目標    

2025 年の日本は 3 人に一人が 65 歳以上、5 人に一人が 75 歳以上になる。全体数が減少してい

く中で今後もサービス提供を継続するためには、熱意ある人材が福祉現場に集まる工夫や福祉

機器の活用など人の手だけに頼らない工夫も必要である。法人が持つ経営資源であるヒト・モ

ノ・カネを好循環させた経営基盤の強化し、職員・利用者・地域の皆様の未来につながるサービ

ス提供を目指す。 

 

●資産管理（人・物・金・情報・時間・ノウハウ） 

【三ヵ年中期課題】 

構築し得てきた経営資源を今後どのように掛け合わせていくべきか。 

 

【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踏まえたコストを想定し、現在

よりも生産性の高いサービスモデルを実現させることを目的とする。 

 

理念の実現

ビジョン（3年）

事業計画（戦略）
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【目標値（ＫＰＩ）】 

・インプット（総労働時間数）の縮小化 

期間：2020年度までに 

数値：2017年度を 100 とし有休・休暇を除く 

総労働時間数－５％  

 

・アウトプット(PL：サービス活動収益)は 2017 年度以上 

 

〇 ヒト 

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できる仕組み・環境を整える。 

 

〇 モノ 

設備大規模修繕の計画と実行と介護福祉機器の継続的な導入・運用だけでなく、それに伴う成果

を証明していく。 

 

〇 カネ 

法ビジネスの場合、収入には限界がある。まずは目標稼働率の達成を実現させるため、その原動

力となるモノ・コトへ資金を充てる。 

 

〇 顧客管理  

施設内における入居者や利用者の状況を身内の方に正しくタイムリーに、誠意をもってお伝え

することで安心・納得していただける関係性を財産にする。 

 

●中期目標 ２年以内(2018-2019) ※変化が速いため、中期＝今年度を含む 2年と定義 

① 2018 年度 

□外部環境への対応 

・ 訪問介護（障害福祉分野）指定更新※平成 30 年 10月より 6年間 

・ 地域相談カフェの立ち上げ 

・ 事例の公表と発信 

 

□ 内部環境への対応 

・ 設備修繕計画の立案と実行 

・ 介護保険改正に伴う新たな加算の取得検証 

・ 地域のウォンツとニーズの収集 

 

② 2019 年度 

□ 外部環境への対応 

・ 消費税 10％への対応準備 

・ 介護保険更新への準備 ※平成 32年 4 月 1日更新 

・ 介護処遇改善の見直し（2019年 10月） 

 

□ 内部環境への対応 

・  設備修繕計画の実行 
 

 

●内部統制の取組み  
社会福祉法で示されている「内部管理体制の基本方針（参考例）に沿いながら、経営、リスク、コンプラ

イアンス、監査環境の整備を進める。その中でも今年度は以下の３点を重点とする。 
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〇 5S（整理・整頓・清掃・清潔・躾）活動 

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。 

〇財務管理 

財務諸表は毎月指標（定量）と概要（定性）を報告書として作成し、正確で迅速な経営判断がで

きる材料を示す。 

〇運営管理 

役員及び職員が倫理観もって事業活動を行うべく、定款、規則、規程、法改正情報等の周知・教

育を行い、正しい知識と理解をもった組織風土を保つ。 

 

●人事労務 
〇人材育成 

理念の実現のために、現状を疑いながら自分の可能性を伸ばすことに努力できる育成スキームに変化

させていく。等級基準書の下、資格や検定取得を促しながら、階層別研修、外部研修等を通じ、日本

社会の中で活躍できる人材育成を行う。 

 
〇労働安全衛生  
事業者の雇用責任と従業者の身を守る義務のバランスがとれており、それぞれが良い仕事をするため

に歩み寄り、協力する風土を醸成する。事業者としては介護業務ならではの心身への辛さ・疲れが少し

でも軽くなる状態、従業者は、自分の健康状態を知り、予防に努め、良い生活習慣を身につけられるよ

う意識付けを進める。具体的な施策としては、従業者への装具見直し（ラクニエ等）、導入前後の効果測

定による認識合わせ、年 1 回の健康診断とメンタルヘルスチェック、ヨガ教室（月 2 回）の継続、栄養バ

ランスのとれた社食提供等。 

 
〇雇用管理  

従業者自身がコミュニケーションの方法を変えることで、就業時間内の質を高められるようにするには、

どのような仕組みと促進が必要かという課題設定の下、緊急時や突発的な事案を除いた残業ゼロを目

指す。 

 

●固定資産管理（固定資産管理者） 
 

〇 修繕計画・設備投資・棚卸 

2019年 10月の消費税率引き上げを見据えた修繕計画を視野に入れ、中長期計画を策定する。 

 

【修繕計画】 

・設備大規模修繕（経年劣化による改修 

ⅰ．給水管・給湯設備（2018年度）  

ⅱ．電気照明(2019～2020年度以降） ＬＥＤ化 

ⅲ．内装（ 同上）  

 

【設備投資】 

・更新・転用・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操作快適性をあげていく。

また、不要な設備や家具什器は撤去して打合せや共有スペースなどに転換する。 

 

・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

した場合に導入を進める。 
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【棚卸】 

・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、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。 

 

 

●財務管理   

 
〇 施設整備資金返済計画 

借入金額           330,000,000円 

年度初借入金残高    16,500,000円 

今年度返済額（元金）  16,500,000円 

          （利息）    214,500円 

当期末残高               0円 （2018年度完済） 

 

〇 固定費と変動費 

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。特に、サービスに間接的な部分である１．消耗品 ２．水道光熱費 ３．

業務委託は常に比較をし、小さな工夫が大きな変化となるよう”目に見えないコスト“の削減を行う。 

 

〇 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）2年目にあたる計画を実行する。 

 

●リスク管理 
〇 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。 

 

【感染症】 

①インフルエンザ、ノロウイルス 

誰もが罹患し得る感染症対策のレベルを医療レベルに引き上げる。認定看護師による現場指導、マニ

ュアルの再見直しで判断基準の引き上げ、組織全体による感染症発生時訓練導入で実践していく。 

 

【防災】 

①ＢＣＰ事業継続計画 

計画の浸透ではなく自立を目指す。各職員が有事に対し自ら判断・行動ができるよう計画に基づいて

訓練する。 

 

②静岡県ふじのくに防災士(現在５名配置) 

人材育成を継続。静岡県が主催する防災士養成講座を毎年 1名受講、各事業所 1名以上の配置を進

める。 

 

➂レジリエンス認証更新 

認証を持つ施設として求められる水準は高く、職員ひとりひとりのレベルを引き上げる必要がある。また

防災に対する意識の変化を目に見える形で表すことが大事であり、アンケート等を作成の上、現状を把

握、最終的に認証更新を目指す。 

 

【防犯】 

①手薄な時期や時間帯に不審者が出現した想定を踏まえ、事務局だけで行っていた訓練を組織全体

で実施する。 ※訓練計画は別紙参照 

 

〇 内部事故対策  
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各事業所の顧客特性から起こり得る受診や入院レベルの事故は大きな経営課題である。予測できない

ことは完全な事故となるが、予測できることに対しては確実に現場が対策をとっておかねばならない。こ

のくらいは大丈夫だろうではなく、あらゆる最高レベルの想定をし、安全の確認が取れ次第引き算して

いくとう考え方を、再度役職者が中心となって現場に落とし込みを行う。 

 

●広報（知って頂く努力） 

 
〇外部との間接的な関わり 

①  コンセプトブック（応用段階） 

昨年度完成したコンセプトブックを外部への発信素材として応用していく。原則として、当施設に来訪し

た方に、このブックが生まれた根っこの部分を語りながら当法人施設の存在意義を感じてもらえるコミュ

ニケーションツールとして活用する。 

 

② ニュースリリース年 6本以上 

ニュースリリースを二か月 1 本出し正式な広報としての位置づけを定型化する。また、実際の

施設に来ていただくと感じて頂ける“開放感ある明るいイメージ”が媒体を通じて伝わるよう

な広報戦略を実行し、印象の定着をはかる。 

 

③ ホームページリニューアル 

見やすさ、わかりやすさ、コンセプトを明確にしたレイアウト変更を検討する。 

 

④多様化した情報メディアの活用 

Facebook､Twitterを筆頭とした SNS、YouTubu などスマートフォンの浸透により多様化したメ

ディアを活用しあらゆる世代に情報発信をしていく。 

 

〇外部との直接的な関わり 

【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、2017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（新）海光園茶話会 

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 出張講座 5月（居宅） 9月（訪問） 1月（通所） 

〇対象者：市内の一般者 

〇目的 ：揃っている専門職が持っているノウハウを施設内だけではなく、施設外にも提供することで、

地域還元につなげる。各事業所は南熱海地域に留まらず、学生への教育や地域住民の勉強の機会

となるよう企画をする。 

 

② (新) 訪問授業 年 2回以内 

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。今から大人になる学生たちは確実に高齢者が多い社会で生きていくことになる。近

い将来、何が社会課題となり、それをどう解決していけばよいのか、自らの頭で考えるキッカケづくりを企

画する。 
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➂ （新）地域出張カフェ  年 2回以内 

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。住み慣れた地域で暮

らせる地域づくりを目的とし、地域の方が抱えている問題を把握改善に向けた取り組みを新しく始める。 

 

【運営の部】 

特別養護老人ホーム 

● 概要  

高齢化が更に進むこれからの日本社会に向け、「人だからこそ実現可能なこと」に集中できる新しいオ

ペレーション構築をさらに推進していく。具体的には、新しい介護福祉機器をオペレーションに融合させ、

老若男女問わず、“介護から快護”を実現していく。 

 

●重点課題 （特養・短期入所共通テーマ） 

ＡＤＬの重度化防止を実現するには、何をどのように変えるべきか 

重度化を防ぎ、入所された状態の維持・向上を目指すことは前年度からの継続課題である。これは日本 

にとっては社会課題、当法人にとっては事業課題、本人にとっては希望である。年齢 85歳以上の方が 

6割を超えている状況を考えるとＡＤＬの現状維持と同時にＱＯＬを担保していくことは、管理者から専門 

職を含めたチームが機能し、人が関わるべきことに時間を集中させるオペレーション変革が絶対条件で 

ある。我々は、より一層スピードもって実現させ、特別養護老人ホーム海光園だからこそできる付加価値 

を成果として証明していきたい。また、これらを有効なノウハウとして言語化し社会課題解決の一助とし 

て発信することで法人施設の存在意義そして他社との共創を促す手段として広めていくことを主眼とす 

る。そこで、日常のゆるやかな老化による変化を丁寧に扱うことで重度化防止、穏やかな最期に繋げる 

ことを目的とした目標を 3点設定した。 

 

①命の源である４つのカテゴリ「食事」「水分摂取」「口腔ケア」「機能訓練とレクレーション」への時間配

分を平均１０時間/１フロア２０％増やし、受診や入院を減少させる。 

 

②新加算である褥瘡マネジメント加算、排せつ支援加算、低栄養リスク改善加算、再入所時栄養連携

加を取得できる体制を再構築する。 

 

➂最期の「看取り」をどのように迎えるべきか常に問い続けることで特養の幸福感とはどういうことなのか

言語化できる従事者を育成する。 

 

機能訓練計画とレクレーション  

生活習慣に必要な動作の障壁となっている「孤独」をどうすれば「希望」に変えられるのかを課

題とする。私達から促さないと動きが少ない高齢者の方々は、何もしなければ廃用症候群になり

得る。その原因としては、年齢を経る、病気・怪我を経験する、近親者が亡くなっていく等の変

化からくる孤独ではないか。気力の減退が体力の減退となっていくことから、重点課題の目標に

設定された「機能訓練とレクレーション」の時間増が必要。機能訓練指導員が中心となって、人

が心身ともに健康に生きていく上で最低限必要な基本動作を維持及び整えるべく、介護職、看護

職を巻き込みながら座る、歩く、音楽を聴く、会話をする、声を出す等の活気ある時間を提供す

る。 
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短期入所生活介護事業所 

● 概要 

熱海市の現状として高齢化率４５％を超える現状は、３０年先の日本の縮図であると言える。高

齢になるにつれて自宅での生活が困難になるが、半数以上の方が介護保険を利用しながら自宅

で過ごすことを望んでいる。そうした背景を汲みとりながら、短期入所を利用することで、自宅

ではケアしきれない部分をクリアする、家族の精神的負担が軽減につながる等の付加価値の高

い安全安心なサービスを提供していく。 

 

●重点課題  

在宅生活を継続するためには、何の価値を提供するべきか 

在宅と施設の生活によって、在宅で過ごすという選択を継続していけるとするならば、私たちは

どのような価値を提供するべきなのだろうか。それには訪問介護、通所介護、居宅介護支援とい

う併設サービスをあわせて提供できるという強みを軸にその方がもっている個々の課題にこた

えられる提案、計画、実行が出来る様に円滑な連携を実現できるチーム力が重要である。そこで、

施設サービスだからこそ提供できる栄養管理された食事、機能訓練指導員による運動、その他専

門職を通じて利用する意義を顧客に実感してもらうことを目的とし、アセスメントという現状

分析力のレベルを引き上げ、課題設定と解決に向けての実行力のボトムアップを目指す。 

 

軽費老人ホーム 
●概要 

平成 29年 1 月より、新たに 6件の新規入居があった。総合的に昨年よりも介護度は低くなっ 

ている一方で、平均年齢は 85.5歳と依然高齢であり、今後ＡＤＬや自立度の低下が想定され 

る。個人の心身・健康状態を把握の上、事前に適切な対策を行なえる体制を整備する。 

 

●重点課題 

自由に生活されている方という前提の中で、感染症対策をどこまでやるべきか。 

ケアハウスは、原則として自立された生活の前提の中で、同じフロアで特別養護老人ホームが併

設されているのは非常に事業管理上の困難性がある。なぜなら、入居者の外出先での行動や状況

すべてを把握することはできず、健康状況も目視や自己申告の数値等を踏まえて判断するしか

ないためである。しかしながら、実際は本人が思っている以上に状態が悪化していたりすると、

気づいたときには遅く、隣接する特養への影響が広まってしまう。海光園のすべての方が健康で

明るく楽しく安全な生活を送れるよう、感染症リスクが高まる時期は考え方を変えた施策が必

要である。 

 

通所介護事業所  

● 概要 

熱海市の市民アンケートによると、自分や家族が、介護が必要となった場合介護保険を利用しな

がら自宅で介護を希望する方が半数以上を占めているが、これは、在宅で暮らしていかざるをえ

ないケースも含まれている。地域には孤立・介護問題・生活問題等様々な課題があるが、利用者

デイサービスを利用することで、意図的に社会参加へのキッカケへとつなげていきたい。日常生

活支援総合事業の本格的にスタートした。食事提供、医療ニーズ対応、併設事業としての役割を

存分に活かし、海光園だからこそできるを増やしていく。 
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●重点課題 （通所・訪問・居宅共通） 

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 

半数以上の方が、独居又は同居はしている中、生活上の楽しみがないため気力がネガティブ 

になりやすい。そう思わせない心境・身体・生活状態にするにはどうするべきか。それには、 

デイサービスの中で楽しみや、やりがいを感じて頂く事が重要である。現状のＡＤＬ(身体機能) 

を維持するためにも、機能訓練を通して歩行練習・マッサージ・運動器機能訓練で利用者のやる 

気を引き出していく。また、重度化・認知症にも対応できるよう福祉機器（ハード）を用いて安 

心・安全な介護に繋げデイサービスに来ることが生活の一部となり幸福感を感じる日常を提供 

する。 

 

訪問介護事業所 

● 概要 

熱海市の推計値を見ると総人口は減少していく中、老年人口が増え、占める割合も増えている。2060

年の日本の高齢化率は 40%に達すると予測されており 45％をこえる熱海市は４０年先の日本の将来で

ある。高齢者が住み慣れた熱海で出来る限りで安心して楽しく生活出来る支援をおこなって行く事が訪

問介護の使命である。 

 

●重点課題（通所・訪問・居宅共通） 

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 

「生活する」ということは但に生命を維持していると言うだけでなく、家族や地域、社会との関

わりを持ちながら個人が今まで生きてきた生活史や文化・価値観を土台として快適に過ごせる

暮らしである。その為には今までの経験や気づきを含めた専門性を活かした支援と介護保険外

のサービスで在宅生活を継続ができる。「できなくなったことを支える」とともに高齢者の「喜

び」「楽しみ」「やりがい」をいかに引き出すかという点に着目していきワンランクアップのサー

ビス提供を目指す 

 

 

居宅介護支援事業所 

● 概要 

市民アンケートでは自分や家族に介護が必要となったときは介護保険を利用しながら自宅で介護を希

望者が半数以上を占めている。 今後、高齢者の居場所の確保、引きこもり予防を含めた健康長寿の

推進のための取り組みや認知症の人への対応など、本人の希望に応じたサービスを受けられるよう支

援し、一般市民の役に立つことが私たちの役目である。 

 

●重点課題（通所・訪問・居宅共通） 

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 

自立支援と重度化防止にむけ、地域社会資源を効果的に活用する。地域に向け相談出張カフェを

創設し相談しやすい環境を構築するとともに、現在抱えているニーズを探りだし包括支援セン

ターや市役所などそれぞれの機関に繋げる。 

以上 


