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2013 年度事業計画にあたって 
 

～「人づくり組織」への挑戦～ 
 

 理事長 山本 敏博 

 

○2013 年度聖隷福祉事業団法人目標 

 

１．相互理解の促進によるサービスの面的展開 

２．利用者視点でのサービスの質向上と新たな価値創造 

３．人材の採用・育成の強化と長く働き続けられるしくみづくり 

４．社会福祉法人としての使命の追求 

５．経営と職員の融合 
 

 

 2010 年度、創立 80 周年を機に、私たち聖隷福祉事業団（以下、聖隷）は、2020 年にど

のような組織であるべきか、ビジョン２０２０「人・地域・社会・時代が必要とするヒュ

ーマンサービスを追求し、新たな価値を創造する」で明らかにし、2015 年度を最終年度

とする中期事業目標・中期事業戦略を策定した。 

2013 年度はその 3 年目、中間の取り組みの年にあたる。法人全体そして各事業部が中

期計画に対して、評価と検証を行う年とする。 

 

 2013 年度に、もっともこだわりたいのは「ひと」、聖隷の最大の財産である人材である。

高いサービスの質を追求するために、「人材の育成」は、常に聖隷の最重要課題の一つで

あるが、これからの少子超高齢社会においては「人を採用し、育てていくこと」、そして

「職員が長く働き続けられる環境を整備すること」に聖隷の将来がかかっている。2013

年度は聖隷全体で「ひとづくり組織」への挑戦を開始する。 

 「ひとづくり」については、「人事制度の再構築」、「人材の採用」、「キャリア支援」、

「資格取得支援」、「子育て支援」、「高齢者雇用」、「福利厚生」など、様々な切り口が考え

られる。これらすべてを 2013年度に実現するのは難しいが、チャレンジを行う。 

 

2012 年度は、介護付有料老人ホーム、特別養護老人ホーム、ケアハウス等の複合施設

「宝塚せいれいの里」（兵庫県宝塚市）及び「聖隷淡路病院移転新築計画」（兵庫県淡路市）

という関西地区における２つの大きなプロジェクトが本格的に始動した。また、障がいを

お持ちの方の就労を支援する施設「聖隷厚生園チャレンジ工房」（静岡県浜松市）が新た

に事業をスタートし、「こうのとり豊田保育園」（静岡県磐田市）の改築、聖隷浜松病院の

院内保育所「ひばり保育園」（静岡県浜松市）と「聖隷デイサービスセンター住吉」（同）

の合築による移転など、各地で施設整備が進行中または完了した。また、指定管理受託施

設「浜松市リハビリテーション病院」（経営主体：浜松市）では、リハビリテーション医

療の機能向上、医療の質向上を目指し、2014 年開設を目指し、新棟建築工事が進んでい

る。 
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また、3 月には、聖隷の事業では 9 つ目の都道府県となる沖縄県において、「聖隷訪問

看護ステーションゆい」を開設した。沖縄県は人口増加が全国一であると同時に、今後、

急速な高齢化が予測される地域であり、沖縄県での高齢福祉の充実に貢献することと、さ

らに沖縄からの若い人材が聖隷の他施設で経験を積み、また地元へと戻って活躍する、い

わば循環型の人材交流を行うことの 2点を主な目的に事業を推進する。 

2012年度は、聖隷三方原病院、聖隷浜松病院が、それぞれ 70周年、50周年を迎えると

いう節目の年であったことも記しておきたい。 

 2013 年度も中期事業目標に連動する形で、法人として重点的に取り組む 5 つの課題を

提示する。 

 

 

 

１．相互理解の促進によるサービスの面的展開 

～「総合化力」と「地域連携」による「住み慣れた地域で暮らし続けることができる 

  サービス」の提供～ 

 

中期事業目標のⅠは、予防医療から終末期まで連続したサービスの提供、安心・安全

な医療の提供、子どもから高齢者、障がい者まで安心して地域で暮らせるサービスの提供

の実現を目指すものである。 

聖隷には、それらを支える多くのサービスがそろっており、地域の利用者の方々は、

ご自分のステージに合わせて、聖隷のサービスまたは他法人のサービスを選んでいる。私

たちは、事業部間の垣根を取り払い、「いかに連携したサービスを提供できるか」につい

て積極的なコミュニケーションによる「相互理解」を図る必要がある。 

聖隷内に目を向けてみれば、病院と地域の診療所とのいわゆる病診連携は充実が図ら

れているが、病院・診療所と福祉施設・在宅事業所または病院・診療所と保健事業におけ

る連携は、システムの活用による情報共有などは進められているものの、まだまだ取組み

の余地がある。お互いの交流の場を増やし、それぞれの事業での利用者の方々の声を共有

することで、より連続した「面的」なサービスの提供を実現する。 

三方原地区（静岡県浜松市）は、聖隷三方原病院を中心に、診療所、福祉施設、在宅

事業所、有料老人ホームなど、聖隷内に限らず、関連法人等の施設が集積するいわばモデ

ルゾーンである。他の地区についても、三方原地区におけるサービスの面的サービスをど

うすれば実現できるか、「相互理解」を促進する。三方原地区においては、人材育成の観

点からも、学校法人聖隷学園とこれまで以上に連携を図るとともに、面的サービスの充実

に向けて、法人や事業部を超えて「相互理解」に取り組む。 

2013 年度、新規複合施設「宝塚せいれいの里」は、最初に介護付有料老人ホーム、続

いて、特別養護老人ホーム、ケアハウス等が開設に向けて建設が進む。聖隷淡路病院も本

格的な建築に向かい、聖隷横浜病院及び聖隷佐倉市民病院では、病院の機能をハード・ソ

フト両面から一新する計画が本格的に論議される。これらの事業においても、地域の聖隷

内の他事業、他法人の事業とのコミュニケーションを密にし、単独施設としての機能だけ

でなく、保健・医療・福祉・介護サービスの連携した事業イメージに基づく「面的」な整

備計画を検討する。 
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２．利用者視点でのサービスの質向上と新たな価値創造 

～地域が必要とする先駆的で良質なサービスの提供～ 

 

中期事業目標のⅡは、サービスの質の追求、生活の質を高める専門ケアの提供、各種研

究機関や産業界との連携による新たな価値創造を目指すものである。 

サービスの質の向上については、聖隷として永遠に追い求める課題として常に取り組ん

でいくが、変化の激しい時代においては、聖隷にとって新たな価値を創造することが、大

変重要となる。新たな価値創造の実例としては、浜松市リハビリテーション病院が、浜松

市による 2011 年度の指定管理者事後評価結果において、対象の指定管理者 210 事業中で

大変高い評価をいただき、指定管理による病院運営という分野で新たな価値を生み出すこ

とができた。また、2015 年度完成予定の増改築計画「PROJECT NEXUS」を推進する聖隷浜

松病院は、国際的な医療評価基準「JCI」を取得し、さらなる医療の質向上を図り、「選ば

れ続ける」病院づくりを加速させる。 

2013 年度は袋井市民病院の後継病院として、「聖隷袋井市民病院」を袋井市の指定管理

者として、新たに運営を担当する。市立の病院に「聖隷」のブランドを冠する責任を自覚

し、小規模ながら聖隷らしい独自性を持ち、地域医療へ貢献できる医療機関として、新た

な価値創造につなげていく。 

 保健事業については、会社と社会を幸せにする「健康経営®（注 1）」の概念の普及を通

じ、内外に向けて、「健康づくり」を今後の組織経営の柱に位置付ける提案を推進し、新

たな価値創造に結び付けていく。その構想の一環として、聖隷ブランドの保健事業の再編

を行い、静岡県中部地区の事業の再構築を図る。 

在宅サービス事業においては、静岡県浜松市等で、地域包括ケアの要となる 24 時間

365 日のサービス提供が可能な「定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービス」の事業開

始により、地域の利用者が必要としているサービスの開発とサービスの質の向上という二

つの要素を同時に実現する。 

 外部環境の変化の激しい有料老人ホーム事業については、時代に即した新たな価値を持

つ高齢期の住まいづくりと、既存の「エデンの園ブランド」の価値の二つの側面から次代

に向けた検討を行い、「宝塚せいれいの里」における新ブランド「結いホーム」の具体化

を図る。 

 新たな価値の創造は、私たちすべての職員が取り組めるものである。すべてがゼロから

始まるのではなく、既存のサービスの改善や他のサービスとの組み合わせなどから、新し

いサービスやしくみが生み出されることの方が多いはずである。 

事業部の領域を超えた視野での、海外を含めた研究機関・産業界との連携による新たな

価値創造についても、引き続き積極的に取り組み、国内外の先進組織や先進事例の視察・

研修を行なっていく。 
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３．人材の採用・育成の強化と長く働き続けられるしくみづくり 

～「ひとづくり」組織のための取組み～ 

 

中期事業目標のⅢは、「少子超高齢社会」の日本において、ともに働く職員のための環

境整備である。 

 2013 年度は、「国籍、年齢、障がいの有無にかかわらない多様な人材が、多様な働き方

のできるしくみ」の推進に注力する。 

 法人本部人事部が関西地区での人材採用の強化を目的として設置した「関西採用センタ

ー」については、各施設とも連携をとりながら、積極的な採用活動を行う。 

 EPA（経済連携協定）による外国からの介護・看護に携わる優秀な人材の育成、障がい

をもった方が活躍できる場所と仕事づくりに引き続き取り組む。 

 また、これまでの「聖隷が事業を行う地域で、資格をもった人材を採用する」という手

法を根本的に見直し、募集の対象も地域も広げていく。特に介護職においては、無資格で

も意欲と将来性のある人材を積極採用し、法人内で育成し、資格取得を支援する手法に取

り組む。看護・介護分野に代表される専門職の慢性的な人材不足を憂うのではなく、自ら

アクションを起こし、聖隷の事業で活躍できる人材づくりにチャレンジする。 

人材育成については、階層別研修や職種別研修といった内部の研修事業に加え、職種ご

とのキャリアパス、ラダーの完成に向けての具体的な取り組みを図る。また、認定特定行

為従事者研修（たん吸引等研修）登録機関としての研修実施、介護福祉士国家試験受験資

格取得のための「実務者研修」の講座開設等、将来の介護の担い手づくりのための外部研

修事業にも積極的に取り組んでいく。併せて、中学生や高校生等の若年層を対象に、私た

ちの仕事の魅力や聖隷の組織の紹介等を積極的に行うことで、長期的視点で、将来の日本

の保健・医療・福祉・介護サービスを担う人材づくりに取り組む。 

人を育てることは、一部の部門、一部の役職者だけの仕事ではなく、すべての職員の使

命と役割であることを認識し、全員が共に成長したい。 

また、これからの少子超高齢社会では、元気で働ける人ができるだけ長く、これまでの

経験を活かして働くことが、個人にとっては社会貢献となり、社会にとっては、高齢者の

収入確保という意味でも安定的なセーフティネットの提供になる。聖隷でも、健康で、経

験も意欲もある職員が、60 歳定年を迎えても、様々な働き方で、元気に長く働けるしく

みづくりを行う。私は、職員が明るいライフプランとキャリアデザインを描けることが、

日本の長寿社会を少しでも元気にすると大いに期待している。 
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４．社会福祉法人としての使命の追求 

～リスクの洗い出し・広域防災・ガバナンス再構築～ 

 

中期事業目標のⅣは、社会福祉法人としての公益性・公共性、地域への情報発信、ガバ

ナンス体制（注 2）の強化、環境活動の推進など、聖隷の社会的責任（CSR）の推進であ

る。 

社会福祉法人の使命追求については、すべての施設が制度間やサービスの周辺に生まれ

る新たなニーズを見逃すことなく、公益的事業への取り組みを継続的して行っていくが、

2013年度は特に 2つの取組みを行う。 

まず、我が国の大きな課題となっている「生活困窮者の支援」について、地域の状況を

十分に把握した上で、聖隷における事業及びサービスの具体化に向けた検討を行っていく。

例えば、公営住宅や団地等において、生活保護の対象にはならない低所得者層を対象とし

た高齢者支援サービスや子育て支援サービス、経済的な理由により就学が困難な学生の支

援などが考えられる。 

次に「医療保護施設（注 3）」（聖隷三方原病院）及び、いわゆる「無料・低額事業（注

4）」について、社会福祉法人として重要な取り組みであることを私たち職員が改めて認識

し、それぞれの事業において、地域の特性に合わせて、より地域還元を推進していく。 

 ここでは使命と記したが、社会福祉法人は、その公益性によって、国・自治体から補助

金や非課税の優遇措置を受けるかわりに、経営資源をフルに活用して、地域のニーズに応

えることが当然の義務である。経営の神様、松下幸之助氏が「企業は社会の公器である」

という至言を残しているが、聖隷は正に「社会の公器」である。「私たちは社会に貢献す

るために存在している」ことを強く再確認したい。 

 防災については、2012 年度、聖隷では「広域防災体制」づくりに取り組み、大規模災

害に対して組織を挙げて対応できることを目指したが、2013 年度も広域防災委員会を中

心に引き続き取り組みを進めるとともに、各施設は行政、地元企業、自治会等などとの提

携等を通じて、災害時の社会資源として機能できるよう取り組む。 

これまで検証を行ってきた法人のガバナンス体制（注 4）については、役員及び執行役

員体制、事業部制、法人本部の機能等について見直しを実施し、「より迅速」に、「正しい」

意思決定を、「正しい手順」で行うことができる体制づくりを目指す。 

近年、聖隷の役員及び職員には、聖隷の経営は「自然とうまくいく」という錯覚や過信

がないだろうか。聖隷が巨大な組織になったからこそ、様々な経営リスクが存在する。法

人レベルから職場レベルまでのすべてにおいて、現在はまだ大きくない課題や将来起こり

得るリスクを洗い出し、対応を検討していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

５．経営と職員の融合 

～全員広報・全員経営～ 

 

中期事業目標のⅤは、2015 年度に達成すべき数値指標であり、その目標を達成するた

めの戦略が「マーケティング」と「事業計画と実績の検証」である。 

 冒頭に「人づくり組織への挑戦」に取り組む、と記したが、2013 年度はさらに「経営

と職員の融合」も意識したい。これは職員一人ひとりが自らの行動が聖隷の経営と深く結

びついていることを意識することを目指すものである。 

 「マーケティング」については、「知る」・「知らせる」の部分に焦点をあて、「広報」に

これまで以上に力を入れる。そのために「内部コミュニケーション」、広い意味での「社

内広報」に重点をおく。いままで口伝えやその他の手段で「なんとなく」あるいは「自然

に」情報を共有できたことが、聖隷の現在の規模では明らかに難しくなっている。「社内

報 聖隷」だけでなく、目標参画制度、情報システム等の既存のしくみを最大限活用し、

聖隷が「何を目指す」のか、「何に取り組む」のか、「なぜ取り組む」のか、を職員全員が

共有することを目指す。 

これら、内部の情報共有は、結果として外部への情報発信につながる。聖隷は、これま

でも積極的に「情報開示」に取り組んできたが、聖隷に限らず社会福祉法人は今後、より

積極的な「社外広報」が求められる。 

「事業計画と実績の検証」については、中期計画の中間年度として、各事業部や各施設

において、「できたこと」、「できなかったこと」、「未着手なこと」などを洗い出し、それ

が「なぜ」かを考察することで、自分たちの仕事についての評価を行う。 

2015 年度をゴールとした「成長性」、「生産性」、「安全性」、「収益性」のそれぞれの数

値目標に対する実績は、「安全性」、「収益性」については順調に推移している。2015 年度

の目標達成を確実なものにするためにも、2013 年度は各事業部、各施設が、それぞれ数

値を意識した目標設定に取り組む。 

聖隷は基本理念「キリスト教精神に基づく隣人愛」を継承すること、そして理念の実現

のために「安定した経営基盤」が必要であることは繰り返し述べてきた。 

 聖隷は「社会還元度指数」（注 5）が高く、「社会還元に積極的な法人」という外部から

の評価を頂いているが、これは、非営利法人として得た適正利益の一部を既存サービスの

さらなる向上、新たなサービスの創造に積極的に投資してきた取組みを表している。 

2013 年度も、財務体質をさらに強化し、積極的な社会還元とのバランスを取りながら、

経営の安定への取り組みを継続する。 
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 2012 年度は、聖隷がなぜ多くの事業計画に積極的に取り組むのか、主に 3 つの観点か

ら説明し、職員に理解を求めた。1 つ目はそれが社会福祉法人の使命であること、2 つ目

は地域の方々が求めていること、３つ目は聖隷が活力ある組織であり続けること、である。 

 私は、地域の方々に最も近い立場にいる職員が必要を感じ、取り組みたいとする事業や

サービスについては、基本的に「GO!」、ぜひ実現させたい、と考えている。なぜなら、地

域や利用者の方々が必要を感じ、実現を喜ぶからである。そのためには、職員一人ひとり

がどうすれば実現するか、真剣に様々な課題への取り組みを続けて欲しい。 

 職員がやりたいこと、チャレンジしたいことに取り組むことで、専門職集団である私た

ち職員の技術・知識・態度の向上が図られ、「職員満足（ES）」は向上する。それは、サー

ビスの質の向上にもつながり、「利用者満足（CS）」も向上する。ひいては、それが「経営

満足（MS）」の向上、すなわち「私たちの理念や使命を実現するための経営基盤の強化」

につながるからである。 

 

 

 

私たち一人ひとりが「ひと」をつくり、聖隷の未来を変えます 
～「結い」の心で、ともに「感動」を分かち合いましょう～ 

 

 

 

 
（注 1）健康経営®：「経営者が従業員とコミュニケーションを密に図り、従業員の健康に配慮した企業を戦略

的に創造することにより組織の健康と健全な経営を維持していくこと」を指す。NPO法人健康経営研究会の登

録商標。 

（注 2）ガバナンス：日本語に訳せば「組織統治」。組織が主体的に自らを健全に統治すること。一般的には、

5つの項目が挙げられる。(1)経営の透明性の確保、(2)ステークホルダー（利害関係者）へのアカウンタビリ

ティー（説明責任）の徹底、(3)迅速かつ適切な情報開示、(4)経営者及び管理者の責任の明確化、(5)内部統

制の確立。添付書類「聖隷福祉事業団のガバナンス」参照 

（注 3）医療保護施設：生活保護法に「医療を必要とする要保護者に対して、医療の給付を行うことを目的と

する施設」に規定され、対象は生活保護受給者で、治療が必要な状態にある方である。実質的には指定病院・

診療所の「許可病床」であり、独立した機関というよりも、病院に付随するものととらえられる。 

（注 4）無料・低額事業：社会福祉法に「生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業」と規

定される第２種社会福祉事業。聖隷においては、聖隷淡路病院、聖隷佐倉市民病院、聖隷横浜病院が同事業を

行っている。また、三方原ベテルホーム、浦安ベテルホームが無料低額介護老人保健施設事業（生計困難者の

ために，無料又は低額な費用で介護保険法に規定する介護老人保健施設を利用させる事業を実施する介護老人

保健施設）を行なっている。 

（注 5）社会還元度数：キヤノングローバル戦略研究所の松山幸弘研究主幹が、日本経済新聞記事（2011 年 7

月 7 日付け）で、「社会福祉法人は社会貢献をしていない」という批判を行い、社会貢献の指標として、「社会

還元度数」という概念を提唱している。これは、支出÷純資産という式で導き出され、同氏による社会福祉法

人の推計平均 0.55 に対して、聖隷は 2.25 という推計値が紹介され、「数値が高いほど、社会還元に積極的と

みることができる」としている。 







法 人 本 部 

 

 法人本部では、聖隷福祉事業団の年度事業目標である次の項目を、2013年度法人本部重点目標

として掲げる 

 

１．相互理解の促進によるサービスの面的展開 

２．利用者視点でのサービスの質向上と新たな価値創造 

３．人材の採用・育成と長く働き続けられるしくみづくり 

４．社会福祉法人としての使命の追及 

５．経営と職員の融合 

 

 法人本部は、2013年度目標の中で特に「ひとづくり組織」をいかに構築し向上させていくかを

最重点目標として取り組む。 

 採用、育成、元気に長く働けるしくみづくりなど、長期的な視野に立った法人の基盤づくりを

法人本部は事業部と連携しながら推進していく。 

 社会福祉法人としての使命を果たすために、地域における役割および公益的事業への取り組み

を見直し、社会への貢献をより高めていく。 

 法人本部は、事業部、施設、そして職員一人ひとりが活力を持って目標に取り組むために、経

営と職員の融合という視点を 2013年度は大切にしていきたい。職員の意欲・挑戦を法人の活力に

つなげていく役割を果たしていかなければならない。 

 各部は、以下の事業・運営計画（重点施策）を策定する。 

 

【各部の年度事業目標】 

[総務部] 

１．「ひとづくり」組織体制の推進 

２．社会福祉法人使命の追及としてのリスク・防災・ガバナンス構築への対応 

３．経営と職員融合に向けた広報活動の実践 

４．互助会運営の効率化とサービス向上化 

 

 [人事部] 

１．新規施設開設、将来を視野にした人材の確保。 

２．地域・行政・教育機関等との連携による新たな雇用の創出。 

３．人事制度に関する具体的改定案の起案。 

４．新人事システム導入に向けた、現状データーの整理と更新。 

５．障害者法定雇用率確保にむけたプランの策定。 

 

 

 

 



 [人材開発部] 

１．次世代を担う人材の育成と開発 

 （ア）事業団内人材開発プログラムを策定し、人材開発の強化に取り組む。 

 （イ）介護職員のキャリアデザインにそった研修を実施し、地域社会に貢献すると共に 

    介護人材の定着を図る。 

 （ウ）EPA介護福祉士候補生の人材育成スキームを活用し、国家試験の合格者を出す。 

 

[財務部] 

１．新規事業における財務的視点からの評価、検証 

２．経理職員の育成及びレベルアップ 

３．無料・低額診療事業の推進 

４．新会計基準導入に向けた基本方針検討、決定 

５．社会福祉法人としての財務管理の徹底 

６．他職種への財務知識習得の支援 

７．新たな経営評価手法の策定 

８．中期経営計画に対する目標と分析 

 

 [企画開発部] 

１．新規大規模事業案件の推進 

２．再投資事業の立案と実行 

３．医療事業における新規展開の調査・立案 

４．利用者視点でのサービスの質向上と新たな価値創造 

５．働き方の提案 

６．CSR（組織の社会的責任）への取り組み 

７．施設横断的な経営改善活動の支援 

 

［総合情報システム部］ 

１．事業団内の連携・情報共有に寄与するシステム構築 

２．新たなサービスと価値の提供 

３．情報システム部門の組織力強化と技術・能力の向上 

４．システムの災害対策及び事業継続のための環境整備 

５．広報と経営を意識したシステム環境の整備 

 

［監査室］ 

１．リスク管理体制の強化 

２．テーマ監査の推進と重点監査項目の徹底 

３．監査プロセスの継続的改善 

４．施設自浄能力（内部統制）に対する側面支援強化 

５．コンプライアンス教育の継続実施とテキストの充実 

６．コンプアイアンス相談窓口機能の強化と啓蒙活動の推進 



在宅・福祉サービス事業部  

 

 事業部 5 カ年事業計画に従った事業の取り組みや施設整備が進み 2013 年度は中間年度を迎

える。計画にない大きな取り組みも含めて改めてその意味と効果を検証する年度としたい。価値観

の変化の激しい時代にあって必要とされる福祉の新しい価値は一つの形に留まらない。新規施設

整備のみに目を捉われるのではなく、現在の事業や取り組みの中に発見のポイントが隠されている

ことを念頭に置き、自らの事業の検証と必要とされる福祉ニーズの発見に努めていく。 

２０１３年度は、次の改定に予測される「医療と介護の連携」の本格的実施に備えなくてはならな

い年となる。介護職員の一部医療行為に対する研修を進めつつ、絶対的に不足する看護職員の

確保、特に在宅福祉サービスの充実に注力したい。 

（障害福祉） 障害者総合支援法がスタートする年度であり、障害者が社会生活を営む上で就労

するあらゆる機会の創造は制度的に必須となる。聖隷における障害者雇用を意識しつつ、社会企

業体としての責任を果たす傍ら、更なる就労事業について着手して行きたい。発達障害支援にお

いては磐田市からの受託事業から進展し、生涯を通じた総合的な支援を行う仕組みづくりを検討し

て行くこととなった。また、浜松市では生活保護受給者の子どもに対する就学支援の検討が進めら

れ、行政と一体となった支援を行い、社会福祉法人としての役割を深化させていきたい。 

（保育事業） 制度改定を前提にしながら幼保一元化の準備を進めていく。昨年から行った大学

講師を招き、年間を通じた勉強会を行った成果は確実に職員の成長に繋がって来ており、今年度

も継続して進めていくと共に、保育者としての広い視点を持った職員育成に力を注いでいく。また、

聖隷浜松病院より院内保育所ひばり保育園の受託運営を行うことで、新たな保育サービスとしての

事業所保育の経験や将来の保育制度に則った多様な取り組みを実践して行きたい。 

（高齢者福祉事業） 法人としても事業部としても大きな影響を持つ宝塚弥生計画を最重要課題

として捉え、地域や事業部を超えて取り組むこととしたい。今年は大型計画故に抱える二つの問題

について注力する。ひとつは人員確保の課題。宝塚市より類似する大型計画が毎年推進され、採

用困難地域である宝塚地区では更なる激化が予想される。他地域による職員採用、無資格者を中

心とした採用を進め、キャリア支援室と協力して資格取得支援を併せて行っていく。もうひとつは介

護付き有料老人ホーム結いホーム宝塚の入居者募集の課題については、宝塚地区の相談員・支

援員の総力を挙げて、利用者の次のライフステージを考える新たなリレーションシップを構築する。

福祉サービスを必要とする利用者や家族に対し、真に必要な施設サービスを提供するために、特

別養護老人ホーム、ケアハウス、有料老人ホームの枠を超えた入居相談を行うことにより、地域に

信頼して頂く仕組みを構築していきたい。特に高齢者住居については、従来の有料老人ホームの

時代から多様なニーズを受け止めるサービス付き高齢者住宅の時代に入り、月 5000戸ペース、昨

年末で９万戸のサービス付き高齢者住宅が造られた。特色のない高齢者住宅は既に空室も目立

つようになっている。その中で、弥生計画第三区画の活用にどの様なサービスが適しているかを見

出していくが課題となる。高齢者福祉は、オールインパッケージとしての施設福祉が見直され、介



護機能、居住機能、給食機能、医療・看護機能が組み合わされて行く方向にある。事業部としては

既存の施設機能を活かしつつ、在宅サービスの機能強化、訪問看護機能の強化を図り、将来に備

えたい。その中で、今年度内に浜松地区で取り組まれる定期巡回随時訪問介護看護サービスの

実施は、これからの在宅福祉と施設福祉の進むべき道を検証する重要な取り組みとなる。また、施

設福祉が地域密着サービスとしての方向性が示される中で小規模サテライトの設置についても同

様の取り組みとなる。今年は経済的な困難さを覚える事業が続く中でも、全体でこれを支えつつ、

新たな福祉サービスバリューの開発を目指す一歩としたい。 

 

（事業部目標） 

  福祉バリューの発見と検証 （利用者にとって価値のある福祉であるか） 

  キャパシティ・アクティビティの具現化 （日々の業務で真に連携・連帯できているか） 

 

【主な事業・施設整備】 

① 聖隷浜松病院ひばり保育園・聖隷ディサービスセンター住吉・訪問看護ステーション住吉第二

の移転開設に伴う聖隷浜松病院院内保育事業の受託運営 

② 和合愛光園和合サテライトの建築 

③ 定期巡回訪問介護・看護サービスチーム（和合・初生）の開設 

④ 定期巡回訪問介護・看護サービスチーム（横須賀）の開設 

⑤ 横須賀愛光園第二ユニット棟・増床工事 

⑥ 地域包括支援センター細江の移転及びいなさ愛光園細江ディサービスの開設 

⑦ 地域包括支援センター高丘・訪問看護ステーション高丘・聖隷リハビリプラザイン高丘の移転 

⑧ 聖隷コミュニティケアセンター高丘倉庫部門の障害者就労への移行に伴う和合倉庫の協議 

⑨ 障害者就労事業所第２チャレンジ工房の開設（浜北愛光園１階フロアに増築） 

⑩ 桜ケ丘保育園園舎の改築 

⑪ こうのとり東保育園の園舎移転改築の協議 

⑫ 磐田市発達障害支援センターはあとによる教育相談の受託、発達支援事業の運営 

⑬ 児童ディサービス事業のぞみ園の移転改築の協議 

⑭ 浦安市特養・浦安市ケアハウス指定管理業務委託終了後の施設運営についての協議 

【宝塚弥生計画に伴う主な取り組み】 

 （準備室目標） 事業部を超えた新たなリレーションシップを構築する。 

① 宝塚弥生計画開設準備室・販売センター・人材募集センターの開設（４月） 

② 入居相談の一元化と連動したミニディセンターの設置 （５月） 

③ 宝塚弥生計画人材募集センターと沖縄人材募集センターのリレーション（６月） 

④ 通勤可能な職員採用、多様な地域からの職員採用及び職員宿舎の確保確保（８月） 

⑤ 結いホーム宝塚の開設（１１月） 

⑥ 宝塚すみれ栄光園・ケアハウス宝塚の開設（２６年４月） 



軽費老人ホーム もくせいの里 

 

軽費老人ホームは低額な料金で生活と住環境を提供する施設である。経済的な負担をできる

だけ抑え高齢者の生活を守り、安心して老後を過ごしていただく事を目的としている。2013年

度のもくせいの里事業計画は築 35 年が経過した施設の新築建て替え計画を一歩進めた計画と

したい。そのうえで、「一人一人の人生の終盤、生活の安心が得られ、豊かに幸せに過ごすこと

ができるようにする」という施設存立の基本を重視し、利用者の皆様の大きな願いでもある、

「できるかぎり、この施設で安心して生活を続けたい」との思いにしっかり向き合う施設運営

を行う。 

 

【施設理念】 

入居者の自由と尊厳ある生活を支援し、穏やかで明るい生活作りをめざす。 

 

【経営方針】 

１．職員間の連携を重視し、安心で１日でも長く生活できる施設サービスを提供する。 

２．利用者満足度の高い最高の食事提供を行う。 

３．新築建て替え計画の推進。 

４．法人内の他施設との連携をはかる。 

 

【事業・運営計画】 

１．安心と安全を重視したサービス 

（ア）各職員の連携を強化し、施設全体の防災を徹底する。職員のいない夜間帯の地震、火災

発生時の初動訓練には引き続き重点的に取り組む。 

（イ）感染症防止の徹底のための定期的な全館消毒を行う。 

（ウ）利用者の経済的な不安解消のため、身元保証人の再確認、家族との連携を再度徹底し、 

   成年後見制度の活用等を進めていく。 

 

２．利用者に寄り添うサービス 

（ア）新入居時の利用者の皆様へのマニュアルを見直し、入居後の生活が安心できるように努

める。また、介護予防のため聖隷デイサービスセンター三方原との連携を強化する。 

（イ）食事は変化に富み、こだわりのある献立作りを目指す。利用者の将来を見据え嚥下食、 

   ソフト食の検討を開始する。 

（ウ）2年に一度の第三者評価事業受審を実施しサービス向上を目指す。 

（エ）無駄をなくし、利用者サービス充実のため、厨房の在庫、発注量の見直しを行う。 

 

３．職員の資質の向上 

（ア）聖隷および老人福祉施設協議会等の研修への積極的な参加、施設内研修の活性化、資格

取得などのキャリアアップで職員の自己成長を目指す。 



（イ）食事の質向上のため、コンテストの参加に加え、盛り付け、ソフト食などの研修に 

   積極的に参加し栄養調理技術の向上を目指す。 

（ウ）将来計画を見据えて、各軽費老人ホームの情報を収集するための見学、研修を行う。 

 

４．地域社会に貢献 

（ア）浜松市北区の要望に応えるため、地域の食事サービスを継続して受託していく。 

（イ）高台幼稚園とも従来同様定期的なふれあい活動を継続する。 

（ウ）地域の小中学校、高等学校等の体験学習、地域のボランティアの方々とも交流を深める。 

（エ）湖東地区自治会の防災訓練に参加し、施設の防災と地域の防災の協力関係を構築する。 

 

 ５．将来へ向けて  

（ア）外部研修に参加し、建て替え並びに大規模修繕の情報を収集する。 

（イ）建て替えについて、浜松市と協議を継続する。 

（ウ）もくせいの里の将来のビジョンを具体化させるべく計画を進める。 

 

 

【数値指標】 

 軽費老人ホーム  食事サービス 計 

利 用 者 定 員 50名   

利 用 者 予 算 （ 延 べ ） 18,250名 7,836名  

利 用 者 予 算 （ 日 ） 50名 25名  

稼 働 率 100％   

稼 働 日 数 （ 延 べ ） 365日 305日  

単価（一人一日当り） 6,604円 661円  

総 収 入 120,523 千円 5,180 千円 125,703 千円 

職 員 数 13.9名 0.6名 14.5名 

 



 

 

救護施設 聖隷厚生園讃栄寮 

 

生活保護受給者数は全国で 213 万人（2012 年 12 月）を超え過去最高を更新している。浜松市

では単身世帯が 2 人以上世帯の 3.8 倍に達していて、経済的困窮だけでなく孤立化・無縁化が進

んでいる。“生活支援戦略”で伴走的・継続的な支援が提言される一方で、生活保護費の引下げも

予想されるなか、讃栄寮は“掘り起し”“就労”“家計支援”をキーワードに取り組んでいく。 

 

【施設理念】 

一人が癒されるために、一人があるべき姿に立帰るために 

  一人の生命が真にまもり生かされるために、そして地域のために 

 

【経営方針】 

  利用者の個性や能力を活かした自立支援 

  地域社会の福祉環境向上への貢献 

  変化する福祉ニーズに対応できる職員の育成 

 

【事業・運営計画】 

１．利用者の個性や能力を活かした自立支援 

（ア）個別支援計画・業務の見直し 

   2012年度は、讃栄寮の現状に合った個別支援計画の作成と運用の見直しを行ったが、  

   2013年度はその評価を行う。また、非常勤職員の活用を含む職員体制の見直しを進める。 

（イ）高齢化・要介護化対策 

① 身体リハビリ計画書・下肢筋力強化運動・定期的な体力測定・ＫＹＴ（危険予知 

 トレーニング）などを行い、転倒リスクの軽減を図る。 

② 高齢者移行を養護老人ホームだけでなく、在宅介護サービスを利用した地域生活の 

  可能性を検討する。 

（ウ）防犯教育 

     万引きや暴力などを行う利用者に、警察にも協力を仰ぎ、社会ルール教育を徹底する。 

（エ）就労支援 

障害手帳を持たない利用者の就職支援・外勤支援を作業場が担当して行う。 

（オ）家計教育 

     日々の小さな無駄遣いの積み重ねが大きな損失になることを理解していただき、金銭 

     管理の重要性が認識できる支援を行う。 

２．地域の福祉環境向上への社会貢献 

（ア）専門性を活かした地域貢献 

保護施設通所事業・救護施設一時入所事業・居宅生活訓練事業と短期入所事業（自立支

援法）や他法一時保護事業を併せ持つ救護施設として積極的に地域移行を行う。また、

居宅生活訓練事業だけでなく自立訓練室を活用した移行支援も並行して行う。 



 

 

（イ）福祉教育・ボランティア 

聖隷クリストファー大学など実習生や、地域の学校の生徒、様々なボランティアの受入

れを通して福祉教育の場を提供する。また、将来の福祉人材育成のため、地域の中高学

校で福祉教育授業を行えるように広報活動を行う。 

（ウ）通所事業地域ケースの範囲拡大 

引きこもりや、保護を開始して間もない受給者の早期支援として、通所事業地域ケース

が有効だが、定員の 30％に限定されている。2012年度に引き続き種別団体や行政に 30％

枠の緩和を働きかける。 

３．変化する福祉ニーズに対応できる職員の育成 

（ア）目標参画の活用 

目標参画に職員が定める目標とともに、事業所が期待する具体的な目標を加え、年間を

通じて取組み、評価を行う。 

（イ）触法障害者・依存症など入所受入対象の拡大 

触法障害者の受入支援を行っている地域生活定着支援センターの研修に職員を派遣し

て利用者理解を深める。また、保護観察中の現入所者の地域移行を、居宅生活訓練事業

を利用して行う。 

依存症を持つ利用者の受入に関して、医療機関や他施設の受入状況を調査し、讃栄寮の

受入体制を検討する。 

（ウ）入所者調整 

行政や医療機関等との連絡を緊密にして情報を収集し、入所者候補を正確な優先順位で

リスト化でき、欠員の無い入所者調整ができる相談員体制を作る。 

（エ）人権擁護（アドボカシー） 

虐待防止委員会を中心に職員向け・利用者向けの研修を行う。また、チェックリストを

活用して、年度当初と粘土終わりに効果を測定する。 

  

讃栄寮 

救護施設 救護通所 
短期入所 

(自立支援法) 

利 用 者 定 員 60名 15名 2名 

利 用 者 延 べ 人 数 23,908名 5,475名 365名 

一 日 平 均 利 用 者 数 65.5名 15.0名 1.0名 

稼 働 率 109.1％ 100.0％ 50.0％ 

稼 働 日 数 （ 延 べ ） 365日 365日 365日 

単価(一人一日当り) 9,203円 4,420円 6,395円 

総 収 入 281,542千円  2,340千円 

職員数（常勤換算） 28.1名 

 



障害者支援施設 聖隷厚生園ナルド 

就労支援施設ナルド工房・チャレンジ工房、生活訓練事業所ナルド 

地域活動支援センターナルド、磐田市発達支援センターはあと 

 

2012 年度のナルド事業体の活動は、就労支援施設チャレンジ工房の新設、磐田市発達支援センタ

ーはあとの組織変更など、対応年齢層の拡大やサービス種目の充実にウェイトを置いた 1年だった。 

2013 年度は障害者総合支援法が施行され、世代や障害を越えて「谷間の無い支援、途切れの無い

支援」が求められる。相談支援ではサービス支援計画を策定する層が拡大し、就労支援では障害者の

法定雇用率が 2.0％に改定される。児童発達支援では 2015 年までに「児童発達支援センター」との

機能を分化して地域の中核機関となることが求められる。個別具体的なニーズを適切に把握し、「支

援の成果」を具体化することが求められる時代に入る。 

2013 年度は、児童領域では発達支援事業の展開を視野に置いた活動、就労支援ではチャレンジ工

房に続く浜北就労支援施設の開設準備、相談支援では拡大する計画相談への速やかな対応など、児童

から成人に至るまで「谷間と途切れの無い支援体制」を整える 1年としたい。 

 

【施設理念】 

一人が癒されるために、一人があるべき姿に立帰るために 

一人の生命が真にまもり生かされるために、そして地域のために 

 

【経営方針】 

「谷間と途切れの無い支援」を提供する体制を整える 

 

【事業・運営計画】 

１．就労支援施設（ナルド工房・チャレンジ工房） 

（ア）就労移行支援事業においては、2012年度に作成した「就職者と新規利用者のバランス計画」 

   を実行し、安定的な利用率を維持する。 

（イ）就労継続支援 B型事業においては、2012年度に導入した施設外就労（聖隷三方原病院栄養課） 

   の活動を安定させる。また年間 2名を就労移行支援事業につなげる。 

（ウ）浜北就労支援施設の稼働に向けて、浜北愛光園と連携し、作業手順、人員配置、特別支援 

   学校への呼びかけを行う。 

２.児童発達支援（磐田市発達支援センターはあと） 

（ア）児童発達支援事業への移管を視野に、2012年までの業務について年間・月間・日課の整理を 

      行う。 

（イ）早期介入を目的に、保育園や小学校の定期巡回、保育士や教員を対象とする研修事業を行う。 

（ウ）家族支援の一環として、「子どもへのかかわり」を学ぶペアレントトレーニングを行う。 

３.生活訓練・生活介護 

（ア）支援の焦点を「生活全般」から「生活技能」に絞り込み、結果の見える支援を実施する。 

（イ）相談支援事業所と協力し、生活訓練利用前後のルートを描く。 



（ウ）「社会生活力マニュアル」を参考に、プログラムの見直しを行う。 

４.地域活動支援センター 

（ア）利用者が主体的にイベントの企画をし、実行する機会を月 2回以上提供する。 

（イ）特別支援学校教員・利用者家族を対象に「障害福祉勉強会」「見学体験会」を行う。 

５.相談支援 

（ア）障害者虐待や生活困窮者など、アウトリーチが必要な地域ニーズに積極的に介入する。 

（イ）制度や実務の動向を精査し、委託相談事業の意義・必要性・今後の展開を見極める。 

（ウ）指定相談においては、毎月 50件のサービス利用計画の作成およびモニタリングを行う。 

６.人材育成 

（ア）厚生園学会では 1部署 1演題の発表を行い、役職者は全国レベルの学会発表を目指す。 

（イ）サービス管理責任者、障害者相談支援専門員、職場適応援助者（1号・2号）、障害者職業 

   生活相談員等の資格を計画的に取得する。 

（ウ）スタッフが講師を務める研修を年 3回実施し、スタッフのスキルアップを図る。 

 

【数値指標】 

  
ナルド工房 チャレンジ工房 

就労移行 就労継続 就労移行 就労継続 

利 用 者 定 員 20名 15名 15名 15名 

利用者延べ人数 5143名 3920名 3660名 3660名 

一日平均利用者数 20.5名 15.6名 15.0名 15.0名 

稼 働 率 102.5％ 104.0％ 100.0％ 100.0％ 

稼働日数（延べ） 251日 251日 244日 244日 

単価(一人一日当り) 10,242円 7,285円 9,764円 7,195円 

総 収 入 64,641 千円 35,742 千円 43,758 千円 32,367 千円 

職員数（常勤換算） 10.4名 9.7名 

 

  

ナルド 

生活訓練事業所 浜松市 

相談支援 

指定 

相談支援 

地域活動 

支援 

磐田市 

発達支援 生活訓練 生活介護 

利 用 者 定 員 14名 6名 - - - - 

利用者延べ人数 3855名 1708名 - - 4,940名 - 

一日平均利用者数 15.8名 7.0名 - - 20.3名 - 

稼 働 率 112.9％ 116.7％ - - - - 

稼働日数（延べ） 244日 244日 - - 244日 - 

単価(一人一日当り) 8,258円 6,149円 - - 2,305円 - 

総 収 入 44,250 千円 9,824 千円 10,359 千円 12,871 千円 19,776 千円 

職員数（常勤換算） 5.0名 2.4名 1.8名 4.4名 

 



障害者支援施設 聖隷厚生園信生寮 

 

 2013 年度、「障害者総合支援法」が施行される。法の谷間にあるニーズと地域課題に焦点化し

た施策といわれるが、障害福祉領域には法では救えないニーズが山積みしている。信生寮はこれ

まで、「入所利用中心型」の思考を基軸に支援展開を考えてきたが、これからは「在宅利用中心型」

に思考を切り替える。在宅から入所に至るまで、一貫して均質なサービスを提供することにより、

ご利用者・ご家族が生涯安心して施設を利用できる環境を整える。 

 2013年度は、以下 5点を中心とした事業を展開する。 

①年度当初に短期入所の定員を 6床から 10床に増床し、安定的な稼働を目指す。 

②特別支援学校や PTA から個別リクエストを聴取し、日中一時支援や機能訓練のメニューの充

実を図る。 

③入所部門において、地域生活を望む利用者の地域移行・定着支援を行い、重度の障害を持ち

ながらも安心して地域生活を送れるよう支援する。 

④相談支援では、主に高次脳機能障害（30 歳代から 50 歳代を中心）に焦点をあて、リハビリ

テーション終了者のフォローの道筋を検討する。 

⑤不足する人材の採用については、実習生や学生アルバイト等を対象に「介護講座」を行い求

職動機を形成する一助としたい。 

 

【施設理念】 

一人が癒されるために、一人があるべき姿に立帰るために 

一人の生命が真にまもり生かされるために、そして地域のために 

【経営方針】 

１.価値観の共有と情報の維持および管理体制を強化する  

２.日々の実践を言語化し実践の足跡および根拠とする 

３.業務の在り方の改善と職場環境の整備 

【事業・運営計画】 

１.価値観の共有と情報の維持および管理体制を強化する  

【共通】 

(ア)部署内の主任とリーダー,リーダーとスタッフ間における情報・価値観の共有を徹底する。 

(イ)計画的に家族と面談する場を設け、利用者の生活状況および情報交換等を行う。 

(ウ)サービス担当者会議・ケアスタッフ会議など、各会議体の意味づけを整理する。 

 【入所】 

(ア)地域移行を望む利用者に対して、具体的な地域定着支援を行う。 

(イ)知的障害や脳性まひ等の利用者に対して、「発達」を視野に入れた支援を提供する。 

(ウ)支援に「困難感」をもつ事例についてケア会議を行い,事例理解を深める手法を習得する。 

 【在宅】 

(ア)短期入所の定員を 6床から 10床に増床するとともに、稼働率 98%を目指す。 

(イ)特別支援学校・PTAのニーズを掘り下げ、機能訓練のメニューを充実する。 



(ウ)「あと 10年、在宅生活を継続する工夫(10年プラン)」を家族とともに作る。 

 【相談】 

(ア)西部特別支援学校および父兄のニーズを把握するために相談会等を開催する。 

(イ)浜松市リハビリテーション病院・聖隷三方原病院リハビリテーション科と連携し、 

    高次脳機能障害のリハビリテーション終了者のフォロウの道筋を検討する。 

(ウ)既存の事業では対応できないニーズをみつけ、新たな事業を提言する。 

  

 ２.日々の実践を言語化し実践の足跡および根拠とする 

(ア)全利用者の支援経過要約（「1年間の支援の軌跡」）を完成させる。 

(イ)部署ごとの事故報告を分析し、事故の発生場所、時間、種類等を特定し予防策を講ずる。 

(ウ)日々の実務を言語化し、学会等で発表する(1部署１演題)。 

(エ)食事提供ミスの撤廃および衛生意識を定着させる方法を具体化する。 

 

  ３.業務の在り方の改善と職場環境の整備 

(ア)中堅職員を中心に、業務の在り方や会議の運営方法等の見直しを行う。 

(イ)障害者雇用を進めるために、障害者が働きやすい職場環境を整備する。 

(ウ)「介護講座」を通して地域に施設を公開し、参加者の中から 3名の就職希望者を得る。 

 

  ４.利用者と協働した地域・環境への貢献   

(ア) グリーンカーテンの実施、照明や空調のこまめな切り替えなど、地球資源を節約する。 

(イ) 厚生園全事業所と協力して地域環境美化活動を行う。 

 

 ５．新規事業「身体障害者賃貸住宅」シオンハウスの事業開始 

  （ア）浜松市から受託していたシオンハウス事業を独自の事業として継続(現在 3名入居)。 

  （イ）利用者に対して環境整備等の継続支援を行う。 

  （ウ）相談支援事業所との連携を強化し、緊急時の対応を行う。 

 

【数値指標】 

 信生寮 まじわりの家 信生 

入所 短期 
日中 

一時 

生活 

介護 

機能 

訓練 

浜松市 

相談支援 

指定 

相談支援 

利 用 者 定 員 60名 10名 - 14名 6名 - - 

利用者延べ人数 21,702名 3,566名  4,089名 1,549名 - - 

一日平均利用者数 59.5名 9.8名  16.0名 6.0名 - - 

稼 働 率 99.1％ 101.0％ - 114.1％ 100.8％ - - 

稼働日数（延べ） 365日 365日 365日 256日 256日 - - 

単価(一人一日当り) 15,041円 9,213円  16,191円 9,262円 - - 

総 収 入 389,057 千円 32,858 千円 3,098 千円 84,766 千円 9,698 千円 7,247 千円 

職員数（常勤換算） 57.0名 15.0名 2.1名 

 



のぞみ園 

 

 保育所、幼稚園の保育の中で「気づき」に基づく支援の輪が広がり、「気づきの支援」の充実が

期待される。思春期以降に発達の凸凹が顕著になり、学校生活、家庭生活に支障をきたすほどに

なり、支援が難しくなるケースを通して、改めて幼児期の療育の大切さを痛感し、質の高い療育

が望まれる。2012年度の法改正に伴い、事業の充実を図るため、2013年度は保育所等訪問支援事

業を開始し、更なる支援の輪を広げていく。更に地域の療育の拠点施設として、児童発達支援セ

ンター移行に向けて考え、2013年度も引き続き園舎建て替えを具体的に計画作成する。 

 

【施設理念】 

あかるく げんきな子 

 一人一人の発達を促し意欲を育てる 

 

【経営方針】 

１．園舎建て替えに向けて具体的な計画を作成する 

２．保育所等訪問支援事業を開始する 

３．早期発見、早期療育への充実 

４．発達段階及び家庭環境を把握し、きめ細かな支援に努める 

５．関係機関との連携、協力し支援を広げる 

６．児童発達支援センター移行に向けて具体的に考える 

 

【事業・運営計画】 

１．地域交流 

 （ア）同法人施設間の交流を行う 

 （イ）小、中、養護学校との交流を行う 

 （ウ）保育園・幼稚園との交流 

２．関係機関との連携、協力 

 （ア）保健・教育・福祉各機関との連携、協力 

   ①名瀬保健所の事業の中での発達相談への参加 

   ②奄美市、瀬戸内町、龍郷町の健診後のフォロー教室への参加 

   ③改正法後の福祉制度の有効活用のための情報共有 

   ④奄美市就学指導委員としての参画 

   ⑤瀬戸内町、龍郷町との就学相談 

  

 

 

 

 



 （イ）保育所、幼稚園との連携 

   ①のぞみ園との並行通園児の在籍保育所・幼稚園の療育指導 

   ②保育所・幼稚園の療育指導 

   ③奄美市（名瀬地区）の保育所・公立幼稚園の発達相談 

   ④公開療育及び研修会 年 2回 

   ⑤龍郷町の保育所巡回相談 

 （ウ）小学校との連携 

   ① 幼・保・小連絡会への参加 

   ② 入学児の情報交換 

   ③ 卒園児の学校生活の情報交換 

   ④ 卒園児のケース検討会への参加 

３．職員研修 

 （ア）研修会：NPO法人チャレンジドサポート奄美と連携して行う 

    大島養護学校の研修会に参加 

    名瀬保健所主催の研修会に参加 

 （イ）実技研修会への参加 

 （ウ）学習会：職員会でのケースカンファレンス及び学習会 

 （エ）発達支援通園事業連絡協議会：鹿児島（年 3回）奄美支部（年 1回）の連絡協議会に 

    参加 

４．保護者支援 

 （ア）個人面談・・・年 3～4回 

 （イ）発達検査・相談・・・大島児童相談所と連携して行う 

 （ウ）保護者会・・・毎月 1回  内容：学習会・懇談会 

 （エ）就学指導・・・教育委員会・大島養護学校と連携して行う教育相談学校訪問・学校との 

           懇談会 

５．卒園児支援 

 （ア）新成人祝い・・・新成人のお祝い会を行う 

【経営指標】 

利 用 定 員 平日 20人  放課後デイ 20人 土曜日 20人 

利 用 延 数 4880人       488 846人 

稼 動 日 数 244 日 47日 

1 日 当 利 用 20人          5人  18 人 

単 価 6,820円 

職 員 数（人） 管理者 保育士 発達支援管

理者 

運転手 施設長 

正職員   5   １    2     2  1（兼任） 

業務職員   1          1   

パート職員   6      6     3  



わかば保育園 

 

2012年度は、幼保一元化の動きが様々な形で提示されながらも、その着地点を見い出せずにき

た一年であった。昨今の社会的、経済的不安定の中、保育を必要とする乳幼児は後を絶たず、浜

松市における待機児童の数は減らない。本園も必要なニーズにはできるだけ応えてきたが、受け

入れ児童に対する保育士の確保が難しい時期もあった。一方、家庭における保育力の低下が言わ

れて久しいが、保育園はそれを補うことを務めと考えている。自己実現の場としての就労の充実

と共に、子どもを育てることの楽しさや成長の喜びを感じられるような手助けを、子どもを持つ

すべての親にしていかなければならないと思う。 

また、保育者に求められる業務の内容は広がり、深まっている。それに対応できる人材の確保

が困難な時代になっていることを痛感している。中途退職者や精神の安定を欠いてしまう保育者

の姿からも、養成校在学中に抱いていたイメージと現実とのギャップに戸惑っているように思わ

れる。養成校と共に保育の現場もこれからの人材を育てていくという意識を持たなければ質の高

い保育の提供はできないと思う。我々が取り組まなければならない課題は大きい。 

 

 

【施設理念】 『自分で考え判断し行動する子ども』 

基本理念をキリスト教におき、集団生活をとおして人への思いやりや優しさを、           

      また恵まれた自然環境の中での様々な経験をとおして逞しい心身の成長を育む。 

 

【経営方針】 １．入所希望者のニーズに応えることで安定した運営をしていく。 

       ２．障がいをもつ子の対応をはじめ、子どもの特性に応じた関わりの仕方を学ぶ  

         ために内外の研修に積極的に参加する。 

３． 地域につながる子育て支援をすることにより、地域での存在の意義を深める。 

        

【事業・運営計画】 

１．様々な体験ができる環境づくり 

（ア）保育所保育指針に基づいたカリキュラムにより、様々な生活体験をプログラム化し、個

別指導計画のもとに保育し、評価をしていく。 

（イ）乳幼児が室内でも色々な発見をすることのできる環境設定や、自ら遊びだすことのでき

る環境づくりをすることで、発達に即した生活経験と保育内容の充実をはかる。 

（ウ）体系化した運動プログラムを保育に取り入れ、基本的な体づくりをする。 

 

２. 少人数グループによる保育の実践 

 （ア）大きな集団でのダイナミックな活動を経験させると同時に、少人数のグループで子ども

同士の関わり方を知る。また保育者との密接な関わりを通して人への信頼感やコミュニケ

ーションの取り方を学んでいく。 

（イ）個別の関わりを必要とする子どもに対し、適切な対応の仕方を学び丁寧に関わる。 



３．異年齢グループによる保育の実践 

（ア）年齢を越えた子ども同士の関わりが自然にできる環境づくりをする。 

（イ）3・4・5歳児に関しては、異年齢のグループによる保育活動も取り入れていく。 

 

４．子育て支援ひろばの充実 

（ア）新生児から乳児、加えて妊婦に対し丁寧に関わり、安心して子どもを生み育てていける

よう支援をしていく。 

（イ）障がいをもった子どもと親にとって安心して来所できるひろばとして、広報活動や受け

入れを積極的に行う。 

  

５．独自の取り組み 

（ア）食育の推進    管理栄養士・調理師と連携を取りながら日常の保育の中に食育を意識 

した活動を取り入れる。保護者にも「食」の大切さを野菜の苗の植え 

付けやクッキング等の体験を通して伝える。 

（イ）世代間交流    中高生の職場体験の受け入れや、近隣施設の高齢者との交流をはかる。 

（ウ）エコ活動    水や電気の節約がどのようにエコにつながるかを考え実行する。 

           家庭と共同して資源の有効活用など、エコ活動の推進をする。 

       ごみの分別収集を徹底する。 

 

６．施設整備      ・築山改修    ・幼児ウッドデッキ研磨及び修理 

・キッチンカウンター天板修理     

 

【数値指標】 

 

 

 

 

 

 

 

 

利

用

者

数 

定員 120名 0歳児 1 歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 計 

児童 

入所率

115.0％ 

入所数 4/1現在 6名 22名 26名 23名 26名 28名 131名 

障がい児     1名 １名 2名 

  年間入所延人数 162名 264名 312名 276名 312名 336名 1,662名 

特
別
保
育 

年間利用延人数 

延長保育  144名 

低年齢児保育事業 576名 

一時預かり保育 240名 

病後児保育 360名 

地域子育て拠点事業 2,500名 

職員数 

 施設長 保育士 看護師 栄養士・調理師 事務他 計 

正規職員 1名 17名 1名    19名 

ﾊﾟｰﾄ・ｱﾙﾊﾞｲﾄ  10名 1名 1名 4名 1名 17名 

計 1名 27名 2名 1名 4名 1名 36名 

 



 桜ヶ丘保育園 

  

 2012年「子ども・子育て支援法」「改正認定こども園法」「関係法律の整備に関する法律」の「子

ども・子育て三法」が成立した。今後はこれらをもとに幼保一体への改革が実施されることとな

るだろう。新たな制度において保育所に求められる役割のひとつとして「新幼保連携型認定こど

も園」への移行が挙げられている。当園も老朽化に加え、新制度に対応し得るために 2013年度は

園舎の増改築を行う。新幼保連携型こども園には「学校教育と養護」および「地域子育て支援事

業」に取り組む責務があるとのことだ。園舎が変わるだけでなく、保育の内容も時代に合ったも

のに変革していく必要を感じる。「子どもの最善の利益を保証する」ことは守りながら、保育に携

わる職員の意識改革や質の向上に努める一年にしたいと思う。工事期間中は保育環境も大きく変

わり、行事もこれまでのようにはできないが、一つ一つ皆で考え工夫する中で新たな方法が見え

てくる機会にもなると期待している。併せて、子どもたちがよりよい環境で過ごすことができる

よう職員・保護者・地域の方々が協力し連携を図りつつ、その中から地域や保護者のニーズを捉

え、これからのこの地域における保育園の役割を改めて考えていく一年としたい。 

 

【施設理念】 

１．子どもたち一人一人が愛され、受け入れられて、愛することを知る。 

２．あそびや体験を通して心身を育て、子どもたち一人一人の個性を伸ばしていく。 

 

【経営方針】 

１．人生の基礎となる乳幼児期に、神様や多くの人に愛され守られていることを感じ、自尊感情 

を育む。 

２．共に生活する中で自分と他者との違いに気づき、お互いを認め合う。 

３．養護と教育を意識した保育を展開し、子どもが自己発揮できる環境を整え、主体的に生活で 

きるようにする。 

４．子育て支援の学びを深め、園内外の保護者の育児を支えていくとともに親育てを図る。 

 

【事業・運営計画】 

１．園舎の増改築工事期間中の保育環境を整えるとともに、地域の方々の理解を得る。 

（ア）限られた保育環境の中、園児や保護者が安心し且つ安全に過ごすことができるよう環境 

   構成を工夫し整えていく。 

（イ） 保護者や近隣の方々には工事に関する説明責任をきちんと果たし、ご理解いただきながら、  

   ご迷惑をかけないように進めていく。 

２．保育サービスの質の向上に努める。 

（ア）2012年度に研究したテーマを基に、園児一人一人の発達を捉えた保育を引き続き展開 

する。 

（イ）年間研修計画に沿って施設内外の研修に参加し各職種の知識や技術の向上を図る。 

（ウ）園・クラス便り等を情報発信ツールとして親育てや相談しやすい関係作りに努める。 



（エ）年齢別のみならず、少人数・月齢別グループで過ごすことで、落ち着いたきめ細やかな 

   保育実践を行い、子どもが自己発揮できる環境を工夫し整える。 

（オ）自己評価の結果や日々の業務の中での気づきを基によりよい実践を考え遂行する。 

３．安定した事業を展開する。 

 （ア）職員一人一人が省エネルギーやエコロジーを心がけ、コスト意識を持つ。 

 （イ）職員が働きやすい環境を整え、生き生きと仕事ができるよう心身の健康維持に努める。 

 （ウ）挨拶や環境美化など近隣や利用者とのよい関係作りに努める。 

４．施設の公共性を生かして地域と関わりを持ち存在や事業目的をアピールするとともに、連携 

  を図って地域の育児力を高める役割を担う。 

（ア）地域の自治会や老人会、施設等と交流を図る。 

 （イ）中高生の職場体験やボランティアを受け入れる。  

（ウ）小学校との連携を図り学校教育への理解を深め、小学校教育へとつなげていく。 

 （エ）保育園親子ひろばを行い、地域や子育て家庭のニーズを探り 2014年 4月の定員増に 

       向けての準備を進める。 

５．食育への取り組み 

 （ア）野菜栽培やクッキングを通し旬の味を感じ、季節や食べ物に興味を持つ。 

 （イ）管理栄養士や保育士が連携して食育活動を展開し、利用者の食に対する関心を引き出す。 

６．保育環境および施設整備  

・老朽箇所の修繕 ・定員増に伴う園舎の増改築工事 ・室内備品、屋外遊具の選定、購入  

・玩具や絵本の購入 

 

【数値指標】 

利

用

者

数 

定員 100名 0歳児 1 歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 計 

児童 

入所率

125.7％ 

入所数 4/1現在 5名 20名 24名 23名 24名 21名 120名 

障がい児   1名 1名  1名 内 3名 

年間入所延人数 132名 273名 288名 276名 288名 252名 1,509名 

特
別
保
育 

年間利用延人数 

延長保育   480名 

障がい児保育 720名 

一時預かり保育 720名 

保育園親子ひろば 75名 

食物アレルギー児 720名 

職員数 

 施設長 保育士 看護師 栄養士・調理師 事務他 計 

正規職員 1名 15名     16名 

ﾊﾟｰﾄ・ｱﾙﾊﾞｲﾄ  3名 准 1名 （1）名 5名 1名 10名 

計 1名 18名 1名 （1）名 5名 1名 26名 



  

ひかりの子保育園 

 

現代は、生活圏外での就労が当たり前となり、生活時間が多様化してきて、隣近所と顔を合わ

せる機会が尐なくなっている。さらに、物が豊富で、便利な道具の開発・サービスの充実などの

社会の変化につれて、外出先でもほとんど他者と会話することなく用事を済ませることができる

時代になってきている。多尐の差はあるものの、子どもたちは、このような大人の生活スタイル

に合わせて生活している。このため、子どもにとって、家族や家族以外の他者との交わりや子ど

もの要求にあわせた生活時間の確保が難しくなっている。 

しかし、子どもにとって、自分の気持ちを表現しそれを受けとめてもらうこと、自分なりに出

来たことをほめてもらうこと、困難にぶつかった時、周りからの援助を受けながらでも自分で乗

り越えた経験をすることが必要である。これらの経験が、自己肯定感を育て、よりよい社会生活

が送れる人として成長していくと考える。保育園は、それらを実現する場として、専門性を持っ

て、保育をしていくことはもちろん、保護者や地域の人たちに発信していく役目を担っている。 

私たちは、社会制度の変更に関心を持ち、保育園が担っているこうした役割の重大性を、今一

度、職員一人一人が受け止めることが重要である。そして、保育所保育指針第 1章総則にある「保

育所の役割」を常に心に留め、職員同士互いに理解し合う中で、日々の保育を進めていきたい。 

 

【施設理念】  キリスト教を基本理念として 

 １．愛されて愛する心を知り、お互いが大切な存在であることを知る。 

 ２．一人ひとりの違いに気づき、お互いに認め合いながら共に主体的に生活する。 

 ３．自己発揮できる環境の中で創造性を育てる。 

【経営方針】 

 １．保育所保育指針に基づいて、子ども一人ひとりの育ちを支える保育をしていく。 

 ２．家庭や地域との連携を継続して、子育ち・親育ちを支援していく。 

 ３．食育・環境教育に取り組み、地球環境を考慮した生活習慣を身につけていく。 

【事業・運営計画】 

１．保育所保育指針をもとに、子どもの最善の利益を考えた保育をしていく。 

 (ア)子ども一人ひとりの発達を理解して、見通しを持った指導計画を作成・実践・評価を行う 

(養護・教育の一体性を意識しているか振り返りをする。) 

 (イ)異年齢・年齢別保育をするなかで、一人ひとりをより良く理解して保育するために、保育 

者同士で、具体的な方法を話し合い実践していく。 

    ①与えられた環境を活かしながら、子どもの人数や環境を工夫して保育をする。 

②保育者相互の意見交換をし、成果や課題を共有して取り組む。 

(ウ)統合保育の実践をしていく。 

①個々の成長・発達を促すために、集団や個別の関わり方のバランスを配慮していく。 

  ②障害への理解を深めて、実践していくために、外部の研修に積極的に参加する。 

  (エ)保育者が、目的を持った研修に参加し、日々の保育の振り返りと専門性を高めていく。 

    ①一人ひとりが、目指す保育者像や心がけたいこと、疑問に思っていることの解決に具



  

体的に関係している研修を、自ら選んで参加していく。 

    ②法人内・他機関からの研修に関する情報を掲示したり、書籍等を、必要に応じて購入

し、研修しやすい環境作りをしていく。 

2．地域との連携・交流 

(ア)地域交流保育として、近隣・病院・介護施設・小学校・幼稚園・地区社協・主任児童委

員等と交流の場を、計画的に位置づけて実践していく。 

(イ)家庭保育の子どもの一時預かり保育や在宅の障害児等の母子通園の場としていく。 

(ウ)地域の中学生・高校生の保育体験・大学生の実習・ボランティア等の受け入れをする。 

3．食育と環境教育 

（ア）保育者間で連携をとって、食育を継続的に行う。そして、子どもの食への興味関心を、

育てていく。 

（イ）子どもの体験を通して、環境教育を継続していく。そして、子どもを通して、保護者も

保育園といっしょに、環境を守ることやコスト削減を意識していく。 

4.家庭とより密接に関わっていく。 

 (ア)日々の連絡・行事・保育参加・懇談会等の機会を捉えて、子どもの成長・発達について、

具体的に知らせ、保護者が育児を主体的に行えるように支援していく。 

(イ)保護者会の活動に協賛し、保護者同士の交流の場を提供する。 

(ウ)送迎時や日々の連絡等で保護者の気持ちを理解することに努め、信頼関係を築いていく。 

5.働きやすい環境を目指す。 

（ア）職員間での報告・連絡・相談・確認の手順を徹底し、互いの役割を明確にして、情報の

共有化と省力化を進める。 

  (イ)会議の持ち方・記録の仕方等、職員相互理解がしやすく、効率的な方法を検討していく。 

 

【数値指標】 

利

用

者

数 

定員 120名 0歳児 1 歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 計 

児童 

入所率

117.2％ 

入所数 4/1現在 9名 23名 26名 26名 25名 26名 135名 

障がい児     1名  1名 

年間入所延人数 167名 284名 312名 312名 300名 312名 1,637名 

特
別
保
育 

年間利用延人数 

延長保育 1,320名 

障がい児保育 249名 

一時預かり保育 300名 

食物アレルギー児 120名 

保育園親子ひろば 1,450名 

職員数 

 施設長 保育士 看護師 栄養士・調理師 事務他 計 

正規職員 1名 12名 名  2名 名 15名 

ﾊﾟｰﾄ・ｱﾙﾊﾞｲﾄ  20名 1名 （1）名 2名 5名 29名 

計 1名 32名 1名 （1）名 4名 5名 44名 



こうのとり保育園 

 

子ども・子育て関連三法が通常国会で成立し、施行に向けて動き出す。制度改革がより良くな

ってもそれをどう使っていくかが重要である。2010年に閣議決定した『子ども子育てビジョン』

における、目指すべき社会の姿の達成度への評価はまだ低く、合計特殊出生率は 2011 年も 1.39

と依然として低い水準にとどまっている。結婚や出産・子育てに関する国民の希望がかなう社会

の実現に向けて、引き続き子ども子育て支援策の推進が求められている現状である。 

2012年 4月 1日の保育所関連状況取りまとめ(厚生労働省)の中で、過去 1年間で保育所定員は

36,000 人の増で、保育所利用児童数は 53,851 人の増(1994 年の調査以降、過去最高の増加数)と

なっている。あらためて、保育園として担うべき役割の大きさや社会的責任の重さを感じる。保

育士はより質の高い保育の専門性が問われることになる。2012 年度に保育学会の見直しを行い、

聖隷の保育園としての大きな一歩を踏み出せたと感じている。2013年度も職員の資質向上そして、

更なる保育の質の向上をめざしたいと考える。常に『子どもの最善の利益は何か』を基本に置き、

保育園の役割と家庭の役割の両方が活かされ、バランスよく子どもの育ちを支えていきたいと考

える。親が「親としての喜び」を味わいながら子どもを育てていけるように支援していきたい。 

 

【施設理念】 

『隣人を自分のように愛しなさい』ﾏﾀｲ福音書 22:39 

『わたしがあなたがたを愛したように,あなたがたも互いに愛し合いなさい』ﾖﾊﾈ福音書 13:34 

 

【経営方針】 

1. 神に愛され、多くの人から愛されていることを感じ、愛する心を育む。 

2. ひとりひとりの違いに気づき、お互いが大切な存在であることを知り、認め合いながら主 

  体的に生活する。 

3. 自己発揮できる環境の中で創造性を育てる。 

4. 在園、地域の子育て家庭が、心豊かな環境で子育てできるように支援する。 

 

【事業・運営計画】 

１ 保育の質の向上（保育理念、保育目標の理解と実践及び実践課題に基づいた研究） 

子どもの成長発達に合わせた保育、子どもの最善の利益を考えた保育を常に心がける。 

ひとりの子どもの成長発達に合わせて計画、実践、評価、見直し(PDCA)を行う。 

更に、保育の実践課題に基づいた研究を重ね、保育学会につなげる。 

(ア) 統合保育の実践 

① こひつじ保育と在園クラスで相互に連携し合い、子どもの姿を保育士間で共有化し、 

  計画的に交流する。必要に応じて多施設と連携し、保護者面談も行う。 

② 障がいについての理解を深めるため、「はあと」との連携や内外の研修に参加する。 

(イ) 歳児別・学年別のクラスの中でも、小グループに分けて保育する。 

① 保育の質の向上をめざし、その実践内容を具体的に言語化・文章化し、子どもへの関



わりを職員で共有化していく。 

② 子どもの姿(成長・発達)を通して保育環境を考え、子どもが育つ環境を整える。 

(ウ) 子育て親育ての地域支援活動や保育園として地域交流の場を継続的に持つ。 

   ① 子育て支援事業を通して、家庭にこもることなく、仲間づくりの場を提供し支援する。 

   ② 地域の人材を活用し、共に企画から関りを持ちながら進めていく。 

２ 利用者(保護者)と子どもを中心にした子育てをしていく。 

(ア) 子どもの生活リズムを整えていく。 

① 家庭で親子で楽しく取り組む『早起き早寝』実践を行い、習慣化を促す。 

(イ) 親育てを基本にした子育て支援を行う。 

② 生活リズムをテーマに講演会(神山潤氏)を企画。2013 年度の学びのテーマとし保育園

と保護者が共に子どものより良い成長発達についての学びと実践を重ねていく。 

３ 職員のモチベーションを高め、職員の資質向上を図り、働きやすい職場環境を目指す。 

(ア) 保育学会を積み重ねていくことで、専門職としての意識を高め、誇りを持って仕事に

打ち込むことができるようにしていきたい。 

(イ) 2012 年度と同様に聖隷の保育園新人職員研修会を企画(主任会)、基本となる知識を学

び合う。2013年度は更に中堅職員にもスポットを当て研修の在り方を考える(園長会)。 

(ウ) 業務の省力化と職員間で情報の共有化を図る→「のびのび」「はあと」との連携。 

(エ) 有給休暇、超過勤務等は業務と合わせて、計画的にバランスよく行う。 

(オ) パート会議を継続し、応答的対話の中でパート職員の資質向上を図る。 

 

【数値指標】 

利

用

者

数 

定員 120名 0歳児 1 歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 計 

児童 

入所率

118.6％ 

入所数 4/1現在 6名 24名 25名 28名 25名 27名 135名 

障がい児  1名 1名 1名  1名 4名 

年間入所延人数 171名 288名 300名 336名 300名 324名 1,719名 

特
別
保
育 

年間利用延人数 

延長保育 1,800名 

障がい児保育 1,200名 

一時預かり保育 900名 

休日保育 100名 

病後児保育 30名 

食物アレルギー児 2,100名 

学童保育 1,000名 

地域子育て拠点事業 1,800名 

職員数 

＊育休中職員 

1名含む 

 施設長 保育士 看護師 栄養士・調理師 事務他 計 

正規職員 1名 16名 1名  2名  20名 

ﾊﾟｰﾄ・ｱﾙﾊﾞｲﾄ  18名  （1）名 2名 8名 28名 

計 1名 34名 1名 （1）名 4名 8名 48名 



磐田市子育て支援総合センター「のびのび」 

  

子育て支援の重要性が高まっている中で、地域の子育て支援拠点に期待される役割はますます 

多様で幅広くなってきている。その中で、2013年度は今まで磐田市が担当していた『であいのひ

ろば』事業を担当すると共に 9 月からは、新たな場所で『新のびのび』の運営がスタートする事

になる。今までと比べると手狭な空間になるが、事業内容は増えているのでいかに企画力をアッ

プしていくかが課題となる。今まで以上に、子育て支援の中心的な存在としての期待と責任を背

負っていると感じている。職員一人ひとりが、多様な問題にも的確に対応していく為のスキルを

身につけると共に、与えられた環境を前向きにとらえ、努力していく姿勢をもち続けたい。 

 

【施設理念】 

  子育てをしている家族とその子どもの心身の成長発達のための総合的な支援を通し、関わる

すべての人が成長できること。 

【事業・運営計画】 

１．子育て支援総合センターの活性化と新たな場所での企画 

 (ア)地域への出前子育て支援（であいのひろば）を実施すると共に地域とのつながりを深める。 

（イ）子育て中の親子の交流、つどいの場の提供及び子育て関連の情報提供を図る。 

（ウ）育児不安の相談業務を積極的に実施する。 

   ①個別相談、来館時、電話、メール、FAX、フリースペースでの日常的な相談。 

   ②相談内容を整理し、子育て中に発生する悩みについて体系的に把握する。 

（エ）行事・子育て講座の新たな企画、運営の活性化を図る。 

 （オ）発達が気になる子どもへの個別及びグループ療育を実施する。 

 （カ）日常の触れ合いやイベント等を通し、父親及び祖父母支援を図る。 

  以上、市内支援センター・はあとの職員と合同での企画、支援活動を行う。 

２．ファミリー・サポート・センター事務局としての役割強化 

（ア） 援助、依頼会員の募集、登録。幅広く利用されるよう広報活動を推進する。 

（イ） 会員の講習会、交流会で支援員の質の向上、支援内容の情報交換を行う。 

（ウ）必要に応じて他機関との連携の充実を図る。 

３．乳幼児一時預かり保育における柔軟対応 

 （ア）時間外・時間延長・当日依頼等利用者のニーズにも極力応える。 

【数値指標】 

 一般利用者数 
ファミリーサポート

センター利用者数 
一時保育利用者数 

であいの広場 

利用者数 

登録者 16,000名           740名         200 名               400名 

年間利用 33,000名      35,000名         350 名               700名 

一日平均       100名            12名           2名               17.5名 

稼働日数 331日           352日     343日                40回 



こうのとり東保育園 

 

2012年度の環境整備により乳児室の面積不足での受け入れ規制が緩み、受け入れ環境の改善に

繋がった。子ども達は、ほふくや歩行がしやすくなりのびのび過ごしている。2013年度はこの環

境を活かし乳児の受け入れ人数を増やすことで待機児童解消への貢献に繋げたい。園舎の老朽化

に伴い、園舎改築について磐田市でも視野に入れていただいている為、本部との連携のもと、先

の計画を明確にしながら現在の環境を整えていきたい。 

 地域の老人会、子育てサークル等の地域交流を通して世代間での関わりを続ける事で得るもの

を大切にしながら、子ども達が生活していく中で力になってくれている人がいる事を知り感謝す

る気持ちが持てるように保育の中で伝えていきたい。又、2013年度も職員会議や勉強会で日常の

保育の中から事例検討をする中で、子どもにとってのより良い保育方法を学ぶべく研鑚していき

たい。保護者支援については、ブラジル人家庭と園とのトラブルが減りかなり落ち着いてきてい

る。反面、日本人保護者の育児不安や育児放棄ともみられる様子が気になっている。子ども課と

連絡をとりながら、園内でも懇談会等を利用し、保護者同士で考えて貰うようなきっかけつくり、

問題提起をしていきたい。その為にまず職員の質の向上に努めるべく園内外の研修参加を呼びか

けていきたい。 

 

【施設理念】 

 『隣人を自分のように愛しなさい』  ﾏﾀｲによる福音書 22:39 

【経営方針】 

１．一人ひとりが愛される経験を通して愛する心を知り、互いが大切な存在であることを 

  認めながら生活する環境を作る。 

２．生活、あそび等の豊かな経験を通し創造性や意欲を育てる。 

３．地域のお年寄り、子育てサークル、多文化交流ｾﾝﾀｰとの繋がりの中で、豊かな人間関係や 

  感謝する心を育成していく。 

【事業・運営計画】 

１．保育の質の向上 

 （ア）保育者が保育理念と保育目標を理解し「ひとりひとりを大切にする保育」を具体的に 

    実践していく。 

   ①保育形態の見直しを図る。発達にあった保育、少人数での保育ができる保育形態、 

    保育環境を考えていく。リトミック・体育教室を継続し、職員も指導方法を学んでいく。 

   ②聖隷保育園書類監査を通し保育、書類の見直しをしていく。 

 （イ）より良い保護者支援ができるよう計画する。 

   ①おたより、懇談会、講演会、座談会を通し子育ての悩みの共有化と啓蒙をする。 

   ②パート職員も含め、研修会参加を推進していく。 

   ③ブラジル家庭にも丁寧に伝える為、おたより、張り紙等の翻訳をしたり、問題が生じた 

    時は、通訳同席の保護者面接を行う。 

 



２．統合保育・他機関との連携 

 （ア）保護者・保育者と共に障がい児の受け入れを行う事の大切さの共有化を図る。 

 （イ）他機関との連携を取りながら、その子の保育園での関わり方を模索していく。 

 （ウ）虐待の危険を感じる家庭や精神障害のある母親の問題については、園と専門機関が 

    連携し、情緒の変化等をチェックし、見守っていく。 

３．多文化共生推進 

 （ア）多文化共生推進協議会参加により他機関との情報交換と連携を行う。 

 （イ）保育の質を上げる為、外国人園児が多いクラスについては、落ち着いて話が聞けるよう 

    人的、物的環境作りを行う。 

 （ウ）日本とブラジルの文化を紹介しあう場（夏まつり、バザー、楽しい集い、にこにこ 

クッキング）を設ける事で、お互いの理解、コミュニケーションに繋げる。 

４．食育と環境の推進 

 （ア）栄養士･調理師･保育士が連携をとりながら、子ども達への食への関心を膨らませていく。 

 （イ）畑活動を通し種（苗）から成長を見る事と収穫した新鮮な野菜のおいしさを体験する 

    ことで感謝の気持ちに繋げる。 

５．主な施設整備 

 （ア）プール塗り替え、(イ)室内修繕（乳児トイレ）・園庭整備、（ウ）給食室食品庫修繕 

（エ）給食室の備品購入 

 

【数値指標】 

 

利

用

者

数 

定員 90名 0歳児 1 歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 計 

児童 

入所率

119.6％ 

入所数 4/1現在 9名 17名 18名 20名 20名 22名 106名 

障がい児   1名  1名 1名 3名 

外国人 3名 1名 5名 2名 5名 2名 18名 

  年間入所延人数 142名 204名 206名 230名 240名 264名 1,286名 

特
別
保
育 

年間利用延人数 

延長保育 108名 

乳幼児保育 410名 

一時保育 120名 

病後児保育 62名 

学童保育 264名 

食物アレルギー児 108名 

外国人保育 228名 

職員数 

 施設長 保育士 看護師 栄養士・調理師 事務他 計 

正規職員 1名 12名    名 13名 

ﾊﾟｰﾄ・ｱﾙﾊﾞｲﾄ  13名 2名 （1）名 3名 5名 23名 

計 1名 25名 2名 （1）名 3名 5名 36名 



こうのとり豊田保育園 

 

  2013年 1月より旧園舎から新園舎に移り、子どもたちの保育を始めている。保育室の面積が

今までの約 3倍になり、2013年度より 120名定員としてスタートする。 

 磐田市においても、保育園の定員増や新設の保育園が増えているにも関わらず待機児童は一向

に減ることなくむしろ増えている。理由は色々考えられるが、現代社会において少子化と言われ

ているが今まで以上に保育ニーズがあることも再確認するのである。 

与えられた広い新園舎を待機児童解消のためにも活用していかなくてはならないと考えるが、

保育士が集まらない現状もあり、園児の受け入れが思うようにいかない。 

待機児童の解消を積極的に考えていきながらも、同時に幼い乳幼児が生活する施設として、児

童の個々の成長発達に応じた保育をする専門性をもった保育が求められる。そのためにも、今ま

での保育を振り返りながら、施設を十分に活用できる保育の形態を創りだしていくようにしたい。  

また新たな保育ニーズに応えるために学童保育（地域活動事業）や障害児の一時預かり事業に

も体制が整いしだい取り組んでいきたいと考えている。 

 

【施設理念】 

キリスト教を基本理念とし 

・「隣人を自分のように愛しなさい」…マタイによる福音書 22:39 

・「わたしがあなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい」 

…ヨハネによる福音書 13:34 

【経営方針】 

１．神に愛され、多くの人から愛されていることを感じ、愛する心を育む。 

２．ひとりひとりの違いに気づき、お互いが大切な存在であることを知り認め合い、主体的に生

活をする。 

３．自己発揮できる環境の中で創造性を育てる。 

４．在園、地域の子育て家庭が、心豊かな環境で子育てできるように支援する。 

 

【事業・運営計画】 

１．定員増（60名→120名）、新たな支援事業へのとりくみを行なう中で、新しい保育環境を生か

した保育を行う。 

（ア）新しくなった保育環境（保育室・ホール・園庭など）の使い方を職員間で工夫して保育

する。 

（イ）それぞれに工夫した事がらの情報を交換し、その使い方を職員間で共通確認しながら保

育環境を整備していく。 

 （ウ）新しい保育環境を生かして、子どもの細かな個々の成長発達に合わせた保育をするため

に、少人数制（グループ制）保育を取り入れる。 

 

 



２．業務の質を上げながら、職員間の連携を強くしていくことで人づくりに繋げていく。  

（ア）それぞれの業務で、常にＰＤＣＡサイクルを意識的に行い保育の質を高めていく。 

（イ）自身の保育課題を持ち、年間通じて研修、実践をし、何らかの形でその結果や報告を園

内外（園内保育学会・聖隷保育学会等）で行なう。 

（ウ）自分の担当部署だけでなく園全体を意識し、お互いに情報を共有しながら問題解決して

いく中で人づくりに繋げていく。 

（エ）新人、中堅職員の育成 

    新人職員（主任会）・中堅職員(園長会）の研修を、主任、園長が中心になって企画し、

聖隷職員として、保育園職員として自覚や誇りをもって働ける人を育てる。 

 

３．子育て、親育て支援をする。 

（ア）茶話会・連絡帳を活用して気軽に相談できるシステムつくり 

（イ）ホームページ、園だより、クラスだより、行事写真、動画ＤＶＤ、掲示板を活用し、情

報をきめ細かく伝達する。 

（ウ）懇談会・育児講演会の開催 

（エ）学童保育への取り組み 

 

４．働きやすい職場つくり。  

 （ア）記録（児童票、指導計画、日誌、その他）を効率よく書くためのクラス毎のＰＣを有効

に使う。そのためのシステムつくり。 

【数値指標】 

 

利

用

者

数 

定員 120名 0歳児 1 歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 計 

児童 

入所率

100.2％ 

入所数 4/1現在 7名 23名 24名 22名 19名 19名 114名 

障がい児      1名 1名 

外国人       0名 

  年間入所延人数 127名 287名 288名 274名 228名 228名 1,432名 

特
別
保
育 

年間利用延人数 

延長保育 1,200名 

乳幼児保育 575名 

一時預かり保育（障害児） 400名 

学童保育 170名 

食物アレルギー児 50名 

職員数 

 施設長 保育士 看護師 栄養士・調理師 事務他 計 

正規職員  11名     11名 

ﾊﾟｰﾄ・ｱﾙﾊﾞｲﾄ  16名  1名 3名 3名 23名 

エルダー 1名      1名 

計 1名 27名  1名 3名 3名 35名 



春日保育園 

 

 【すべての子どもたちが、ふさわしい保育と幼児教育が受けられる環境を保障しようという】

「子ども子育て関連 3 法」が成立し「子ども・子育ての新しいしくみ」と総称され 2 年後より施

行されることになった。制度改革は時代の流れによるものだが、私たち保育に携わる者としては

人間形成の大切な時期への関わりが保育の原点として揺るぎないものと思う。しかし子どもを取

り巻く環境は変化し、若年層の妊娠、出産、離婚の増加と、激しく家庭環境が厳しい現状に心悩

ます事が多い。その現実を受け入れながら次の時代を担っていく子どもたちの育ちをどう保障し

ていくか？という課題が私たちに課せられている。それがゆえ職員の質の向上を目指し、組織の

改革や業務の効率化を目指していく。 

また、奄美は台風の「銀座通り」と言われるくらい昨年は多くの台風が接近した。弱地震も頻

発しており、防災意識を高め、地域や保護者と共に連携しながら訓練に取り組んでいかなければ

いけない。 

 

【施設理念】 

生きる力を培い、集団生活で自己発揮出来る環境づくり 

一人ひとりの違いに気づき、他者を思いやる心を育む 

 

【経営方針】 

１．保育の中で、基本的習慣を保護者と共に確立できるようにし、様々なあそびや体験をとお

して親育ちを支援していく 

２．のぞみ園の運営と移転問題を具体的にしていく 

３．一人ひとりの良さを認め主体的に生活する 

４．地域の子育て拠点となるべく職員資質向上に努める 

 

【事業・運営計画】 

１．育児支援と連携 

（ア）園内行事の参加呼びかけ、保育参観を通しての育児支援、育児講演会   

（イ）日々の連絡を密にし保護者が主体的に育児をする 

（ウ）地域の親支援、園庭解放、子育て相談の受け入れ 

 

２．地域との連携・交流 

(ア)地域・小学校・中学校、高校・法人内施設との交流の場を計画的に実践する 

 

３．食育と環境教育 

(ア)食の大切さを知らせ、実際の野菜作りの体験を通して知らせる 

①「元気な体づくりは食」の意識づくりを啓蒙していく 

②土作りと季節の野菜や花作りをする。 



（イ）保護者に給食のメニュー紹介、クッキングの実施 

 

４．保育の質を高めるための研修・実践 

(ア)研修に参加し一人ひとりを大切にした保育をする 

（イ）専門分野の研修に参加し実践していく 

(ウ)気になる子や発育発達の研修会及び園内ケース会議の充実 

(エ)様々な運動あそびを取り入れ体力づくりを行う 

 

５．統合保育の実践 

（ア）障害への理解を深める 

(イ）一人ひとりの発達を見極め、個々にあった関わりを行う 

（ウ）のぞみ園とのケースカンフャレンスを行い実践 

 

６．環境整備 

 （ア）老朽化した箇所の補修、整備 

 ①築山の整備 

 ②ベランダの活用 

 ③遊具の整備 

 

【数値指標】 

 

 

利

用

者

数 

定員 90名 0歳児 1 歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 計 

児童

入所

率

120％ 

入所数 4/1現在 6名 15名 19名 23名 19名 20名 113名 

障がい児       1   1 3名 5名 

外国人             

年間入所延人数 121名 202名 228名 276名 228名 240名 1,295名 

特別

保育 
年間利用延人数 

一時保育事業  15名 

延長保育促進事業（月平均）  6名 

職員数 

 施設長 保育士 看護師 調理 助手 事務他 計 

正規職員 1名 5名 
 

名       名  6名 

業務職員  3名     １名     名    4名 

ﾊﾟｰﾄ･ｱﾙﾊﾞｲﾄ  12名     3名 １名 １名   17名 

  計  1名 20名 名 4名 １名 1名 27名 

 



逆瀬川あゆみ保育園 

 

 園に求められている多様なニーズはあるが、乳幼児保育の質の向上とは、子どもの育ちを見通

し子ども自らが「生きていく力」を身につけていけるよう支援していくことだと感じている。そ

の事を今まで以上に意識した保育を展開していきたい。 

 また、2011年度より園の特色を意識し、一時保育利用の子どもたちと在園児との交流や園が大

きな家族のような存在であるという思いを持ち、職員全員で保育に関わってきた結果、取り組み

への土台作りはおおむね定着してきたように思う。職員ひとりひとりが、園の顔となり、地域に

根づいた信頼される保育園となるような園作りを目指したい。 

  

【施設理念】キリスト教保育 「愛によって歩みなさい」 

 

【経営方針】 

１．愛されて愛する心を知り、ひとりひとりが大切な存在であることを知る。 

２．ひとりひとりの違いに気づき、認め合い共に生活する。 

３．楽しい環境の中で主体性、創造性を育む。 

【事業・運営計画】 

１．保護者が子どもと向き合っていく意識づけを行う。 

２．4・5歳児受け入れのために、今現在の保育の安定化。また、保育の中での特色について 

  考察。 

３．一時保育の方向性 

 （ア）一時保育利用の子どもたちも、年齢や状況に応じて在園クラスでの受け入れをし、 

    年齢に応じた玩具や環境の提供を行う。 

４．保育の取り組み 

 （ア）年間を通して積極的に粗大運動に取り組み、異年齢の交流を図る。 

 （イ）子どもに寄り添い生きる力を育てることを意識した保育を行う。 

５．研修内容の共有 

 （ア）職員の学びの場の中で、研修内容を共有し職員の専門性を図る。 

 （イ）向上心を持ち、保育の中での疑問や探究心を掘り下げ言語化することを意識し、保育 

    学会へ積極的に参加していく。 

６．聖隷保育園間の連携 デイサービスとの交流 

 （ア）御殿山あゆみ保育園や野上あゆみ保育園と連携して、合同研修や運営を進めていく。 

 （イ）保育士研修交流による保育力と専門性の向上を図る。 

 （ウ）デイサービスとの交流を通してお年寄りと触れ合う機会を持つ。 

７．子育て支援の方向性 

 （ア）保護者が子どもと自ら関わっていけるような、保育環境を目指したプログラムを作成 

    したり、体験活動に取り組む。 

 



 （イ）地域参加プログラム「すくすく」「赤ちゃんプログラム」への参加・園庭開放・室内開放・ 

    育児相談の積極的な実施によって、保護者同士がつながっていけるような支援を目指す。 

 （ウ）誕生会や園行事等を通して地域の保護者と職員間の交流。 

８．保育環境の整備 

 （ア）子どもの育ちにあった玩具の充実・定期的な見直しを行う。 

９．職員研修 

 （ア）「あゆみ合同研修」年 2回 

 （イ）聖隷階層別研修 

 （ウ）外部研修（日保教 保育連盟 宝塚市 その他専門性を高めるための研修） 

 （エ）聖隷保育園間での保育士研修交流 保育監査の実施 

 （オ）職員個別の研修計画の実施 活用 

１０．食育 

 （ア）年間食育計画をもとに各年齢に応じた食育への取り組み、援助。 

 （イ）3歳児クラスを中心に栄養士と共に旬の食材について知る。 

 （ウ）生ごみリサイクルを活用した野菜作りへの取り組み。 

１１．保護者との交流 

 （ア）保育参観・保育参加・懇談会・個別相談・送迎時の会話・園だより・クラスだより・ 

    連絡ノート・掲示等を通して活動の様子を知らせる。 

 （イ）園内トラブルへの迅速丁寧な対応、最後まで徹底したフォロー 

 

【数値指標】 

 
 
 

利
用
者
数 

 

定員 45名 0 歳児 1 歳児 2 歳児 3 歳児 4 歳児 5 歳児 計 

児童 

入所 

率

100

％ 

入所数 4/1現在 8名 14名 14名 14名   50名 

障がい児   1名 1名   2名 

年間入所延人数 

134名 168名 168名 168名   630名 

特別 

保育 

補助 

事業 

年間利用延人数 

一時保育事業 1,510名 

延長保育推進事業（月平均） 6名 

子育て支援事業  240名 

障がい児保育（受け入れ）  2名 

職員数

（名） 

  施設長 保育士 看護師 調理 助手 事務他 計 

正規職員 1 11 1   1 14 

ﾊﾟｰﾄ職員  11     11  

計 1 22 1   1 25 

 



御殿山あゆみ保育園 

 

子ども子育て新システムにおいて幼保一体化が議論される中、「保育」と「教育」について考え

させられることが多くなった。子どもは本来「遊び」の中で、たくさんのことを学んでいく。   

それゆえに保育園における「教育」とは、日々の生活の中での遊びを通して、子ども一人ひとり

の成長発達に寄り添い、支援していくことではないだろうか。そう考えた時、私たち大人が個々

の成長発達を見通したうえで思いを深く読み取り、それを丁寧に保障していけるようにしていき

たい。 

また、子どもの「今」を大切に見逃すことのないよう、しっかりと意識を持ちながら子どもた

ちと向き合っていきたいと思う。 

2012年 6月・12月、宝塚の 3ヶ園でキリスト教保育の研修会を行った。今後も他園との違いを

しっかり捉え、神様の存在を身近に感じながら保育していけるよう、機会があるごとに、この研

修での学びを再認識していきたい。 

 

【施設理念】 

 キリスト教保育を理念とする  

 「あなたがたも愛によって歩みなさい」 エフェソの信徒への手紙 5-2  

【経営方針】 

１. 愛されて愛する心を知り、一人一人が大切な存在であることを知る。  

２. 一人一人の違いに気付き、お互いに認め合いながら共に過ごす。 

３. 豊かな環境の中で自己発揮し、創造性を育てる。 

 

【事業・運営計画】 

１．聖隷の理念や施設理念、保育の基本方針の確認 

 （ア）施設理念をもとに保育目標の確認をしながら職員が同じ目標に向かう。 

２．個々の成長発達を大切に考え、安心感を持って過ごせる環境づくり 

 （ア）乳児クラスは緩やかな担当制の中、一人ひとりの発達に応じた丁寧な関わりを考える。 

    また「保育士の動き」「日課」「環境設定」について職員一人ひとりが主体性をもって 

    考え、皆で見直し、子どもと、きちんと向き合っていく。 

    2 階の１歳児クラスから 1 階の 2 歳児クラスへの保育の流れを大切に考え、一年を 

    かけ職員全員で環境設定や保育の流れを検討していく。 

 （イ）乳児クラスでの一人ひとりの丁寧な関わりが、幼児クラスになって途切れることの 

    ないよう考えていく。 

 （ウ）玩具は、子どもの成長発達に合ったものを園全体で見直す。 

 （エ）キリスト教保育指針などを基に、あゆみ合同研修での学びを日々の保育に生かす。 

３．逆瀬川あゆみ保育園、野上あゆみ保育園との 3 園の連携 

 （ア）それぞれの地域性を考慮し、宝塚地区の保育園として相互の連携を取りながら、共に 

    歩む。 



４．地域の状況に応じた子育て支援を考える 

 （ア）出前児童館にも出向き、地域における子育て支援の役割、重要性を認識する。また 

    保護者の様々な思いに寄り添っていくとともに、安心して利用できるよう心掛ける。 

 （イ）子育てに関する講演会の実施 

５．児童館との連携 

 （ア）経営的にも職員においても、運営のあり方を大きく見直し考えていく。 

 （イ）お互いの役割を理解し合い、協力体制を作りながら御殿山での位置づけを行う。 

 （ウ）情報の共有化、行事の合同開催。 

６．職員研修の充実 

（ア）子どもの成長発達を見極め、保護者対応がきちんとできるよう、専門性を高めるための

外部研修、園内研修に主体的に参加する。 

（イ）宝塚地区 3 カ園の「あゆみ保育園合同研修会」「保育士交流研修」の計画実施。 

 （ウ）日々の保育の中での学びを発表する場として、宝塚地区での研修会を計画実施。 

    3 ヶ園で学びの時を持ち、保育の専門性を高める。 

 

【数値指標】 

利

用

者

数 

定員 120名 0歳児 1 歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 計 

児童

入所

率 

104％ 

入所数４/1現在 4名 22名 24名 24名 24名 24名 122名 

障がい児        1名  2名 3名 

外国人            0名 

年間入所延人数 129名 286名 288名 288名 288名 288名 1,567名 

         

特別

保育

補助

事業 

年間利用延人数 

一時保育事業 756名 

延長保育促進事業（月平均） 207名 

子育て支援事業 948名 

障がい児保育 3名 

その他     

職員数 

  施設長 保育士 看護師 調理 助手 
事務

他 
計 

正規職員 1名 18名 1名     1名 21名 

ﾊﾟｰﾄ･ｱﾙﾊﾞｲﾄ   17名      17名 

計 1名 35名 1名   1名 38名 

 



御殿山児童館 

 

御殿山児童館は、次世代を担う子どもたちの健全育成の推進を目的とする。地域に信頼される

児童館であり続けるために、2013年度も『地域子育て支援拠点ひろば型』事業として、子育て親

子の交流を促進する場や機会の提供、相談・援助の実施や情報の提供、子育て講習の実施等、乳

幼児親子への子育て支援の拡充に努める。また、小学生児童や中高生の余暇の居場所づくりの充

実に加え、地域の実情と時代の風潮に合わせ、併設の保育園と連携をとりながら事業の展開を 

図っていきたい。 

【施設理念】 地域と関わりながら、ひとりひとりの居場所となる児童館を目指す。 

【経営方針】 

１．子どもや子育てに関わる大人からのニーズに応えられるような環境づくり、活動を考え、

あそび心を持ってそれらに取り組む。 

２．個々の関わりや、集団での関わりを通して、感性を豊かにする活動を実施するとともに、

子どもや子育てに関わる大人からの発信、発想を受け入れられる体制作りを行う。 

３．地域や諸機関との連携を図りながら、それらのコーディネーター的役割を担う。 

【事業・運営計画】 

１．事業実施計画 

（ア）児童館施設の自主活動的利用と利用児童の把握 

・日常的な児童館施設の開放と自由に安心して遊べる環境を提供する。 

（イ）乳幼児親子支援活動 

・発達年齢に応じた遊びや仲間作り活動を提供し、「子育ち」・「親育ち」を支援する。 

（ウ）小学生集団あそび支援活動 

    ・運動遊びや自然体験活動・創作活動や視聴覚活動を通して、仲間作りを支援する。 

（エ）中高生居場所づくり推進事業 

・自由に集える場の確保と多様な人とふれあう体験を通じて、「心の自立」を支援する。 

（オ）地域組織活動の育成及び関係機関との連携事業 

    ・子育て支援の拠点として、家庭や学校、コミュニティーや諸機関と連携・協力を図る。 

（カ）出前児童館事業 

    ・児童館の事業と機能を地域に出向いて実施し、環境の整備と居場所作りを支援する。 

２．運営管理体制の充実 

（ア）児童館運営委員会の実施 

・適正な運営を展開・維持するため、運営委員会で広く意見を求める。 

 （イ）利用者のニーズや満足度の把握と苦情対応 

    ・利用者の声を聴き、ニーズに即したサービスの提供や質の向上を目指す。 

（ウ）職員の資質向上 

    ・児童館運営に関する共通の認識を持ち、コミュニケーションを活発に行う。 

・コーディネーター機能の強化のため、職員研修を行う。 

【数値指標】 延利用者予定数 29,000人   出前児童館の予定回数 130回 

       正職員 1名（保育園と兼務） ゾーン正職員 1名 パート職員 7名  合計 9名 



野上あゆみ保育園 

 

 子ども子育て新システム関連法案が国会に上程され総合子ども園法は取り去られたが認定子ど

も園を充実させる方向となった。そのような社会情勢の動きの中で保育園の役割やニーズも変化

してきていると感じる。「幼児教育」または「乳児期の教育」についてますます関心が高まりつつ

ある。保育所をめぐる仕組みの中に「学校教育」という言葉も入ろうとしており「乳幼児期の教

育」という言葉に向き合わなければならなくなっていると感じる。 

様々な状況の中、保護者の育児能力の低下や強くなる育児不安を一つずつ丁寧にときほぐすた

め、要望や意向をしっかりと把握し、それと同時に養護と教育を一体的に提供する保育について

の情報発信をすることを事業の柱に据えながら保護者との相互理解を図っていきたいと考える。 

しかし、いかなる状況の下でも「子どもの最善の利益」を大切にして保育を行っていくことは 2013

年度も強い信念をもっていきたいと考える。 

 

【施設理念】 

「あなたがたも愛によってあゆみなさい」 －エフェソ 5-2－ 

【経営方針】 

１．私たちが神様に愛されて生かされるように、子どもたちに愛をもって接し、愛をもって 

  子どもたちの心と身体を守る。 

２．職員と保護者が、良い関わりを持ち、子どもたちの成長を共に喜び合う。 

３．地域の中でたくさんの人が集い、交わることのできる保育園とする。 

【事業・運営計画】 

１．保育の質の向上の為のとりくみ 

（ア） キリスト教保育を根底とした保育方針の理解を徹底し、具体的に保育での実践を考え、

その上での職員一人一人のやりたいことの発信、共有、実現しやすい環境を整える。 

（イ） 異年齢児・高齢者など多様な人々との交流をとおして子どもの視野を広げ多様性を認

め、コミュニケーション能力を高めノーマライゼーションの土台を作る。 

（ウ） 日々保護者からの要望やニーズに耳を傾け、理解した上で園での子どもたちへの思い

をしっかり情報発信し、相互理解を深め共に子どもの「最善の利益」をめざす。 

（エ） 食育の年間計画にそった取り組みを行うとともにクッキング以外のところの食育も職

員と共に、栄養士の協力を得ながら行っていく。又、日々のメニューについても職員の

意識する場を作っていく。 

（オ） 保育士が自己評価をもとに日々の保育を振り返りながらそれぞれの課題を明確にし、目

標参画システムに落とし込み、振り返り、評価を行っていく。 

２．施設の防災力の強化 

（ア） 防災力強化のために、マニュアル・訓練等の見直しと共に地域の災害拠点としての環

境も視野に入れ、考える。 

 

 



３．地域連携よる面的 

(ア) 児童館との連携 

① お互いの内容や役割を理解し、共有しながら地域に根ざした活動実践に取り組む。 

② 在宅育児家庭の支援を児童館職員と保育士が協力し合い取り組む（情報の共有化・

合同プログラムの実施）。 

(イ) 市内聖隷保育園 3か園との連携 

① 宝塚地区のよき働き手となるよう研鑽する。保育士交流研修・行事などの情報交換、

地域制の共有化。 

(ウ) 地区聖隷施設との連携 

① 月 1回の会議の中での情報交換共有、子どもたちと高齢者との交流。 

４．「ひとづくり」への取り組み 

（ア）全ての職員が専門性を高めるための研修に積極的に参加する。また自己評価を行う。 

①全国規模研修：乳児保育担当者研修・障がい児保育担当者研修・子育て支援研修。 

②聖隷保育園研修：聖隷保育学会・聖隷本部企画の研修・あゆみ合同研修（2回 ）。 

③3 園保育士交流。また、逆瀬川あゆみ保育園との 4 歳児合流に見通しをもった計画的

交流。 

④園内研修：テーマを決めて年間を通して研究しその取り組みを評価する場を設ける。 

⑤その他：歳児別保育研修・キリスト教保育指針による人権研修など。ＯJＴの定期的 

 実施。 

 

【数値指標】 

利

用

者

数 

定員 90名 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計 

児童 

入所 

率

116％ 

4/1現在 7名 13名 15名 15名 26名 25名 101名 

障がい児      1名 1名 

年間入所延人数 104名 175名 180名 180名 312名 300名 1,251名 

特 

別 

保 

育 

年間利用 

延人数 

一時保育事業 1,313名 

延長保育事業（月平均） 10名 

障がい児保育 12名 

子育て支援事業 240名 

職員数 

 施設長 保育士 看護師 調理 助手 事務 計 

正規職員 1名 12名 １名   1名 15名 

ﾊﾟｰﾄ･ｱﾙﾊﾞｲﾄ  9名     9名 

計 1名 21名 1名   1名 24名 

 



野上児童館 

 

  宝塚市に第１館目の児童館が２０００年に整備された後、今では市の全てのブロックに、地

域児童館ができ、大型児童センターを含め児童館同士のつながりが深まりつつある。２０１１年

には、国が「児童館ガイドライン」を策定、その翌年、市が定めた「宝塚市児童館運営指針」等

により、今、児童館は、改めて基本的事項の共通認識を持ちながら、子どもや、子育て中の親に

とって、居場所となるよう工夫を凝らした運営が必要となっている。少子化が進み、いじめ、児

童虐待等、子どもを取りまく状況が大きく変わってきている中で、かけがえのない存在としての

一人ひとりの子どもが、そして親が、地域の中で豊かに育まれていくよう願っている。 

  

【施設理念】 地域の中で信頼され、愛される児童館を目指す。 

【経営方針】 

１．来館者と職員が関わる中で、互いの信頼を築き、遊びの楽しさ、おもしろさを感じて 

  もらいながら、いつでも気軽に相談ができるようなあたたかい雰囲気作りに努める。 

２．地域のもつ二ーズを把握し、それに合ったプログラムを企画推進する。そして、子どもや、 

  子育て不安を抱える保護者の心安らぐ児童館、地域の子育て支援の拠点を目指す。 

３．関連する地域の諸機関との協力、連携により、子どもをとりまく様々な課題解決を図る 

  ためにコミュニティーワークを進める。 

【事業・運営計画】 

１．サービスの質の向上 

 （ア）食育、自然体験、中高生向けのプログラム等、様々な活動を企画する。 

 （イ）児童館内で昼食を摂り、ゆったりと過ごすことができるようランチタイムを設定する。  

 （ウ）保育園との連携により地域の乳幼児を持つ保護者のためのプログラムを充実させる。 

 （エ）おもちゃやゲーム・書籍等、利用者が興味を持って遊べるように環境を整備する。 

 （オ）子育てに役立つ地域の資源情報をまとめ、いつでも利用者に提供できるようにする。 

 （カ）職員以外の幅広い年齢層の大人と触れあう機会を増やすため、地域の中で技能を 

    持った人（囲碁、将棋・手品・卓球など）にボランティアとして関わってもらう。 

２．地域との連帯の強化 

 （ア）小学校、中学校、自治会、まちづくり協議会などとの関わりを深め、協力体制をとり 

    地域の子育て力をアップさせる。 

 （イ）出前児童館事業は、場所、時間帯を再考し、さらに地域の協力を得ながら、ニーズに 

    見合った実施を進め定着させる。 

 （ウ）地域での子育てイベントへ、出前児童館として参加することで、遊びを提供し、 

    地域との協力や参画を得る。 

３．職員の資質向上 

 （ア）宝塚市児童館交流研修等にはパート職員も含め参加する。 

 （イ）子育て支援研修などより専門性を高めるための研修へ参加する。 

【数値指標】  正規職員 1名 ひろば型 2名 出前児童館 1名 



介護老人福祉施設 奄美佳南園 

 

2012年は、例年になくデイサービスの運営を中止する等、台風被害に悩まされる年となった。 

その中で、配食サービスやヘルパーの派遣等、献身的に実施してきたのは、地域高齢者の方々

が安心して生活ができるようにとの職員の思いからである。 

2013 年からは、重度化する施設の介護において、医行為である吸引・経管栄養の注入等が介

護職員の業務となり、これまでの介護業務に加え、知識・技術面においての更に高度なものを

要求され、看取り介護においても「終生施設」として、これからの特養の在り方も大きく変化

させて行くことが必要とになる。2014年 40周年を迎える奄美佳南園として、地域との連携を更

に深め、奄美における高齢者福祉の草分けとなる施設としての運営が目指していきたい。 

 

【施設理念】 

「夕暮れになっても光がある」 

～ 高齢者と職員が共に生きる中で、高齢者の余生は夕映えの美しさを発揮する ～ 

 

【経営方針】 

１．利用者の生きがいのある日常生活を支援する個別ケアの充実とサービスの質の向上を図る。 

２．安定した経営基盤を構築する。 

３．職場・職種や他施設、地域との連携を強化する。 

４．職員一人ひとりが自らの役割を認識し、責任を果せる職員教育に取組む。 

 

【事業・運営計画】 

１．利用者の尊厳を守る  

 （ア）看取り介護を始め重度高齢者に対する知識・技術を深め、終生施設としての特養の 

    在り方を模索し実践していく。 

 （イ）利用者（ご家族）満足度調査の実施と評価を行い、利用者が求めるケアの実現を図る。 

 （ウ）奄美の伝統である島言葉による接遇（方言による丁寧語のマスター）の実践 

 

２．利用者が安心で安全な生活を送れるケアの実践  

 （ア）個別ケアプランを確実に実施し、評価する。 

 （イ）看・介護の連携により、医療行為の多い利用者が安全で安楽な生活できるケアの実践。 

 （ウ）リスク管理を行い、事故の発生率を低減する 

 

３．奄美における事業拡大と安定した運営基盤を構築する  

 （ア）奄美地区における聖隷の各事業所との連携強化を行い、管理体制の統一を図る。 

 （イ）事業拡大に向け、関係機関と協議を行ない、新規事業を模索し計画を立案する。 

 （ウ）春日デイと佳南園デイの機能分担をし、重度利用者の受入れを積極的に行う。 

 （エ）奄美地区における人事・給与体制の構築を図る。 



４．地域との連携を強化する  

 （ア）各職場でエコ対策を行い実践するとともに、福祉避難所としての災害時にも対応できる 

    エネルギー対策を検討する。 

 （イ）地域行事への参加とボランティア受入体制の充実を図り、地域との交流を活性化する。 

 （ウ）伝統である「結の精神」を大切にし、地域コミュニティ・民生委員との連携を強化する。 

 

５．次世代を担う自立した職員の育成  

 （ア）職員個々の介護技術等をチェックするとともに、個々の役割を理解し、職員同士が 

    お互いを認め合い、高め成長できる職場風土を作る。 

 （イ）職員満足度調査を実施、評価し人材育成、キャリアアップに繋げる。 

 （ウ）奄美での研修体系の構築、各階層別研修を実施する。 

 （エ）行政機関、県老施協大島支部との連携により、奄美の福祉人材の育成を図る。 

 

【数値指標】 

 
特養入所 短期入所 

通所介護（佳南園） 配食サービ

ス 一般 （介護予防） 

利 用 者 定 員 80 10 25  

利 用 者 延 べ 数 28,105                 4,380 6,753 1,024 23,725 

一 日平 均利用 者数 77.00 12.00 18.50 2.81 65.00 

稼 働 率 （ ％ ） 96.25        120.00 70.01 11.22  

稼 動日 数（延 べ） 365 365 365 365 

単価（1 人 1 日当り） 12,648 10,588 10,945 6,230 650 

総 収 入 （ 千 円 ） 355,472 46,374 73,911 6,380 15,421 

職員数（常勤換算） 64.7 16.8 3.5 

 
在宅介護 

支援 

ケアプランセンター ヘルパーステーション 

一般 （介護予防） 一般 （障害） 

利 用 者 定 員      

利 用 者 延 べ 数  838 354 9,222 2,263 

一 日平 均利用 者数    26.31 7.23 

稼 働 率 （ ％ ）      

稼 動日 数（延 べ） 365 250 250 365 365 

単価（1 人 1 日当り）  17,982 3,201 3,261 1,694 

総 収 入 （ 千 円 ） 5,355 15,069 1,133 31,179 3,834 

職員数（常勤換算） 3.3 4.3 9.0 

 訪問入浴 通所介護小規模（春日） 

一般 （障害） 一般 （介護予防） 

利 用 者 定 員   15 

利 用 者 延 べ 数 626 338 1,450 626 

一 日平 均利用 者数 2.00 1.08 4.63 2.00 

稼 働 率 （ ％ ）   30.88  

稼 動日 数（延 べ） 313 313 313 

単価（1 人 1 日当り） 14,517 12,426 12,667 14,517 

総 収 入 （ 千 円 ） 9,088 4,200 18,367 9,088 

職員数（常勤換算） 2.8 7.2 

 



介護老人福祉施設 宝塚栄光園 

 

2012年度は、介護報酬改定の影響による厳しい経営状況の中で、短期入所ベッド 5床増床に取

り組み、地域のニーズに応えることができた。また、当園にとっては、中期事業目標の最終年度

であり、ここまで取り組んできた“個別ケアの推進”と“担い手の育成”を今後もさらに進め、

地域に貢献できるケアサービスの実践に努めていきたい。 

2013 年度は、新たな中期事業計画の初年度として、「幸せの実現」をキーワードに、特に「地

域包括ケア」を念頭において、従来型の特別養護老人ホームが「医療と介護の連携ケア」、「認知

症への専門的なケア」「緊急時の積極的な短期入居受入」という従来のサービスの維持に留まらず、

新たな取り組みとして、地域密着型サービスへの積極的な事業展開と、要介護者の在宅生活への

復帰、継続支援に取り組みたい。 

昨年度より当園は、サービスの質をより高める視点として、「パーソンセンタードケア」の理念

を、あらゆる機会を通じて職員一人ひとりに根付かせてきたが、それがさらに一人ひとりに活か

され、評価されるように“宝塚市で最初に開設された施設というブランド”とともに、それを戦

略的人材マネジメントの核として位置づけ、理念実現に取り組みたい。 

いよいよ「宝塚弥生計画(仮称)」の具体的な事業展開のスタート年度を迎えるが、それが、宝

塚市民が聖隷に求めるヒューマンサービスの新たな価値として認識されるように、当園も特に担

い手の育成と、「計画」を核とした地域ニーズの実現に積極的に取り組んでいきたい。 

 

 

【施設理念】『自分にしてもらいたいと望むとおり、人にもそのようにしなさい。』 

“利用者の幸せと職員の幸せがともに実現できる施設を目指す。” 

 

 

【事業・運営計画】 

１．利用者の幸せを実現できるケアサービスを提供する。 

 （ア）パーソンセンタードケアの理念に沿って、個別ケアを徹底する。 

 （イ）職員のアセスメント能力を高め、質の高いケアマネジメントを実践する。 

 （ウ）医療との連携を強化し、ターミナル期のケア、たん吸引、経管栄養ケアを全職員が 

    適切に実践できる。 

 （エ） 認知症専門ケア加算算定により認知症利用者対応体制を強化する。 

 （オ）栄養ケアマネジメントの確実な実施により「最後のワンスプーンまで口から」を実践 

    する。 

 

 

 

 

 



２．職員の幸せを実現できる事業所になる。 

  自分の役割を果たせる人材（財）を育成し、適切に評価できる仕組みを構築し定着させる。 

 （ア）厚生労働省の職業能力評価基準を積極的に活用し、働き甲斐のある職場づくりを進める。 

 （イ）効果的なキャリアパスの活用によって、現場各専門職員のキャリアアップを多面的に 

    積極的に支援し評価する。 

 （ウ）ノーリフティングポリシーを取り入れ、働きやすい職場づくりを進める。 

 （エ）安定した運営・経営体制づくりのため、４S活動に積極的に取り組む。 

 

３．地域の幸せに貢献する事業所になる。 

宝塚西地区における安心・安全・安楽な施設として重度要介護者、認知症要介護者、被虐待

高齢者に対応する施設運営体制を維持発展させる。 

 （ア）相談員のマネジメント能力を高め、地域のあらゆるニーズに確実に対応するために、 

    相談員の相談援助調整機能をさらに強化し、地域や園内各職場において積極的に実践 

    する。 

 （イ） 社会貢献活動として自治会活動への参加や認知症サポーターを含むボランティア活動 

     受入体制強化を通じて、宝塚栄光園を知り、地域を知る機会作りに積極的に取り組む。 

  （ウ）福祉施設 BCPの策定を進め、福祉避難所として期待される役割を確実に担う。  

 （エ）地域密着型サービスとしてより価値のある認知症対応通所介護となるよう職員の専門 

    スキルと、マネジメントスキルを高める。 

 （オ）地域の社会資源として、今後も長く地域で活用されるように、計画的で効果的な設備 

    更新を行う。 

 

【数値指標】※特養・短期とも従来型のみ。 

 

 特養入所 短期入所 
認知症対応型

通所介護 

合計 

利 用 者 定 員 70名 15名 12名  

利 用 者 延 べ 数 24,834名 4,928名 1,432名  

一日平均利用者数 68.0名 13.5名 4.6名  

稼 働 率 ( ％ ) 97.2％ 90.0％ 38.3％  

稼 働 日 数 ( 延 べ ) 365日 365日 311日  

単価(一人一日当り) 11,939円 12,494円 12,414円  

総 収 入 ( 千 円 ) 296,497千円 61,572千円 17,777千円  

職員数 (常勤換算 ) 42.33人 7.62人 3.50人  



介護老人福祉施設  横須賀愛光園 

 

2012 年度は、サービス提供面においては、ユニット型個室の 20 床増築工事が始まるとともに、

地域包括ケアの取り組みでは、横須賀市の平成 25 年度補助事業として定期巡回・随時対応型訪問

介護看護の事業採択を受けるなど、施設サービス機能強化に取り組んできた。安全・安心な施設づ

くりにおいては、隣接する在宅部門との連携が図れるよう、共通マニュアルづくりや施設立地特有

の土砂災害を含めた災害対応の強化に取り組んでいる。また、設備老朽化や故障に伴う更新は、緊

急性の高いものから順次行うことができた。一方で、職員の資格取得や事故・感染・苦情などのリ

スク対応については、職員個々の対応が中心で、施設全体の取り組みとなりきらなかったことは課

題となっている。 

これらを受け、2013年度はより一層のサービス提供機能強化と地域ネットワークを含む、安全・

安心な施設づくりの更なる強化を目指すこととする。 

サービス提供機能強化については、各職種の専門性を向上させるとともに有機的な連携協働とな

るよう、人財育成を最重要課題とした取り組みを展開する。その中でも、資格取得のための環境づ

くりや、予防的リスク対応と発生要因分析の強化は喫緊の課題として徹底していく。 

安全・安心な施設づくりについては、地域包括支援センターを中心に、地域ネットワークの構築

に向けた活動を充実させる。また、入所施設機能と在宅サービス機能の連携強化と併せ、地域の他

事業所やインフォーマルサービスとも連携し、隙間のないサービスを提供したい。その他、施設設

備・備品は、安全・安心・快適の優先順位で計画的に整備していく。 

施設規模の拡大や新たなサービスの開始など、今まで以上に多くの結果を求められる年となるが、

全職員が課題の一つひとつに対し誠実に向き合い、前向きに取り組みができるようにしていきたい。 

 

【施設理念】 『安心して、明るく楽しく生きる』 

 

【経営方針】 

１．専門性の高い人財育成と活力のある職場風土を醸成する。 

２．利用者ニーズを把握し、それを実現できるように努める。 

３．安全で安心できるサービス提供に努める。 

４．地域との結びつきを大切にする。  

 

【事業・運営計画】 

１．良質なサービス提供のための人財育成と組織づくりを行う 

 （ア）「聖隷理念」「施設理念」の浸透と、「事業計画」の理解の促進を図る。 

 （イ）風通しが良く、働きやすい職場風土を醸成する。 

 （ウ）個々の役割認識と実行力を高めるとともに、常に多職種連携協働を意識した業務を行う。 

 （エ）専門性向上のための積極的な研修参加と自発的な学習を推奨する。 

２．安全・安心なサービスを提供する 

 （ア）ケアマネジメント力を向上させ、的確にニーズを捉えた個別援助を行う。 



 （イ）利用者を含む家庭介護状況に応じた、迅速で丁寧な対応を図る。 

 （ウ）科学的根拠に基づいたサービス提供を行う。 

 （エ）地震・風水害・土砂災害など、施設立地の特性に応じた防災対策を講じる。 

 （オ）事故・苦情・感染対策などの発生要因を的確に捉え、迅速且つ適切な対応を図る。 

 

３．安定した経営を行う 

 （ア）健康管理・事故予防の徹底と、新規入居の速やかな受け入れにより空床期間を低減する。 

 （イ）コスト意識を高め、業務効率向上とメリハリのある経費節減に努める。 

 （ウ）利用者満足度を向上させ、利用率向上を図る。 

 （エ）計画的に設備・備品の更新を図る。 

 

４．地域ネットワークの一員として活動する 

 （ア）地域の社会活動への積極的な参加や、継続性のある地域美化・エコロジー活動を行う。 

 （イ）ボランティア・実習生などに対し、社会活動実践の場を積極的に提供する。 

 

 

【数値指標】 

 特養入所 
短期入所 

従来型 ユニット型 

利用者定員 64名 40名 16名 

利用者延べ数 22,440名 12,615名 4,948名 

一日平均利用者数 61.5名 33.3名 13.6名 

稼働率（％） 96.0％ 84.7％ 

稼動日数（延べ） 365日 365日 

単価（1人1日当り） 11,285円 13,324円 11,640円 

総収入 421,304千円 57,298千円 

職員数（常勤換算） 61.4名 8.8名 

 通所介護 地域包括 

支援センター 
配食サービス 合計 

一般 介護予防 

利用者定員 30名 10名 ― ― ― 

利用者延べ数 5,836名 1,523名 ― 3,015名 ― 

一日平均利用者数 22.8名 6.0名 ― 15.0名 ― 

稼働率（％） 76.0％ 60.0％ ― ― ― 

稼動日数（延べ） 256日 ― 201日 ― 

単価（1人1日当り） 9,615円 3,722円 ― 550円 ― 

総収入(千円） 56,121千円 28,532千円 (1,658千円) 564,913千円 

職員数（常勤換算） 9.0名 2.0名 4.2名 ―  

 



介護老人福祉施設 森町愛光園 

 

第 5期介護保険計画の 1年目である 2012年度において、事業団中期事業目標・事業戦略に沿っ

てサテライト特養（ユニット型 29床）並びに愛光園本体の増床（従来型 10床増床）を開所した。

これらの事業を今後も安定的に経営し、利用者にとって付加価値の高いサービスを提供していく

とともに、今後は高齢者に限らず多様な福祉ニーズに応えていけるよう事業を発展させていかな

ければならない。しかし福祉ニーズの増大に伴って競合他事業者も増加する一方で、福祉・介護

人材の獲得は年々困難になってきているため、本部・施設間連携を強化して採用競争力を高める

とともに、地域での人材掘り起しや既存施設での人材育成力の強化が急務である。 

2013年度はこうした背景を念頭に置き、かつ中期事業目標・事業計画の中間評価に向けて「福

祉人材を育成できる施設、人材を活用して利用者に真に必要なサービスを提案・提供できる施設」

を目指して事業を進めていく。そしてこれからも「私達のサービスを必要として下さる方々の暮

らしを 24時間 365日支えることができるサービス提供体制の充実」を目指して邁進したい。 

 

【施設理念】 

 わたしたちは、ご利用者・地域・職員の「幸せ」のために最善を尽くします 

【経営方針】 

１．わたしたちは、利用者の尊厳を守ることを第一とし、一人ひとりのＱＯＬの向上をめざし、

誠実かつ献身的に仕えます 

２．わたしたちは、福祉・介護サービスを通して、地域の人々が安心して住み続けられる社会づ

くりに貢献します 

３．わたしたちは、質の高いサービス提供に必要な人材の確保と育成に努め、「安心と効率の追求」

と「働きやすくやりがいのある職場環境」の両立を実現します 

４．わたしたちは、これらのことに継続的に取り組み、創造性・持続性・実現可能性を高めてい

くことができる組織づくりを目指します 

【事業・運営計画】 

１．利用者の望む生活が送れるよう、利用者視点で付加価値の高いサービスを提供する 

 （ア）全事業においてケアプラン管理プロセスの徹底を促進し、利用者個々の状態や生活 

    ペースを重視した「その人らしさ」のあるサービスを提供する。 

 （イ）介護リスクの分析・管理・活用方法を見直して利用者の受診・入院のリスクを減少させ、 

    安定した生活が継続できるように努める。 

 （ウ）居宅サービス提供体制を強化し、緊急ニードに速やかに対応できる体制を整える。 

２．職員の安定的な確保と育成ができ、やりがいと魅力のある職場づくりを推進する 

 （ア）介護福祉士資格未取得者（日本人、ＥＰＡ）に対する資格取得支援を更に充実させる。 

 （イ）地元の学校に対する求人活動の強化や、リクルーター派遣ほか法人本部との連携に 

    より、福祉人材の獲得に努める。 

 （ウ） 職員一人一人の個性や気付きを共有でき、問題解決や課題達成において職員が 

     自律的に「自分らしさ」を発揮できる職場風土を醸成する。 

 



３．根拠に基づく経営の徹底と、職員が積極的に参画できる経営を目指す 

 （ア）事業計画予算実績管理と経営分析の対象範囲を職場会議・リーダー会議まで拡大し、 

        経営への関心と理解をより広めていく。 

 （イ）人員配置その他、関連法令への適合性を全職場において常に把握するなど、コンプ 

    ライアンス経営の強化を促進する。 

 （ウ）営業活動を強化してリピーターが利用しやすくなるよう居宅支援事業所への情報提供の 

    在り方を改善するとともに、新規利用者へのサービス提供開始までのタイムラグを 

    縮小する。 

４．地域活動の重点を福祉教育・災害対策・環境活動に置き、これらに積極的に参画する 

 （ア）福祉人材の発掘と育成のために、高校・中学からの福祉教育等の受入枠を拡大し、 

    また出張授業・講師派遣等の提案をする。 

 （イ）森町との「災害時要援護者福祉避難所協定」に沿って災害時の要援護者受入体制の 

    整備を継続するとともに、地域防災活動への参加を通じて防災連携を強化する。 

 （ウ）町内の環境整備活動に参加し、地域と施設の共働関係を醸成する。 

５．地域で真に必要とされるサービスを模索し、新規事業を具体化してゆく 

 （ア）地域との交流全般を通じて、潜在的・将来的な各種ニードに関する情報を収集する。 

 （イ）地域包括支援センター等と連携し、制度外の福祉・介護需要の情報を収集する。 

 （ウ）新規事業の実施計画を検討し、2013年度もしくは 2014年度での開始を目標に立案する。 

【数値指標】 

 
特養 ｻﾃﾗｲﾄ特養 短期入所 通所介護 

従来型 ユニット型 ユニット型 従来型 居宅 予防 

利用者定員 60名 20名 29名 12名 35名 

利用者延べ数 21,463名 7,099名 10,292名 5,074名 7,320名 986名 

１日平均利用者数 58.8名 19.4名 28.2名 13.9名 23.8名 3.2名 

稼動率 98.00％ 97.25％ 97.23％ 115.83％ 77.05％ 

稼動日数（延べ） 365日 365日 365日 308日 

単価（一人一日当り） 11,217円 12,899円 12,278円 10,534円 10,365円 6,346円 

総収入(千円) 360,279千円 137,910千円 55,890千円 86,379千円 

職員数（常勤換算） 39.42名 11.50名 19.22名 6.32名 13.94名 

 
在宅介護 

支援ｾﾝﾀｰ 

居宅介護支援 訪問介護 
配食 合計 

居宅 予防 居宅 予防 

利用者定員        

利用者延べ数  1,632名 96 名 4,658名 359名 768名  

１日平均利用者数    13.0名 1.0名 3.0名  

稼動指数  35.2件 2.1件 69.9件 5.4件   

稼動日数（延べ）   359日 256日  

単価（一人一日当り）  14,881円 3,920円 3,885円 2,495円 600円  

総収入(千円)  26,381千円 19,824千円 460千円 687,123千円 

職員数（常勤換算） 0.10名 3.86名 5.55名 0.10名 100.01名 



 

介護老人福祉施設 いなさ愛光園 

 

2013年度いなさ愛光園は、引佐町北部の中山間地域にあることから、公益性の高い機能を地域

と協働して住民の安心安全に引続き寄与していきたい。周辺地域は三遠南信自動車道の一部開通、

新東名高速道路の浜松いなさ IC が開通する一方、2012 年 4 月からは幼稚園及び小中学校が統廃

合された。引佐町の高齢者人口は約 3,900人、高齢化率は 28％で浜松市全域の高齢化率よりも高

い状況である。これからもご利用者様に安心してサービスを提供できるように、サービスの質の

向上に努め、地域ニーズにあったサービスの開拓や提供エリアの検討をする。 

2012 年 10 月より特別養護老人ホームの一部ユニット化改修工事を開始し、2013 年 3 月からは

40 床のユニットと 30 床の従来型の特別養護老人ホームとしてリニューアルをする。ユニットの

ハードを活用し、施設理念である一人ひとりの利用者・家族の思いに応えられるケアを実践する。

いなさ愛光園は開設してから 16年が経過していることから、環境に配慮し計画的に修繕や設備更

新を進めていく。 

      

【施設理念】 

利用者の尊厳保持を援助の基本に据え、一人ひとりの利用者・家族の思いに応えられるケアを

実践する 

 

【経営方針】 

１．充実した個別援助を提供するため、いなさ愛光園全体が濃密な連携を図る 

２．地域において信頼されるサービスを提供するため、職員資質の向上に努める 

 

【事業・運営計画】 

１．ご利用者の安全と充実した個別援助を提供するため、質の高いサービスを提供する 

 (ア)パーソンセンタードケアの視点を大切にし、認知症ケアの充実を目指す 

 (イ)利用者の現存(残存)機能を活かし、アクティビティの強化を行う 

(ウ)サービス担当者会議を充実し、各職種・機関との連携を強化する 

 (エ)施設を「終の棲家」としてとらえ、施設内のターミナルケアを充実させる 

 (オ)最期まで住み慣れた家での生活ができるように、在宅サービス利用者を支援する 

(カ)リスクマネジメントにおいては、転倒・転落事故防止を重点的取り組む 

 

２．人材育成を推進する 

 (ア)目標参画システムを円滑に運用し、職員が目的を持って知識・技術を向上させる 

 (イ)職場の活性化を図り、OJTを通じ実践力を向上させる 

 (ウ)介護福祉士・介護支援専門員等の専門資格取得のための支援を行う 

 (エ)ユニットケアリーダー研修、認知症介護実践者研修等へ計画的に参加する 

(オ)働く職員のための働きやすい環境作りと心身の健康作りに努める 

 



 

３．業務改善と安定した施設運営をする 

 (ア)各職場長が予算管理の意識を持ち、稼働率・職場目標を達成する 

 (イ)委員会、会議体の目的を明確化し、組織を活性化する 

 (ウ)建物及び設備更新を計画的に推進し、多大な出費を出来る限り抑制する 

 (エ)環境に配慮したコスト削減を継続的に実施する  

 (オ)施設記録システムを導入する 

 

４．地域交流を大切にし、地域に貢献する施設になる 

 (ア)地域包括支援センター細江と連携して、地域の互助のシステム作りを推進する 

 (イ)社会福祉法人の使命として、配食サービス、家族介護者教室、元気はつらつ教室等、介護 

   保険制度外サービスについても積極的に取り組む 

 (ウ)福祉避難所としての使命が果たすため、引佐町北部地域の自治会との連携を強化する 

 (エ)実効性のある防災訓練を実施し、防災体制のマニュアルの見直しをする 

 

５．事業継続ができるように経営推進をする 

 (ア)2014年 3月に一部ユニット型特別養護老人ホーム施設廃止に伴う準備を進めていく 

 (イ)加算算定要件に該当する研修に参加するなど新規加算算定に向けた準備をする 

 (ウ)在宅系サービスを引佐町井伊谷地区で展開し、サービス提供範囲を拡大する 

 

 

【数値指標】 

  

特養入所 短期入所 通所介護 

従来型 ユニット型 ユニット型 一般型 
認知症 

対応型 

利用者定員 30名 40名 20名 35名 10名 

利用者延べ人数 10,731名 14,600名 7,300名 7,725名 2,379名 

一日平均利用者数 29.0名 40.0名 20.0名 25.0名 7.7名 

稼 動 率 96.7％ 100.0％ 100.0％ 71.4％ 77.0％ 

稼動日数（延べ） 365日 365日 365日 309日 309日 

単価（一人一日当り） 12,491円 13,082円 9,600円 13,260円 

総 収 入 340,946千円 101,061千円 77,190千円 33,938千円 

職員数（常勤換算） 43.4名 14.9名 14.5名 7.5名 

  グループホーム 
ヘルパー 

ステーション 

ケアプラン 

センター 

在宅介護 

支援センター 
配食サービス 

利用者定員 9名 － － － － 

利用者延べ人数 3249名 4,332名 1,716名 － 2,940名 

一日平均利用者数 8.9名 12.0名 － － 10.0名 

稼 動 率 99.0％ － － － － 

稼動日数（延べ） 365日 361日 365日 365日 294日 

単価（一人一日当り） 13,243円 5,102円 14,217円 － 752円 

総 収 入 46,456千円 23,329千円 26,666千円 1,885千円 

職員数（常勤換算） 8.0名 6.1名 4.0名 － 
 



介護老人福祉施設 花屋敷栄光園 

 

2013年度は宝塚せいれいの里の建築が進む中、開設時には多くの職員に力を発揮して貰う必要

がある。花屋敷栄光園からも期待に応えられる職員を輩出して行く。その為にも、花屋敷栄光園

の体制をしっかりと構築しなければならない。2012 年度より始まったオールユニット化と共に、

入居者の個々の生活スタイルに合わせた生活支援への取り組みは、2013年度も変わらぬテーマと

して取り組んで行く。職員体制の変更、パート職員の活用方法等々、運営面での取り組みも弥生

計画に活かしていきたい。 

個々の生活スタイルに合わせた生活支援の為には、「日常生活の場」となる入居施設、「非日常

の楽しさ」を提供するデイサービス共に、入居者・利用者が「いま何を望んでいるのか」「いまど

のような支援が必要か」を、入居者・利用者の立場で見る・聞く・考える事を怠ってはならない。

環境面では居室やユニット毎の個別性を重視し、デイサービスは利用希望者増加に応じてサービ

スを展開する。 

入居者・利用者が地域社会の一員として生活するために、地域社会との交流や地域住民の参加

を積極的に受け入れながら、地域社会における高齢者福祉サービスの拠点として地域福祉の向上

に役立ち、地域住民の期待に応えられる施設運営を行う。そして地域から福祉の人材を育てる為

にも、小中学生を対象とした福祉教育、ボランティア導入にも力を入れる。 

 

【施設理念】 ｢互いに愛しあいなさい｣ 

聖隷福祉事業団定款第 1条にあるキリスト教精神に則り、利用者を含む高齢者の人権尊重を基と

して、ここに集うさまざまな人々が互いに愛しあい、サービスを提供される側も受身ではなく、

主体的に愛し、愛され、喜びや悲しみを分かち合って、利用者、家族、職員、ボランティア、地

域の方々が、共にいきいきとその人らしく生活できることを目指し、合わせて地域の福祉向上に

寄与することを願う。 

 

【経営方針】 

１．いのちと尊厳を守ります 

２．よりよいサービスを提供します 

３．地域社会と共に歩みます 

 

【事業・運営計画】 

１．入居者・利用者がその人らしい生活を送れるケアの提供 

 （ア）入居者・利用者個々の生活スタイルに合わせた支援 

   入居者・利用者の心身の状況等応じて適切な介護を提供する為に、常にサービスを受け

る方の目線に立った施設運営を行う。 

 （イ）終の棲家としての役割を果たす 

  入居者の重度化にともない、終の棲家である施設で、終末期をどのように過ごされるかは、

看取りケアの重要な課題である。最後までその人らしい生活を送る為のケアの質向上、個々

の咀嚼・嚥下能力に合わせた食事の提供に力を注ぐ。また、入居者・ご家族の思いを大切に



受け止める為にも、終末期前よりご家族、職員が協同して行っていく。 

２．職員の自己実現に向けた横断的キャリア形成への支援 

 （ア）リーダーの育成 

   利用者個々の生活スタイルに合わせた支援を行う為には、スタッフ個々はもちろんであ

るが、リーダーの役割は特に重要である。リーダーの権限と役割を明確にし、次のキャリ

アに繋がる育成を行っていく。 

 （イ）研修の計画的実行と自己実現への取り組み 

   ユニットリーダー研修、認知症介護実践者・リーダー研修等の外部研修の受講と合わせ

て、職員が目指すキャリアを支援する研修や職場異動を行っていく。 

 

 （ウ）各職種・職場間の連携を高める 

   連携により互いを補完するだけではなく、より良いサービスの為に互いを高め合う連携

を行っていく。さらに施設内の連携に加えて、在宅事業所との連携も強めていかなければ

ならない。 

３．バランスのとれた安定した経営 

 （ア）稼働率の維持と利用枠の拡大 

   入所・短期入所・デイサービスは、社会福祉法人の使命として利用を希望される方を受

け入れていかなければならない。特にデイサービスの利用者増へ対応する為に、拡張を図

る。 

 （イ）職員の安定確保へ向けた取り組み 

   資格職の採用は厳しい状況が続く事から、パートの活用やパートから常勤職への登用を

積極的に行っていく。また、介護職員初任者研修・実務者研修を受講しやすい体制構築に

より、人材を作っていく。 

４．宝塚地区における連携の強化と、シームレスなサービス提供 

 （ア）宝塚東地区におけるシームレスなサービス提供を目指す 

   2012年 11月に聖隷訪問看護ステーション山本が開設し、宝塚東地区における在宅サー

ビスが強化された。花屋敷栄光園に入所申込みをして頂くためにも、デイサービス、短期

入所、在宅サービスとの連携は不可欠である。花屋敷栄光園の特色を明確にし、情報共有

を進める。 

 （イ）宝塚地区における事務局役割 

   宝塚地区や関西在宅施設の事務局業務としての情報発信、在宅施設に対する運営サポー

トの実施。 

５．地域に信頼され貢献できる施設 

  地域とは、行事相互参加、地域清掃活動や、地域役員会への参加等、良い交流が保ててい

る。宝塚市との福祉避難所協定も交わし、地域への安心感に繋がっている。入居者が地域の

一員である為にも、相互交流やボランティアの積極導入に力を入れる。また、親子ボラン  

ティアや小学生施設見学、中学生トライアル研修を始めとした福祉教育にも注力していく。 

６．環境活動への取り組み 

  メンテナンスにより設備の安定運用を図り、緑化による省エネにも取り組んで行く。 



【数値指標】 

 
特養入所 短期 

入所 

通所介護 
合計 

ﾕ ﾆ ｯ ﾄ 一 般 予 防 認 知 計 

利 用 者 定 員 108 名 12 名 35 名 12 名 47 名 59名  

利 用 者 延 べ 数 38,237名 4,209 名 6,832 名 1,404 名 1,809 名 10,045 名  

一日平均利用者数 111.3 名 11.5 名 21.9 名 4.5 名 5.5 名 31.9 名  

稼 動 率 97.0％ 95.8％ 75.4％ 45.8％ 67.8％   

稼動日数（延べ） 365 日 365 日 309 日 309 日 309 日 309 日  

単価（一人一日当り） 13,248 円 13,110 円 10,513 円 7,603 円 13,206 円 9,898 円  

総 収 入 ( 千 円 ) 506,567 千円 55,182 千円 106,363 千円 668,112 千円 

職員数（常勤換算） 78.4 名 10.6 名 17.5 名 6.8 名 24.3 名 113.3 名 

 



軽費老人ホーム ケアハウス花屋敷 

 

 2012年度は予算対比で人件費を大幅に削減できたため、建物修繕や備品購入を積極的に行い「安

全で快適」な生活環境を提供することができた。栄養ソフトの活用等により食事の質も向上し、

嗜好調査で好評価を得ている。入居者全員のケア計画書更新および有料ケアサービス契約の締結

を行い、介護が必要になってもある程度生活を継続して頂ける体制は整ってきている。「モレなく

ムダなく」を合言葉に、各種マニュアル整備や業務改善により効率化も順調に進んでいる。 

 2013年度は、宝塚弥生計画により地区内のシームレスな入居サービスを提供できる体制となる

ことが期待される。そのため、一定以上の介護を必要とされ、転居をご希望される方は宝塚弥生

計画での施設にお任せし、ケアハウス花屋敷は「お元気な方の住まい」としての位置づけをより

明確にする。地区の「入口施設」としての役割を認識し、より「選ばれる施設」となるための付

加価値（バリュー）を向上していく。セールスポイントの一つである食事サービスの質も、引き

続き多様なニーズに応えつつ日常生活を演出していく。 

 今後も、宝塚地区で「聖隷ブランド」での終身介護をご希望される方が、安心してケアハウス

花屋敷を選択して頂けるよう、在宅サービスや宝塚弥生計画での特定施設等と連携を強化する。 

 

【施設理念】「互いに愛し合いなさい」 

聖隷福祉事業団定款第 1条にあるキリスト教精神に則り、利用者を含む高齢者の人権尊重を基と

して、ここに集うさまざまな人々が互いに愛しあい、サービスを提供される側も受身ではなく、

主体的に愛し、愛され、喜びや悲しみを分かち合って、利用者、家族、職員、ボランティア、地

域の方々が、共にいきいきとその人らしく生活できることを目指し、合わせて地域の福祉向上に

寄与することを願う。 

 

【経営方針】 

１．いのちと尊厳を守ります 

２．よりよいサービスを提供します 

３．地域社会と共に歩みます 

 

【事業・運営計画】 

１．「自立支援」視点のサービス提供 

 （ア）自立支援視点でのケア計画書作成 

 2012年度も全入居者のケア計画書を更新したが、さらに「自立支援」視点で「個別性を重

視」したケア計画書作成に、丁寧に取り組みたい。そのためにも、まずは現在のケア計画書

を評価するプロセスを疎かにしてはならない。良い部分は継続して残し、改善する部分は改

善する、また介護レベルの変化に合わせて見直すためにも、まずは複数名の目で現在のケア

計画書を評価しケア計画書の PDCAサイクルをまわす機会を設ける。 

  

 



 （イ）意識的な生活場面面接（立ち話）でのニーズの把握 

 上記のために、まずは入居者個々のニーズを正確に把握することに努めたい。常にアンテ

ナを高くし、どのような思いで日常生活を送られているのか、どのような場面で満足感を感

じていただけるのか、たとえささやかでもどのような夢や希望をお持ちなのか、また、どの

ような不安や悩みを抱えてらっしゃるのか、生活場面での立ち話さえも「面接」として意識

し、少しの発言や表情の変化も見逃さない「感性・センス」を磨いていきたい。 

 （ウ）健康体操、カルチャー、ヨガ等のメニューの充実 

 現在も週 1回の健康体操を実施しているが、外部講師を活用しながら、さらにメニューを

充実させて行く。体を動かし、さらに楽しみや生きがいとなるようなメニューを提供し、入

居者の選択肢の幅を広げる働きかけを行う。 

 

２．付加価値（バリュー）のあるサービス提供 

 （ア）アイデアを自由に提案できる組織、雰囲気作り 

 ケアハウスは法的に「軽費」でご入居頂ける施設であるため、近隣に開設される競合相手

（有料老人ホーム、サ高住等）と比較して競争力は高い。しかしながら当施設はケア付では

ないという弱点も持ち合わせているため、付加価値（バリュー）のあるサービスを提供しな

ければならない。職員のアイデアを大切に様々なチャレンジを行い、現入居者の満足度を向

上させていきたい。 

 （イ）役割の明確化、および権限移譲 

 チームとして効率的に機能していくために、それぞれの長所を生かし短所を補い合える役

割分担として行きたい。それぞれの役割が明確になったら、職員本人の意思を尊重して権限

移譲を行い、そのことが職員満足（ES）につながるような組織としたい。 

 （ウ）「選ばれる施設へ」 

 上記の取り組みは、必ず入居者満足（CS）および経営満足（MS）、そして宝塚弥生計画へ

とつながる。入居申込の半数以上は「口コミ」である。良い施設であり続けることが「選ば

れる施設」であることであり、良い施設は改善し続ける施設である。また、これらの取り組

みを自信を持って積極的に PRし、お元気なうちに入りたくなる施設を目指す。 

３．宝塚弥生計画への入居者のスムーズな引き継ぎ、その後の迅速な入居受け入れ 

 （ア）入居申込者の確保 

 当施設への入居申込者確保に合わせて、宝塚弥生計画についても積極的に PRしていく。

準備室との連携を密に取りながら、入居説明会等はコラボレーションして行きたい。 

 （イ）宝塚弥生計画へのスムーズな引き継ぎ 

 新規申込獲得に合わせて、現入居者への宝塚弥生計画の説明を丁寧に行う。希望される方

はスムーズに引越しして頂けるよう、情報提供に合わせて、可能な限りの支援を行う。 

４．地域に信頼され貢献できる施設 

  地域とは、行事相互参加、地域清掃活動や、地域役員会への参加等、良い交流が保てて

いる。ボランティアの方々が新たなボランティアの方々をお連れ下さるように、現在のボ

ランティアの方々を大切に、感謝の気持ちを持って関わりを継続していく。 

 



５．環境活動への取り組み 

  CO2排出量削減に向けては、本部事業企画部の指導のもと、設備更新を行っていく。 

 グリーンカーテンを積極的に取り入れ、節電への努力を惜しまない。 

【数値指標】 

利用者定員 100人 

利用者延べ数 36,500人 

稼働率（％） 100％ 

単価（一人一日あたり）千円 4,997 

総収入        千円 182,387 

職員数（介護：常勤換算） 

   （相談員：常勤換算） 

   （宿直員：人数） 

   （運転手：人数） 

6.4人 

1.0人 

3人 

1人 

 



 

介護老人福祉施設 淡路栄光園 

   

2012年の報酬改定後、厳しい経営状況の中でも施設理念を大切にしながら、事業運営を行って

きた。2013年度は限られた人的・物的資源を最大限に生かしながら、これまで取り組めなかった

利用者ニーズに応えていけるようサービス再点検の年にする。再点検の中から新たな需要を喚起

し、サービス提供の幅を拡げていきたいと思う。 

また、今後の淡路栄光園運営の鍵となるのは人材である。介護テクニカルラダーはもとより、

様々な手法を使いながら人材育成に努め、すべての職員が成長できる職場づくりを推進する。 

 淡路地区においては、今後ますます福祉ニーズは増大し、聖隷が果たすべき役割と地域の期待

はこれまで以上に大きいものとなる。その期待に応えるため、事業種別の枠を超え、病院・在宅

事業との更なる連携強化が必要である。様々な場面において、お互いがアイデアを出し合い、地

域住民が必要とする事業を行える年にしたいと思う。 

 

【施設理念】 

「家族の心とまなざしでむかえる」 

 

【経営方針】 

１．より質の高いサービスの提供 

２．安定した施設経営の維持 

３．淡路地区における事業連携強化 

４．将来計画への取り組み 

５．環境対策への取り組みと社会貢献活動 

 

【事業・運営計画】 

１．より質の高いサービスの提供する 

（ア）介護テクニカルラダーに沿って施設内階層別教育プログラムの見直しを行い、それに合わ

せた研修体制を整備し、オール介護職としてのスキルアップに努める。 

（イ）接遇面（言葉遣い、態度、利用者の身だしなみ等）向上のための気付きや、実践に生かせ

る教育体制の検討を行い、実施する。 

（ウ）利用者ニーズを具体的に把握し、ニーズに合わせた在宅サービスの対応を図る。 

（エ）生活リハビリやレクリエーション、アクティビティーの充実を図り、利用者の日中の活性

化や機能の維持、向上に努める。 

（オ）「介護職員等による痰の吸引等の実施のための研修」など、医療的ケア研修に計画的に参加

し、重度利用者ケア体制の充実を図る。 

（カ）介護福祉士・社会福祉士・介護支援専門員等の資格取得を積極的に推進する。 

（キ）通所介護事業では、レクリエーションで出来た作品の展示や個別リハビリの充実を検討す

る等、新たなサービス展開を模索し利用者満足度向上に努める。 

 



 

２．施設経営の安定化 

（ア）各職場長がコスト意識を持ち、「ムリ」「ムダ」「ムラ」を省いた職場運営、目標管理を行う。 

（イ）経営状況に応じた人員配置を検討し、実施する。 

（ウ）地域に密着した人的体制の確保と維持を行う。 

（エ）2014年度新聖隷淡路病院開設にあわせ、当施設の食事サービス提供方法を検討する。 

（オ）設備・備品・車両等の更新と修繕を計画的に進める。 

 

３．淡路地区における事業連携強化 

（ア）地区連絡会は基より、病院、在宅部門、施設部門の現場レベルにおける連携を強化し、三

位一体で地域のニーズへ積極的に関わる。 

（イ）交換研修、地区学会などを充実させ、淡路地区全体での人材育成を図る。 

 

４.将来計画への取り組み 

（ア）一部ユニット型廃止への対応と併せてデイサービス事業移転を検討する。 

（イ）淡路市が計画している介護老人福祉施設事業譲渡について検討する。 

 

５.環境対策への取り組みと社会貢献活動 

（ア）環境対策への取り組み  

① 施設内照明器具の LED化を段階的に進め、消費電力の削減に努める。 

② 老朽化車両の更新により、燃費の効率化と CO2削減を図る。 

（イ） 社会貢献活動 

   ① 介護保険制度の枠にとらわれず、地域で必要なサービスを生み出し、提供する。 

② 行政や福祉関係機関が行う地域支援事業に積極的に参加する。 

 

【数値指標】 

 特養入所 短期入所 通所介護 

従来型 ユニット型 一般 介護予防 

利用者定員 46名 14名 12名 30名 

利用者延べ数 16,370名 4,982名 4,745名 6,776名 1,232名 

一日平均利用者数 44.9名 13.6名 13.0名 22.0名 4.0名 

稼働率（％） 97.5％ 97.5％ 108.3％ 86.6％ 

稼動日数（延べ） 365日 365日 365日 308日 

単価（一人一日当り） 11,376円 10,871円 9,968円 5,763円 

総収入（千円） 276,023千円 57,295千円     81,840千円 

職員数（常勤換算） 36.2名 7.8名 13.2名 

 



 複合福祉施設 和合せいれいの里 

 

2013年は和合地区と初生地区で定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスを開設する。この

事業は地域包括ケアの要となり、従来の「施設」と「在宅」の枠を越えた新たな価値創造のサー

ビスとして確立できるよう、各事業が連携して進めていく一方、2012年に静岡県の「ふじのくに

福祉サービス」でも事例発表した通り、開設以来取り組んできた「高齢者」と「障害者」との共

生も、地域に住む利用者のために更なるサービスの質の向上に努めたい。既存の「施設」「在宅」

の枠、「高齢者」「障害者」の制度の中から、今地域から求められているサービスを常に意識して、

新たな価値創造に努めたい。この事業を展開するために、これからの福祉・介護サービスを支え

る人材の確保と人材の育成についても、新たな取り組み方法を検討していきたい。 

 

【施設理念】 

和合せいれいの里の全事業所および全職員は、和合せいれいの里の利用者一人ひとりがその人

らしい生き方ができるよう常に利用者の視点に立ち、そのために必要とされる質の高い適切な支

援を切れ目なく総合的に提供する。 

 

【経営方針】 

１．福祉バリューの発見と検証〔利用者にとっての価値ある福祉となっているか〕 

２．キャパシティ・アクティビティの具現化〔日々の業務で真に連携・連帯できているか〕 

３．福祉人材・看護人材の確保・育成 

 

【事業・運営計画】高齢者入所・初生サテライト・通所関係事業 

１．利用者個々の理解を深め、適時的確にニーズに沿ったサービスを継続的に提供する。 

（ア）利用者の個別ニーズの収集を徹底する。 

 ①利用者・家族との積極的なコミュニケーションを図り、情報収集・共有を徹底する。 

 ②利用者の状態変化を見逃さず迅速な対応を図ることで、事態の重度化を抑制する。 

（イ）利用者の個別ニーズに合致したサービスを適時的確に提供する。 

（ウ）利用者満足度が向上する生活環境を設定する。 

２．利用者のニーズに適切に対応できる専門職としての人材育成を強化する。 

（ア）専門職としての知識・技術強化のため、「介護テクニカルラダー」を活用した人材育成シス

テムを構築し、運用を図る。 

（イ）職員個々がキャリアパスを意識して、自己研鑽に努める。 

（ウ）総合的かつ円滑な相談援助に向けての専門性の向上を図る。 

３．無資格でも意欲と将来性のある人材を採用する手法を見出す。 

（ア）沖縄からのゾーン正職員の受け入れ、一般大学からの職員募集ルートを開拓する。 

（イ）地域の主婦層等に介護講座を定期的に開催して、福祉の啓蒙から就職へと繋げる。 

（ウ）地域の小中学校への福祉の啓蒙と高等学校への福祉の啓蒙から就職へと繋げる。 

 



４．地域のニーズを的確に把握して、将来も求められ続けるショートステイの検討、構築を図る。 

（ア）地域の実情を把握して、地域から和合せいれいの里に求められている役割等を再認識して、

展開方法を検討する。 

（イ）在宅中重度者受入加算算定に向けた組織をつくり、受入れを実施する。 

５．本体施設とサテライトの連携運営の基盤づくりとユニット活動を充実する。 

（ア）施設サービス計画に基づいた個人の状態にあつたサービスを提供する。 

（イ）本体施設と連携した委員会活動やサテライト内の係活動等、組織体系を確立する。 

６．新規事業〔定期巡回随時対応型訪問介護看護・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護〕

の開設や既存施設の指定更新に向けた体制の検討・整備徹底及び円滑な事業展開を目指す。 

（ア）定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスの開設に向けて、和合愛光園・初生サテライ

トの職員配置、ショートステイ居室の調整等、円滑に連携できる体制を確立する。 

（イ）2014年 4月の「一部ユニット型」を解消する指定更新に向けて、職員配置・業務を見直す。 

７．ムリ・ムラ・ムダのない業務を構築する。 

（ア）各職場における業務の見直しを図り、適正な職員配置を実施する。 

（イ）コスト意識の向上を図り、備品管理等を徹底する。 

 

【数値指標】高齢者入所・初生サテライト・通所関係事業 

 
特養 

初生サテ

ライト 
高ｼｮｰﾄ 

高齢デイサービス 
生活支援 

やまぶき 
合計 

一般 休日 予防 地域   

利 用 者 定 員 90 29 20 50 10 (50) 12 20  

利 用 延 数 32,704 9,829 6,789 10,212 ― 308 1,848 6,023  

一日平均利用者数 89.6 28.5 18.6 34.0 ― 1.0 6.0 16.5  

稼 動 率 （ ％ ） 99.5 98.2 93.0 58.3 ― 2.0 50.0 82.5  

稼動延日数 365 365 365 308 ― 308 308 365  

平 均 介 護 度 3.9 3.7 3.7 2.9 ― 0.6 3.2 ―  

単価（一人一日） 12,350 12,500 11,950 10,100 5,600 13,200 4,400  

総 収 入 （ 千 円 ） 488,011 139,859 81,557 143,666 31,123 884,216 

職員数（正・ゾ） 51.6 12.5 6.0 7.4 2.0 1.0 80.5 

職員数（パ・ア） 25.0 6.9 8.8 20.2 2.3 1.5 64.7 

（職員数は常勤換算） 

 聖隷デイサービスセンター初生 

一 般 予 防 

利 用 者 定 員 50 50 

利 用 延 数 10,472 379 

一 日 平 均 利 用 者 数 34 1.2 

稼 動 率 （ ％ ）       70.4 

稼動延日数 308 308 

平 均 介 護 度 2.1 ― 

単 価 （ 一 人 一 日 ） 9,700 36,500 

総 収 入 （ 千 円 ） 117,304 

職 員 数 （ 正 ・ ゾ ） 9.5 

職員数（パ・ア） 22.0 



【事業・運営計画】障がい者入所・通所・相談関係事業 

１．利用者のニーズへ適切に対応できる効率的、柔軟な業務改善を図る。 

（ア）利用者の重度化に伴う多様化するニーズに対応できるよう、効果的な業務改善を図る。 

（イ）主体的な業務改善ができるよう、全職員が問題・課題を共有して、解決への取り組みに参

画する。 

（ウ）生活介護第一単位「みるとす」と第二単位「あすなろ」の連携を強化して、日中活動の充

実を図る。 

２．専門職として自立した人材育成、職員個々の行動力の強化を支援する。 

（ア）「自分の課題を見付けられる」「自分の意志を他者に伝えられる」「ケアの根拠を把握、実施

できる」「一歩先を見据えて行動できる」職員を育成する。 

（イ）「介護テクニカルラダー」を用いた効果的な人材育成を確立する。 

（ウ）利用者のニーズの把握のために相談援助・面接技術を高めていく。 

（エ）利用者の重度化が進む中、終末期も含めた職員教育を実施する。 

（オ）複合福祉施設の利点を生かし、高齢者施設との職場交換研修を実施する。 

３．地域のニーズを取り入れたサービスの改善や他のサービスとの組み合わせを検討する。 

（ア）在宅利用者のニーズや新規利用者の情報等を相談支援事業所と共有しながら、利用しやす

いサービス〔ショーステイ・日中一時支援・施設入浴サービス等〕を提供する。 

（イ）受給者証更新者の計画相談への移行を各職場で情報を共有して速やかな移行支援を行う。 

（ウ）相談支援事業所と連携して、潜在している若年障害者の発掘、サービスの利用促進〔社会

参加〕を図る。 

（エ）介護保険と併用利用している利用者に、緩やかに介護保険制度への移行をサポートする。 

 

【数値指標】障がい者入所・通所・相談関係事業 

   障害者支援施設 みるとす 
相談支援 

くすのき 合計 
  

施設入所 

生活介護Ⅰ 
生活介護Ⅱ 

入浴 

サービス 
短期入所 日中一時 

利 用 者 定 員 20 20 5 2 2 ―  

利 用 者 延 数 7,191 5,133 140 840 191 ―  

一日平均利用者数 19.7 21.0 0.4 2.3 0.52 ―  

稼 動 率 （ ％ ） 99.5 104.0 8.0 115.0 26.1 ―  

稼 動 延 日 数 365 244 365 365 365 ―  

平 均 区 分 5.60 4.76 ― 4.9 ― ―  

単価（一人一日） 16,120 10,824 6,557 8,980 2,818 ―  

総 収 入 （ 千 円 ） 191,756 8,460 538 11,414 212,168 

職員数（正・ゾ） 18.3 3.0 21.3 

職員数（パ・ア） 11.7 0 11.7 

（職員数は常勤換算） 

 



介護老人福祉施設 浜北愛光園  

 

浜松市東区は他地域に比べ福祉資源の少ない地域であったが、近年は高齢者施設が続々と開設

し充足してきた一方、障害者の事業所はまだまだ少ないと思われる。地域の皆様が安心して暮ら

せるよう 2013年度は障害福祉サービスを本格的に開始する年としたい。まず、介護保険のショー

トベッドの空床を利用した障害福祉サービス短期入所を本格的に実施する。また、2014年 4月よ

り開始予定の障害者就労支援事業所（就労移行 15 名、就労継続 B 型 15 名）の開設の準備を聖隷

厚生園と協力して着実に準備したい。今回の就労支援事業の訓練項目は食材の下処理やベッドメ

ーキング等他の施設でも普通にある仕事であり、他施設での施設外就労訓練や障害者雇用の促進

に繋がることを目指す。 

介護保険事業について、増築棟（3 号館）の入所者は既に満床となり、運営も落ち着きつつあ

るが、ショートステイとデイサービスの落ちた稼働が未だ回復していない。ここ数年、中重度者

の対応力を上げることを目指し様々な取り組みを実施したが、真に必要とされるサービスが何で

あるか、評価と検証を行い、サービスの効率化、重点化を図り、稼働の回復を目指す。 

競合が激化する当地域では人材確保の困難さは続くものと思われる。無資格であっても意欲の

ある方の採用活動を強化するのと共に、資格取得支援についても実施して行く。これらの活動を

通じ職員達が「取組みたい」と思うことを一つでも多く実現していく年としたい。 

 

【施設理念】 

  利用者の「その人らしい自立」への関わり 

 

【経営方針】 

１．サービスの質を高める為、現行のサービスの評価、検証を行い重点化、効率化する。 

２．本格的な障害福祉サービスの実施と充実させる取組みを行う。 

３．採用業務、職員教育、資格取得支援等を実施し多様な人材づくりに取組む。 

４．環境に配慮した経営をするのと共に災害拠点となる等、地域貢献に取り組む。 

 

【事業・運営計画】 

１．サービスの評価、検証を行い、質を高める。 

 （ア）入居サービスではフロア毎に看護師と介護員の役割分担を見直し、業務の効率化、 

    重点化を図った上で協働して安全に運営できる体制を確立する。 

 （イ）ショートステイのフロア毎の定員と各種加算（在宅中重度受入加算、緊急ショート受入 

    加算等）等サービスの提供方法について評価を行い、業務内容を見直す。また、 

    相談員の関わり方についても見直し、質の向上を図りながら稼働率 75％を目指す。 

 （ウ）業務の整理により、超過勤務を減らすと共に、職員の「やりたいこと」を収集し、 

    一つでも多く実現する。 

 （エ）通所介護においては営業活動を継続的に行うと共に、軽度者に向けたメニューを検討 

    する。また、サービス提供時間の変更に伴う勤務体制の見直しを実施し、利用人数の 



 

    変化に柔軟に対応できる勤務体制を構築する。 

 （オ）浜松東では計画相談支援の業務の定着を図り、毎月 10件の利用支援計画を作成する。 

 

２．障害福祉サービスの実施 

 （ア）障害の短期入所の本格的稼働を開始し、年平均 1.0人の稼働を達成する。 

 （イ）厚生園と協力して就労支援事業所創設の準備のため、設備の仕様、備品の検討を行う。 

 （ウ）2014年開設後速やかに訓練が実施できるよう、現在の業務の分担、マニュアルの見直し 

    を行い開設後速やかに訓練が開始できるよう準備する。 

 

３．多様な人材作りの取組 

 （ア）無資格の職員については実務者研修の勤務を配慮する等受講支援を行い 80％の職員が 

    受講できるようにする。また、喀痰吸引、認知症実践リーダ研修、ユニットリーダー 

    研修の受講者を前年度の 2倍以上とする。 

 （イ）第 2期の EPA候補生は国家試験の受験の年であり、勤務の配慮、国家試験対策の充実を 

    図り 3人全員の合格を目指す。 

 （ウ）ユニットにおける教育方法を見直し、複数の職員で OJTが実施できるようにする。 

 （エ）採用業務について専属の担当制とし、タイムリーで効果的な採用活動を行うようにする。 

 

４．環境に配慮した経営と地域への貢献の取り組み 

 （ア）地球環境に配慮した水光熱費、ガソリン代、おむつ、コピーの使用を検討し、㎡当り CO2 

    使用量を 2012年度比 2％削減する。 

 （イ）近隣の高校生に無料で体験型介護講座を開催し、福祉サービスを知ってもらう。 

 （ウ）大震災時に災害拠点として機能できるよう地域自治会と情報交換の機会を設ける。 

 （エ）中期的な視点で新たな在宅サービスの展開について同一ゾーン内での検討を始める。 

 

【数値指標】 

 特養入所 短期入所 通所介護 相談 

支援 
合計 

既存 ユニット 既存 ユニット 障害 一般 予防 

利 用 者 定 員 50名 100名 20名 20名 － 35名 － － 

利用者延べ数(名) 18,250 33,022 6,618 6,078  7,560 696 － － 

稼 動 延 日 数 365日 365日  307日 ― － 

一日平均利用者数(名) 50.00 90.47 18.13 16.65  24.62 2.26 － － 

稼 働 率 
100.00

％ 

90.47 

％ 

90.65

％ 

83.27 

％ 

 
76.84％ 

－ － 

単価（1 人 1 日当り）  11,773円 12,032円  9,850円 － － 

総  収  入 
670,721 

千円 

163,493 

千円 

 87,634 

千円 

9,788

千円 

931,636 

千円 

職員数（常勤換算） 91.4名 26.8名  16.1名 2.0名 136.3名 



介護老人福祉施設  松戸愛光園 

 

2013年は開設して 10年の節目の年となる。これまでの 10年間の事業を振り返りつつ、良き取

組みは継承し、新たに取組むべき課題を見出していく年としたい。そのためには、松戸愛光園の

ハードを最大限に活かしつつ、松戸地区における介護ニーズ、生きがい支援に応えるべく通所介

護事業の拡大を検討していく。松戸地区における聖隷の「総合化力」を地域に展開していくこと

により、住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう寄与したい。 

次に、千葉県および千葉県高齢者福祉施設協会と連携して、2012年度にできなかったユニット

リーダー実地研修受入施設を目指す。ユニットリーダー養成にあたり、千葉県内にユニットリー

ダー実地研修施設がないことが県内の大きな課題である。千葉県内のユニット型施設へ貢献する

と共に、これまでの松戸愛光園のケアの見直しを行い、自らのユニットケアの質の更なる向上に

役立てる機会としたい。 

最後に、千葉県は今後の 10年間を視野に入れた場合、全国 2位のスピードで高齢化していくこ

とが予想されている。高齢化率が急速的に高まっていくこの地域の特性を踏まえ、10年後の地域

を支えていくための組織・事業の在り方を検討していく最初の 1年としたい。 

 

【施設理念】 

『一人ひとりの生命と尊厳を守り、利用者主体の自立生活支援を追求する。』 

 

【経営方針】 

１．あなたらしい生活の継続 

２．あなたと共に歩んできた方々と一緒に 

３．あなたを思いやる気持ちを忘れない 

４．あなたらしい最期の支援 

５．地域の皆さんと共にあり方 

 

【事業・運営計画】 

１．住み慣れた地域で暮らしていくために 

 （ア）通所介護事業拡大計画の推進 

 （イ）松戸市社会福祉担当部、松戸市特別養護老人ホーム連絡協議会との連携 

 （ウ）地域連携会議（松戸愛光園・松戸ニッセイエデンの園）の具体的行動 

 

２．ユニットケアの推進 

 （ア）千葉県高齢者福祉課、千葉県高齢者福祉施設協会と連携し、千葉県ユニットリーダー 

    実地研修受入施設の受諾と実施 

 （イ）自己評価を活かした、これまでのケアの振り返りと改善 

 

 



３．人材の育成と採用 

 （ア）新人（中途採用者含む）教育におけるケアマニュアルの活用と継続的な見直し 

 （イ）介護テクニカルラダーの有効活用 

 （ウ）たん吸引等を含む技術の質の向上に向けた研修の企画・実施の継続 

 （エ）安定採用のためのリクルーターの育成と学校訪問の実施 

 

４．地域への貢献 

 （ア）住民参加の防災訓練を実施し、相互の安心感の構築 

 （イ）地域の福祉防災拠点としての機能を発揮できるよう、近隣自治会との協議開始 

 （ウ）環境保護活動として、松戸ニッセイエデンの園との連携による、年 2 回地域の環境美化 

    活動の実施 

 （エ）広報誌を活用し、地域住民に対して、屋上庭園の開放の推進 

 

５．安定した経営・運営 

 （ア）全職員が経営に参画し、コスト意識を持ち稼働率を意識した運営を行う 

 （イ）リスクマネジメントにおいて、転倒事故防止を重点的に推進 

 （ウ）感染症の予防並びに拡大防止の徹底 

 

【数値指標】 

 
特養入居 短期入所 

通所介護 ケアプラン

センター 
総計 

一般 予防 

利用者定員 100名 20名 29名   

利用者延べ数 35,945名 6,237名 5,254名 552名 918名 48,906名 

一日平均利用者数 98.5名 17.1名 17.1名 1.8名   

稼働率（％） 98.5％ 85.5％ 65％   

稼働日数（延べ） 365日 365日 308日   

単価（一人一日当り） 13,319円 13,972円 10,378円 6,509円 10,110円  

総収入（千円） 538,653

千円 

94,574 

千円 
64,781千円 

10,254千

円 

708,262 

千円 

職員数（常勤換算） 75.1名 15.9名 11.9名 2.0名 104.9名 

 



浦安市高洲高齢者福祉施設及び猫実高齢者デイサービスセンター 

  

 2012 年度は、浦安市内に聖隷福祉事業団以外の社会福祉法人が地域密着型介護老人福祉施設等

を建設し、本格的に市民から選ばれる時代へと踏み出した。 

そのような中、2013 年度は、各事業所におけるサービス提供の基盤を見つめ直すと共に、人財

の育成を重点とした年にしたい。 

職員確保の困難性はあるが発想を切り替え、年齢・資格・経験を問わず、意欲の高い職員を雇

用し内部で研修・教育を行う。各職種に必要なスキルについては、OJT や集合研修を通じ育成す

る。また、役職者においても施設運営において、大きな視野を持てるよう理念の具体化を行う。 

地域とのつながり強化、ボランティア・実習・介護体験（小・中・高校生や地域の団体）の受

け入れを積極的に行い、地域との線から面への連携を模索していきたい。社会福祉法人の役割と

して、地域の介護力の向上のため、各種出前講座・地域相談・介護講座等の開催・特別支援学校

の職業体験の受け入れ等積極的に果たしていく。 

防災に関しては、常に非常時に備えマニュアルの見直しや、訓練の実施を行っていく。 

 

【施設理念】 

“私たちは、地域(市民)とともに高齢者福祉に貢献する” 

【経営方針】 

 １．家族、地域との結びつきを大切に連携を密に行う 

 ２．利用者サービスの質の向上を目指し、「介護サービス計画」に沿った支援を行う 

 ３．職員一人一人は最大限の力を発揮し、利用者の生活環境作りを行う 

 ４．職員は常に自らのスキルアップを図るべく研鑽を重ね、福祉職としての誇りを持つ 

 ５．利用者の自己決定による自立した生活への支援を行う 

 

【事業・運営計画】 

１．施設理念の具体化を行う 

（ア）施設理念を具体的な行動指針に落とし込む 

（イ）行動指針を作成することにより、施設の持つ強みと方向性を共有する 

 

２．職員教育の実施 

（ア）介護職員ラダーに基づく研修を実施する 

（イ）役職者を対象とした研修を実施する 

（ウ）資格取得に向けた勉強会を開催する 

 

３． ターミナルケアの意識化を行う 

（ア）ターミナルケアの勉強会を行う 

（イ）ターミナルケアの指針・マニュアルの見直しを行う 

（ウ）ターミナルケアにおける研修会を開催する 



 

４．住まいとしての環境整備を行う 

（ア）暮らしを感じられる居室環境を作る 

（イ）居心地のいい共有スペースの検討を行う 

（ウ）生活の場としての職員の意識を向上させる 

 

５． 個別ケアの推進 

（ア）個別の支援情報の見直し（ＡＤＬ表）と運用方法の検討を行う 

（イ）アセスメントの視点の強化を行う 

（ウ）個別支援計画書を充実させる 

 

６. 地域への社会資源としての役割を意識する 

 （ア）実習、ボランティア、見学者、講座の開催 

 （イ）近隣、小・中・高校・大学との連携の在り方を探る 

 （ウ）特別支援学校の実習を受け入れる 

 （エ）安心、安全、安楽な在宅サービスを実践する 

 

７. 業務の効率化と健全な運営を図る 

 （ア）環境を意識した光熱水費の削減を図る 

 （イ）計画的な修繕・購入・更新を行う 

 （ウ）職場単位で経費の削減を意識し実行する 

 

８. 防災体制の確立 

 （ア）現実に即した防災マニュアルの作成をする 

 （イ）地域の災害拠点としての施設の果たすべき役割を意識する 

 

【数値指標】 

  特 養  短 期 ケア 

ハウス 

高 洲 

デイ 

猫 実 

デイ 

在宅支援 

センター 

総合計 

利用者定員 100名 50名 50名 20名 20名 － 240名 

利用者延数 36,135名 16,425名 17,885名 5,219名 5,526名 －  

一日平均利用者数 99.0名 45.0名 49.0名 17.0名 18.0名 －  

稼  働  率 99％ 90％ 98％ 85％ 90％ －  

稼働日数（延べ） 365日 365日 365日 307日 307日 －  

単価（一人一日当り） － － － － － －  

総  収  入 477,773 

千円 

206,170

千円 

91,465 

千円 

 39,261

千円 

49,380 

千円 

28,080 

千円 

892,129

千円 

職員数（常勤換算） 64.32名 26.45名 5.80名 8.02名 8.6名 4.80名 117.99名 



浦安せいれいの里 

（浦安愛光園･浦安ベテルホーム･浦安せいれいクリニック） 

 

浦安せいれいの里が開設した 1998年 4月に 9.4%であった浦安市の高齢化率は 2012年 4月には

12.8%と上昇している。市内で高齢者福祉サービスを提供している社会福祉法人は聖隷福祉事業団

のみであったが、2012年には他法人が地域密着型介護老人福祉施設等を開設し、浦安市民が高齢

者福祉サービスを選択できる時代を本格的に迎える。 

2013年は、選ばれる施設となるよう、自信を持って安全・安心なサービスを提供できる体制を

整える。人財確保と定着を継続し、人財育成に力を入れる。また利用者や地域のニーズに即した

サービスを提供する為に、地域に向けた介護講座の開催、社会貢献活動への参加、見学・ボラン

テイア・実習の受入を拡大し、浦安市高洲高齢者福祉施設等との総合化力を発揮し、地域の一員

として役割を果たせる施設となるよう取り組んでいきたい。 

 

【施設理念】 

 私たちは、ご利用者の“暮らし”“つながり”“その人らしさ”を大切にします。 

【経営方針】 

 １．それまで大切にしてきた“暮らし”が続けられるよう支援します。 

 ２．家族、友人、地域、社会との“つながり”が保てるよう支援します｡ 

 ３．一人ひとりの意思・人格を尊重し、“その人らしさ”が実現できるよう支援します。 

 

【事業・運営計画】 

◆特別養護老人ホーム 浦安愛光園 

１．サービスの質を向上させるための人財育成を行う 

（ア）主体的な研修参加と職場内のフィードバックにより、実践力を高める 

（イ）目標面接を通じて、リーダーシップ・メンバーシップを育む 

２．ご入居者の安心・安全と生活の充実を図る 

（ア）本人や家族、職員からの情報、連携を密にして、入居者の個別ニーズを捉え、実践する 

（イ）入居者同士やフロア間の交流、居場所づくりを行う 

（ウ）5S運動（整理、整頓、清掃、清潔、接遇）を推進する 

（エ）予防ケア（感染症、栄養・口腔ケア、事故対策）の充実を図る 

３．経営の安定への取り組みを継続する 

（ア）職員一人ひとりがコスト意識を持つ 

（イ）選択と集中する業務を整理し、業務改善を図る 

（ウ）待機者管理及びショートステイの運用により空床期間を低減する 

（エ）高齢者や短時間就労を希望する多様な人財を採用し、育成する 

４．地域に役立つ施設づくりをする 

（ア）ボランティア・実習を積極的に受け入れる 

（イ）地域イベント（介護教室やエコ活動）に参加し、地域に貢献する 



◆ 介護老人保健施設 浦安ベテルホーム 

１．ご利用者・ご家族のニーズに沿った生活の支援を行う 

（ア) サービス担当者会議・判定会議等を充実させ、その人らしさを考えたサービス計画を作

成する 

（イ）安心して生活できるよう健康管理を行う 

（ウ）ご利用者が満足感を得られる、レクリエーション・行事等を多職種協働で提供する 

２．利用者サービスの質を向上させる 

（ア）介護老人保健施設の役割を再認識し、ニーズにあったサービスを提供する 

（イ）目標参画システムを活用し、人財育成を行う 

（ウ）全職員が OJTを実践する事により、施設全体のレベルアップを行う 

３．地域との交流を大切にし、必要とされる施設となる 

（ア）ボランティアの受け入れ・地域住民に向け介護教室等を行い、地域とのつながりを大切

にする 

（イ）居宅介護支援事業所や病院など他の社会資源との連携を強化する 

（ウ）地域美化活動等へ積極的に参加し社会貢献活動を行う 

４．経営改善を行い、運営を安定させる 

（ア）多職種協働し総合化力を発揮することにより、稼働率・在宅復帰率を向上させる 

（イ）業務全般に目を向けたエコ活動を行う 

（ウ）マニュアルの見直しを行い業務の標準化を図る 

（エ）転倒・感染・苦情等のリスクマネジメントを実施する 

 

◆ 浦安せいれいクリニック 

１．安定した診療体制を継続する 

２．ご入居者・ご利用者に初期診療を提供する 

３．認知度を高め、経営の安定に努める 

  

【数値指標】 

 愛光園 ﾍﾞﾃﾙﾎｰﾑ入所 ﾍﾞﾃﾙﾎｰﾑ短期 通所ﾘﾊﾋﾞﾘ ｹｱﾌﾟﾗﾝｾﾝﾀｰ クリニック 総計 

利 用 定 員  70名  100名 入所に含む 40名 ― ― 210名 

利 用 者 延 べ 数  24,896名 33,394名 365名 8,932名 480名 1,224名 70,146名 

一日平均利用者数 68.2名 91.7名 1.0名 29.0名 ― 5名 ― 

稼 動 率 97.4% 92.7% 72.5% ― ― ― 

稼動日数(延べ) 365日 365日 365日 309日 309日 244日 ― 

単価(1人 1日当り) 13,469円 12,886円 11,212円 11,071円 3,000円 ― 

総   収   入 
335,308 

千円 

536,539 

千円 

100,265 

千円 

5,314 

千円 

5,292 

千円 

893,245 

千円 

職員数(常勤換算) 47.4名 59.6名 17.3名 1.3名 1.3名 126.9名 

 



在宅事業（浜松地区） 

 

 24時間 365日の地域包括ケアシステムの構築を目指し、推進してきた事業所・施設の枠を超え

ての「連携」から「協働」への取り組みが、2013年に定期巡回随時対応型訪問介護看護事業をス

タートさせることにより、実際のサービス提供として地域へ貢献できる年であると考えている。

さらに、聖隷浜松病院、聖隷三方原病院、浜松市リハビリテーション病院とのさらなる連携強化

を図るとともに近隣病院、開業医との関係を密にし、医療と介護の機能分化・連携強化を進めて

いく。これにより “聖隷だからこそできる”切れ目のないサービスの提供と地域で暮らす方々の

多様化する暮らし方に対応できる専門性と柔軟性の高い在宅事業の運営を展開していきたい。特

に 2013年度は浜松地区の中をより地域に密着した地区ごとの機能・特性を活かした活動を進めて

いきたい。 

 

【事業理念】 

福祉サービスを利用される方が望む生き方、住まい方の権利を重んじ、住み慣れた地域で自立

して生活ができるように支援していく 

 

【経営方針】 

１． 和合地区・初生地区における定期巡回随時対応型訪問介護看護事業の開設及び効果的な事業

運営の方法の確立 

２． 浜松地域内の地区ごとの機能・特性を活かした更なる複合事業の推進と新規在宅複合事業（細

江地区・高丘地区・浅田地区）の検討及び拠点作りの推進 

３． 浜松ブロックの組織・人材育成体制強化と積極的な人材活用・人事交流を図る 

 

【事業・運営計画】 

１． 訪問看護事業（訪問看護ステーション） 

（ア）聖隷浜松病院・聖隷三方原病院・浜松市リハビリテーション病院を中心に「伺う」姿勢で

医療機関及び開業医との更なる連携を図る 

（イ）定期巡回随時対応型訪問介護看護事業をスタートさせ、訪問看護事業にとどまらず、看護

師の役割をＰＲし、地域における医療と介護の連携強化システムを構築していく 

（ウ）リハビリスタッフの人材育成及び看護とリハビリの強みを活かした協働による訪問看護ス

テーションの運営の充実を図る 

（エ）高度化・複雑化する在宅における医療ニーズに対応できる職員教育体制（病院との交換研

修等の検討）作りと人材確保 

２．訪問介護事業（ヘルパーセンター） 

（ア）定期巡回随時対応型訪問介護看護事業を和合地区 8月、初生地区 10月に開設し、聖隷の 

   他地区でモデルとなるような効率的な運営方法（組織・人員体制・システム）を確立する 

（イ）高齢者及び障がい者（身体・知的・精神）の利用者数の増加を図り、細江・浅田地区への

事業の展開の検討をする 



（ウ）在宅における特定者のたんの吸引研修などに積極的に参加し、医療ニーズに対応できる 

   職員の育成と迅速に対応できる体制作りをしていく 

（エ）サービス付き高齢者住宅や集合住宅などへの積極的なＰＲ活動をし、効率的な訪問活動を 

   実施していく 

３．居宅介護支援事業（ケアプランセンター） 

（ア）地域の多様なニーズに対応するために必要なケアマネジャーの人員を配置し、聖隷の総合

力を発揮し、全体として質の高いサービスを提供できるようにケアマネジメントしていく 

（イ）引佐 3 町（細江・引佐・三ケ日）エリアの地域ニーズを地域包括支援センター細江やいな

さ愛光園と協力しながら明確にし、複合事業所の開設を検討していく 

（ウ）定期巡回随時対応型訪問介護看護事業の運営に積極的に関わり、新しいケアマネジメント

のあり方を探っていく 

（エ）特定事業所加算Ⅰ・Ⅱの取得を継続し、質の高いケアマネジメントを提供するとともに経

営の安定を図っていく 

４．通所介護事業（デイサービスセンター） 

（ア）ひばり保育園と聖隷デイサービスセンターの新築移転をスムーズに行い、高齢者と子供が

一緒に活動する「笑顔と笑い声あふれる」地域に開かれた事業運営をしていく 

（イ）重度者対応の療養通所、リハビリ特化型のデイサービスのそれぞれの特徴を日々の活動や

評価を「見える化」し、利用者確保に努め、選ばれる事業所運営をしていく 

（ウ）高丘地区における聖隷内事業所（通所介護・訪問看護・地域包括支援センター）と協働し

て高丘地区の地域の拠点となる事業展開を検討していく 

（エ）聖隷ナースデイサービスセンター優とひまわりミニ、訪問看護ステーションとのより強力

な業務連携体制を継続し、より多くの在宅で暮らす重度の方及び家族の支援をしていく 

５．地域包括支援センター 

（ア）地域包括支援センター北浜への分割がスムーズにでき、より地域に密着した活動を展開し

ていく 

（イ）虐待や支援困難ケースなどあらゆるケースに対応できる職員育成とそれぞれの地域の特性

に合わせた地域ネットワーク作りを進め、地域力を向上していけるように地域住民と一緒

に作っていく 

（ウ）地域で起きていることや今後予測されることをいち早くキャッチできるように地域の中の

発見窓口としての機能を発揮していく 

６．福祉用具貸与・販売事業（コミュニティケアセンター） 

（ア）障がい者就労支援事業「チャレンジ工房」との事業連携を促進し、迅速で柔軟に対応でき

るよう福祉用具貸与事業を実践するとともに障がい者の雇用の機会を確保し、社会福祉法

人としての役割を果たしていく 

（イ）店舗販売だけではなく、様々な新しい販売形態を検討し、地域のニーズにあった販売ツー

ルを開拓していく 

（ウ）営業力を強化し「笑顔とスピード」で対応できる人材育成をしていく 

 

 



【数値指標】 

１．訪問看護事業（訪問看護ステーション） 

 平均利用者数 月訪問件数 年訪問件数 単価 総収益 

住 吉 139人 778件 9,336 件 9,485 円 89,353千円 

細 江 128人 757件 9,085 件 9,449 円 86,230千円 

浅 田 125人 784件 9,413 件 9,833 円 93,290千円 

貴布祢 113人 641件 7,689 件 9,543 円 74,191千円 

高 丘 172人 946件 11,350件 9,367 円 106,596千円 

三方原 102人 606件 7,276 件 9,494 円 70,410千円 

住吉第二 60 人 356件 4,268 件 9,892 円 42,232千円 

ゆ い 17 人 102件 1,218 件 8,512 円 20,368千円 

合 計 856人 4,970 件 59,635件 9,530 円 582,670千円 

 

２．訪問介護事業（ヘルパーセンター） 

 

介護給付 予防給付 単価 

総収入 平均 

利用者数 

月間 

訪問件数 

年間 

訪問件数 

月間 

利用者 

年間 

利用者 

介護 

(回) 

予防 

(月) 

住 吉 125人 2,042 件 24,504件 40 人 480人 3,468 円 22,907円 124,100千円 

初 生 34 人 379件 4,550 件 21 人 246人 3,545 円 19,493円 29,790千円 

合 計 159人 2,421 件 29,054件 61 人 726人 3,480 円 21,750円 172,607千円 

 

３．定期巡回随時対応型訪問介護看護事業 

 

介護給付 単価 

総収入 月間 

利用者数 

年間 

利用者数 
介護 (月) 

和 合 9 人 72 人 161,361円 11,618千円 

初 生 7.3人 44 人 161,340円 7,099 千円 

合 計 16.3人 116人 161,351円 172,607千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４．居宅介護支援事業（ケアプランセンター） 

 
年間請求件数 平均単価 訪問調査 

年間件数 

訪問調査 

単価 
総収入 

介護 予防 介護 予防 

浜 松 3,188 件 384件 14,890円 3,876 円 － － 55,209千円 

細 江 2,480 件 144件 17,767円 3,878 円 － － 48,710千円 

浜 北 1,862 件 120件 15,196円 3,708 円 48 件 4,200 円 31,789千円 

和 3,072 件 300件 17,765円 3,708 円 － － 61,840千円 

三方原 2,015 件 192件 14,645円 3,708 円 － － 34,350千円 

合 計 12,617件 1,140 件 16,212円 3,786 円 － － 231,898千円 

 

５．通所介護事業（デイサービスセンター） 

 

介護給付 予防給付 単価 

総収入 平 均 

利用者数 

月 間 

利用者数 

年 間 

利用者数 

月間 

利用者 

年間 

利用者 

介護 

(月) 
予防(月) 

住 吉 22 人 575人 6,899 人 13 人 155人 9,100 円 31,000円 70,458千円 

高 丘 23 人 611人 7,327 人 39 人 462人 5,537 円 36,593円 59,121千円 

優 4 人 85 人 1,024 人 － － 14,700円 － 16,643千円 

三方原 30 人 770人 9,240 人 54 人 648人 6,585 円 35,897円 88,015千円 

合 計 79 人 2,041 人 24,490人 106人 1,265 人 7,319 円 35,546円 234,237千円 

 

６．福祉用具貸与・販売(コミュニティケアセンター)  

 レンタル件数 介護保険収益 販売収益 総収益 

ｺﾐｭﾆﾃｨｹｱｾﾝﾀｰ 9,211 件 155,164千円 381,548千円 537,253千円 

合 計 9,211 件 155,164千円 381,548千円 537,253千円 

 

７．地域包括支援事業（地域包括支援センター） 

 浜松市受託収入 
予防プラン 

請求件数 

うち 

再委託件数 

予防プラン 

単価 
総収入 

和 合 19,788千円 2,695 件 1,800 件 4,250 円 33,390千円 

細 江 26,224千円 3,540 件 2,220 件    4,380 円 43,000千円 

浜北南部 20,147千円 1,872 件 672件 4,250 円 30,022千円 

高 丘 21,060千円 2,985 件 2,055 件 4,250 円 34,918千円 

合 計 87,219千円 11,092件 6,747 件 4,289 円 141,330千円 

 

 



在宅事業（関西地区） 

 

2012年度は、4月の介護報酬改定にて医療との連携が求められる中、10月に訪問看護ステーシ

ョン淡路・津名サテライトの開設、11 月に訪問看護ステーション山本の開設を行う事ができた。

訪問介護・通所介護事業所には厳しい改定内容ではあったが、職員の努力により年間を通して安

定した運営が行えている。 

2013年度は、弥生計画並びに聖隷淡路病院移転計画を控えて、より連携できる体制を構築しな

ければならない。大規模計画の内容を理解し、現事業を検証のうえ事業規模の拡大、新規事業の

取り組みを行っていく。そのためには専門職の確保は必須だが、厳しい採用状況が続くことは間

違いない。関西採用センターを中心に病院・施設と情報交換を密に人事交流を図ると共に、介護

職員初任者研修・実務者研修の受講しやすい体制構築により、人材を作っていく。 

関西地区の在宅事業は、宝塚・北神戸・淡路とそれぞれの範囲も広く、地域性を持った事業展

開が必要である。特に宝塚地区は弥生計画地を中心として、西地区・東地区での事業展開を考え

ていかなければならい。全体としては、各事業の「高い専門性」「高いサービスの質」「職員のモ

チベーション維持」で施設と協働しながら地域ニーズに応えていくことを重点課題としたい。 

また、環境活動をはじめとする事業団の取り組みにも積極的に参画していく。 

 

【事業理念】 

福祉サービスを利用される方が望む生き方、住まい方の権利を重んじ、住み慣れた地域で自立し

て生活ができるように支援していく 

 

【経営方針】 

 １．宝塚地区・北神戸地区・淡路地区とそれぞれの地域性に基づいた包括的な事業戦略を 

   実践していく。法人内外を問わず積極的な PRを行うことで利用者増を図り、法人全体と 

   してのアピール力を向上する。 

 ２．宝塚地区は、通所介護事業所の新規受け入れ枠がない状況であり、弥生計画の入所へと 

   繋げるためにも枠の拡大・新規事業所の展開を進める。また、宝塚地区を東西の視点で 

   捉え直し、集約による効率化を具現化してきた西地区の経験を基に、東地区でも連携力を 

   高める。 

 ３．北神戸地区は、周辺に訪問看護事業所が林立する中、地域の信頼を得て検討している。 

   看護職・ケアマネジャーの採用を進め、継続性のある事業展開を行う。 

 ４．淡路地区は、訪問看護の津名地区への展開を、淡路市全域の在宅事業展開へと繋げていく。 

   また、病院移転後をにらみ、聖隷淡路病院・淡路栄光園・在宅各事業所の連携を高め、 

   聖隷として地域ニーズに応えていく。 

 ５．共通事項として、入所施設から開始された介護職員によるたんの吸引等に関する研修に 

   ついて、在宅においても兵庫県の方針・指導に基づき、必要な対応を順次行う。 

 ６. 事業団の取り組む環境保護活動へ積極的に参画し地域社会へ貢献する。 

 ７. 災害対策の整備。 



 

【事業・運営計画】 

１．訪問看護事業（訪問看護ステーション） 

 （ア）職員個々が目標を持って専門スキルを高めるとともに、時間管理能力を磨き効率的な 

    訪問を行う 

 （イ）居宅・包括を中心とした聖隷施設との連携はもちろん、近隣病院の地域医療連携室との 

    連携を意識し、「信頼され、選んで頂けるサービス」体制を構築する 

 （ウ）宝塚・北神戸・淡路の４ステーションの連携強化で、各事業所の質を高める 

 

２．訪問介護事業（ヘルパーステーション） 

 （ア）「利用者本位」を主軸として、利用者ニーズに合わせたサービス提供を行う 

 （イ）認知症や障害、難病、ターミナルへの適切な対応ができる専門職として、介護職員・ 

    サービス担当責任者の質を向上させる 

 （ウ）計画・サービス提供・記録の業務改善を行い、効率的な訪問により収支改善を図る 

 

３．居宅介護支援事業（ケアプランセンター） 

 （ア）特定事業所として、認知症・重介護者・困難事例への対応など、質の高いケア 

    マネジメントの実施 

 （イ）新規事業展開への有用な情報提供と、利用者の安定した確保への努力。ケアプラン 

    花屋敷は山本への移転を行う 

 （ウ）報酬改定により求められたケアマネ業務の徹底に対応すべく、ケアマネジャーのアセス

メント能力の向上と、記録等に掛る業務改善を進める 

 （エ）関西地区 4事業所内での職員教育を相互協力のもと実施。北神戸の増員時の教育体制や 

    情報提供で「聖隷力」を発揮する 

 （オ）収支バランスの取れた運営 

 

４．通所介護（デイサービスセンター） 

 （ア）西地区は弥生計画をにらみ新規デイサービスの開設を進める。東地区は花屋敷デイ 

    サービスの利用希望者増に対応するため規模拡大を行う 

 （イ）この数年、特養や介護付き有料老人ホームの開設に伴う重度者入所の傾向に対応する 

    ため、逆瀬台及び山本においてはリハビリ機器の導入を進める 

 （ウ）質の向上・職員教育に関しては、淡路栄光園を含めた通所部会にて実施 

 

５．福祉用具貸与・販売（コミュニティ宝塚店） 

 （ア）福祉用具貸与を経営の中心とし、福祉用具・住宅改修を関連付け、収益向上を図る 

 （イ）現賃貸物件の老築化から、店舗移転を計画する 

   

６．地域包括支援センター・在宅介護支援センター 

 （ア）3職種の高い専門性と行政や関連機関との連携強化で、地域に対しその役割を担う 

 （イ）利用者ニーズに応じて、居宅介護支援事業との連携を図る



【数値指標】 

１．訪問看護事業（訪問看護ステーション） 

 平均利用者数 月訪問件数 年訪問件数 単価(円) 総収益(千円) 

宝 塚 105 625 7,500 10,000 78,693 

北神戸 108 657 7,892 9,544 76,635 

淡 路 129 862 10,350 8,513 92,860 

山本 63 267 3,204 9,180 29,829 

地区合計 405 2,414 28,936 9,256 278,017 

２．訪問介護事業（ヘルパーステーション） 

 

介護給付 予防給付 単価(円) 
総収入 

(千円) 
平 均 

利用者数 

月 間 

訪問件数 

年 間 

訪問件数 

月間 

利用者 

年間 

利用者 

介護 

(回) 

予防

(月) 

宝 塚 105 1,360 16,320 80 960 3,600 17,500 102,689 

淡 路 55 617 7,410 32 390 3,500 19,500 35,638 

地区合計 160 1,977 23,730 112 1,350 3,568 18,077 138,327 

３．居宅介護支援事業（ケアプランセンター） 

 
年間請求件数 平均単価(円) 訪問調査 

年間件数 

訪問調査 

単価(円) 

総収入 

(千円) 介護 予防 介護 予防 

宝 塚 3,858 240 16,000 4,000 2,256 4,200 73,586 

花屋敷 2,615 204 16,000 3,900 0 0 43,826 

北神戸 464 140 12,000 3,600 0 0 6,304 

淡 路 1,815 312 14,900 4,300 0 0 30,073 

地区合計 8,752 896 15,559 4,019 2,256 4,200 153,789 

４．通所介護事業（デイサービスセンター） 

 

介護給付 予防給付 単価(円) 
総収入 

(千円) 
平 均 

利用者数 

月 間 

利用者数 

年 間 

利用者数 

月間 

利用者 

年間 

利用者 

介護 

(月) 

予防

(月) 

逆瀬台 32 843 10,121 10 120 11,600 42,992 138,250 

逆瀬川 11 298 3,578 50 608 9,700 46,000 71,930 

山本 9 236 2,841 60 728 10,548 39,429 61,220 

虹 10 256 3,075 0 0 10,700 0 33,371 

地区合計 62 1,633 19,615 120 1,456 10,960 42,463 304,771 

５．福祉用具貸与・販売（コミュニティ） 

 
レンタル件数 

(件) 

介護保険収益 

(千円) 

販売収益 

(千円) 

住宅改修  

(千円) 

総収益 

(千円) 

ｺﾐｭﾆﾃｨ宝塚店 6,440 82,602 55,120 12,040 158,944 

６．地域包括支援センター 

 
宝塚市受託収入

（千円） 

予防プラン 

請求件数 

うち 

再委託件数 

予防プラン 

単価（円） 

総収益 

(千円) 

花屋敷 26,444 2,730 636 4,466 42,804 

逆瀬川 30,196 4,560 1,560 4,549 60,514 

地区合計 56,640 7,290 2,196 4,517 103,318 

７．在宅介護支援センター 

 
淡路市受託収入

（千円） 

淡 路 5,630 



在宅事業（関東地区） 
 

2012年度は、4月の診療・介護報酬同時改定をどれだけ活かすことができるかが課題となった。

特に訪問看護ステーションの報酬評価が目立った中で、常に加算に対して意識し取り組んだ。 

2013年度は超高齢化、多死時代と言われる中で地域包括ケアシステムを意識しながら事業を展

開すべきと考える。横須賀地区では、唯一在宅事業が集約されて存在する。26年度の定期巡回随

時対応サービス実施に向け、横須賀愛光園と在宅の三事業所の連携強化と協働が求められ、それ

に応えていくための人材の育成と体制を構築していく。 

横浜の訪問看護ステーションは人材が充足していれば事業運営は安定しているが、職員の退職

が発生すると不安定になってくるという繰り返しがある現状、いかに職員の定着を図っていくか

が課題である。油壺の訪問看護ステーションは人材の確保が難しい中、小規模でも安定した事業

運営をしていくための職員と訪問件数のバランスを見極め運営していかなければならない。 

関東地区在宅が始まってから 16年目を迎える今、過渡期に立っている。人は財産であるという

ように志のある職員を定着させるためにそれぞれの管理者が初心に戻り職員すべての意識改革が

必要である。その実現に向け取り組んでいく。 

 

【事業理念】 

福祉サービスを利用される方が望む生き方、住まい方の権利を重んじ、住み慣れた地域で 

自立して生活ができるように支援していく 

 

【経営方針】 

１．社会要請に応じた新たな事業展開を実施し、経営的・人材的に安定した事業運営を目指す 

２．専門職としての質の向上に努める 

 ３．聖隷の事業所同士の連携をさらに強化し、その総合化力によるサービス体系を構築する 

４．ワークライフバランスのとれる職場環境を構築する 

５．地域包括ケアの実施に向けて制度の理解と体制づくりを目指す 

６．各管理者の更なる成長を目指す 

７．エコ活動を通して地域貢献をしていく 

８．防災対策への取り組みを強化する 

 

【事業・運営計画】 

１．訪問看護事業（訪問看護ステーション） 

（ア）職員のスキル・アセスメント能力の向上を図り、質の高いサービスを提供する（横浜・

油壺・横須賀） 

（イ）地域と医療との連携を深める（横浜・油壺） 

 （ウ）職員が自主性をもって働き、やりがいを感じる職場づくりを目指す（横浜） 

（エ）職員全員が経営参加意識を持ち、安定した事業運営を行う（横須賀・油壺） 

（オ）管理者交代による新体制の構築（横須賀） 

（カ）ワークライフバランスのとれる職場環境の構築（横須賀・油壺） 



２．訪問介護事業（ヘルパーステーション） 

（ア）定期巡回随時対応サービスに向けての情報収集と体制づくり 

（イ）会議内容の充実を図る 

（ウ）研修への積極的参加と伝達講習の実施により、職員一人ひとりのスキル向上を目指す 

（エ）業務の効率化を図るとともに個々の時間管理に努める 

 

３．居宅介護支援事業（ケアプランセンター） 

（ア）職員の増員を行い新規利用者の増数に努め、2014年度の新規事業の展開に備える 

（イ）積極的に研修に参加し知識を深めケアマネジャーの質の向上を図る 

（ウ）定期的にケースカンファレンスを実施し、半年毎の評価を行い、カンファレンスの内容

を見直していく 

 

４．エコ活動への取り組み 

（ア）環境活動について職員一人一人の意識を高める 

 

５．防災対策の推進 

（ア）防災について意識を高め災害時のマニュアルの見直しを行う。 

 

【数値指数】 

１．訪問看護事業（訪問看護ステーション） 

 平均利用者数 月訪問件数 年訪問件数 単価 総収益 

横須賀 128人 777件 9,322件 10,378円 97,143千円 

油 壺 82人 426件 5,109件 9,753円 50,170千円 

横 浜 122人 695件 8,345件 10,220円 85,410千円 

地区合計 332人 1,898件 22,776件 10,180円 232,723千円 

２．訪問介護事業（ヘルパーステーション） 

 

介護給付 予防給付 単価 

総収入 平 均 

利用者数 

月 間 

訪問件数 

年 間 

訪問件数 

月間 

利用者 

年間 

利用者 

介護 

(回) 
予防(月) 

横須賀 228件 1,389件 16,665件 31人 366人 4,251円 18,754円 95,273千円 

地区合計 228件 1,389件 16,665件 31人 366人 4,251円 18,754円 95,273千円 

３．居宅介護支援事業（ケアプランセンター） 

 
年間請求件数 平均単価 訪問調査 

年間件数 

訪問調査 

単価 
総収入 

介護 予防 介護 予防 

横須賀 3,234件 36件 16,000円 4,000円 180件 3,440円 54,870千円 

地区合計 3,234件 36件 16,000円 4,000円 180件 3,440円 54,870千円 

 



医療保護施設 総合病院 聖隷三方原病院 

 

2013年度は待望の形成外科が新設される。当面は 2名体制でのスタートとなるが、病院の規模

からは将来さらに増員が必要と考える。科の新設に伴い、今まで搬送せざるを得なかった広範囲

熱傷、顔面外傷などの救急部門からの症例に対して、他施設に負荷をかけずに治療が完結でき、

救命救急センターとしての質は向上する。救急以外にも、難治性の褥創や乳房再建、細い血管の

吻合など、彼らの活躍の場は幅広そうである。 

また、地域に必要であり中核となる医療機関が存在していなかった認知症の領域で、当院が認

知症疾患医療センターの指定を受ける予定となっている。基幹型のセンターとしては全国で 9 番

目の認可であり、もちろん静岡県では初めての指定となる。しかし、実際に機能するためには、

当院退院後の後方ベッド確保が絶対に必要であり、この地域における体制作りが急務である。連

携する医療機関や行政とも協力し、早急にシステムを作り上げたい。 

認知症と共に精神科病棟のベッドを使用する事業として、2012 年度末に C5 病棟を全面改修し

た。個室の占める割合を多くして、全県下を対象に精神科身体合併症対応施設としてより効率的

に活用できるようにした。 

このように当院精神科には、精神科救急も含めて地域より求められているものが多大で、今回

のことでさらに負担が増加しそうである。これらの事業は精神科病棟を使用した事業であるが，

上手く運用するためには各診療科の支援が必要不可欠であり、病院全体での事業と捉え取り組む

つもりである。 

2012年度導入した内視鏡手術支援ロボットを用いた手術は、保険診療の認められた前立腺全摘

術に限られていた。2013年度は他の診療科も含め、自由診療下でも行えるよう適応を拡大したい。

保険では認められていない分野でも、この治療により恩恵を受ける領域の手術には積極的に取り

組み、希望者への道を開きたい。そして、これら最新の医療を提供するためには、スタッフの質

向上も求められる。増員された研修医教育を含め、新しい医療には吸収能力の高い若いスタッフ

の育成が欠かせない。次世代を担う医療者の育成と、彼らが長く勤められる環境の整備には今ま

で同様に積極的に取り組みたい。 

 

【理念】 

キリスト教精神に基づく「隣人愛」 

  

【経営方針】 

この地域にしっかりと根ざし、住民に信頼される病院づくり 

 

【中期的な目標】    

１．安全で、質の高い医療の提供 

２．次世代を担う人材育成と働く支援 

３．地域における多施設連携の取り組み 

４．地域に望まれる病院環境の整備と社会貢献 



５．安定した経営基盤の確保 

 

【事業・運営計画】

１ 安全で、質の高い医療の提供  

(ア)安全な医療の提供 

  ①医療安全管理体制の評価と充実 

  ②感染管理体制の評価と充実 

  ③安全で効率的な集中治療病床の運用 

(イ)質の高い医療の提供 

  ①各部門の専門特化した医療体制の確立   

  ②外来・画像診断部門の再構築         

  ③内視鏡手術支援ロボットの効果的活用 

  ④新設形成外科と各診療科との連携 

(ウ)情報公開と患者参加型医療の実践 

  ①終末期を向かえる患者へのインフォームド・コンセント  

２ 次世代を担う人材育成と働く支援 

(ア)職員教育の充実 

  ①指導者育成の推進  

  ②医療人としての卒後教育の充実 

  ③ＯＪＴの強力な推進 

  ④卒後臨床研修評価の受審（認定更新） 

(イ)ワーク・ライフ・バランスが実現出来る職場環境づくり 

  ①労働環境の改善 

  ②メンタルヘルスへの取り組み 

  ③職員への育児・介護支援 

  ④職員駐車場の検討 

(ウ)医師および看護師の人材確保と定着 

  ①臨床研修センターの運営の充実 

  ②臨床研究支援の検討と構築 

３ 地域における多施設連携の取り組み 

(ア)地域における多施設連携の推進 

  ①福祉・介護施設との連携推進 

  ②精神科救急医療基幹病院としての体制充実 

  ③精神科身体合併症ユニットの効率的運用 

  ④聖隷おおぞら療育センターの充実 

(イ)認知症疾患医療センターの体制整備 

①他医療機関との連携システムの確立 

②地域包括支援センターとの連携 

③相談支援体制の構築 

④院内診療体制の整備 

(ウ)救命救急センターの体制充実 

  ①より重症な救急患者の受け入れ体制の構築 

  ②広範囲熱傷患者の受け入れ体制の構築 

  ③ドクターヘリ運用の再検討 

(エ)地域がん診療連携拠点病院の体制充実 

  ①浜松がんサポートセンターの継続的運営 

  ②五大がん地域連携クリティカルパスの活用推進  

(オ)地域医療支援病院の体制充実              

  ①病診・病病連携の強化 

  ②地域連携クリティカルパスの推進          



 (カ)災害拠点病院としての体制充実 

  ①大規模災害に向けた体制整備 

４ 地域に望まれる病院環境の整備と社会貢献 

(ア)利用者サービスの向上 

  ①駐車場の検討 

  ②クレジットカード支払いなど利便性の追求 

  ③院内セキュリティの検討 

(イ)省エネ活動の継続 

  ①省エネ活動の継続 

  ②ＥＳＣＯ事業の検証 

(ウ)病院ボランティアの組織づくり 

(エ)土地建物利用の総合的見直し 

(オ)障害者雇用の促進 

(カ)医療保護施設としての使命の再認識 

５ 安定した経営基盤の確保 

(ア)コンプライアンスに基づく業務改善の推進 

  ①アウトソーシングの質の確保 

  ②委員会・運営会議の運用再検討 

(イ)コストパフォーマンスの向上 

  ①人的資源の有効活用 

  ②費用対効果を見据えた材料等の見直し 

  ③職員の経営参画意識の向上 

  ④成果計算の精度向上と有効活用 

  ⑤2014年度診療報酬改定の取り組み 

 

【数値指標】 
 

総 収 益 20,201百万円 職 員 数 1,443人 

外来患者数  1,100人 外 来 単 価 13,700円 

入院患者数 
全体 648人 

＜一般 562人・精神 80人・結核 6人＞ 

入院単価 
全体 59,950円  

＜一般 65,060円・精神 25,000円・結核 35,000円＞ 

病床利用率 全体 84.8%＜一般 87.8%・精神 76.9%・結核 30.0%＞ 

紹介率 60％  逆紹介率 100％  

 

 

《医療保護施設・無料低額事業》 

 当院は、医療を必要とする要保護者に対して医療の給付を行うことを目的とする施設であり、

また、経済的理由により適切な医療を受けられない人に対し、無料または低額で診療をおこなう

事業を展開している施設でもある。2013年度も引き続きこのような方々に対して、積極的に手を

差し延べ相談に乗り、必要な医療を受けやすい環境を整えていく。 

 

 

入院患者数 ７２５人 外来患者数 １，４８０人 

入院単 価 ４２，５００円 外来単 価 ９，７５０円 

職 員 数 １，２５０人 病床利用率 ９４．２％ 

入院患者数 ７２５人 外来患者数 １，４８０人 

入院単 価 ４２，５００円 外来単 価 ９，７５０円 

職 員 数 １，２５０人 病床利用率 ９４．２％ 



《助産施設 聖隷三方原病院併設助産所》 

助産事業は、シングルマザー等への経済的、精神的援助という観点においても意義のある制度

である。2013年度も引き続き「みどりの通信」「院外ホームページ等」による地域への広報を図

り、当制度対象者の利用しやすい環境を整えていく。 

 



総合病院 聖隷三方原病院 聖隷おおぞら療育センター 

 

《聖隷おおぞら療育センター(医療型障害児入所施設／療養介護（重症心身障害児施設）・ 

短期入所(ショートステイ))》  

 2013 年度は、施設サービスの質の管理に重点を置き、利用者に提供する日常活動やケア

内容をより質の高いものとするため、職員の教育に力を入れて取り組んでいく。また、1 号

館の一部居室の改修と非常用電源の拡充といった 1 号館改修計画案の作成を開始し、当施

設に求められている医療的ケアを必要とする方の受け入れが万全の態勢でできるように準

備をする。ショートステイの受け入れ体制を充実させ、より安全で使いやすいサービスと

して質の確保に努め、在宅の重症心身障害児者が安心して生活を継続できるように支援し

ていく。 

 

《あさひ(生活介護)》  

利用者の重度化により医療的ケアの必要度が高まり、高度な看護・介護技術が必要とな

っている。また、生活支援の質をさらに高めるため、職員体制の充実や職員教育を行って

いく。在宅重症心身障害者の生活を支える重要な役割を果たしていくために、安定的な経

営を目指していく。 

 

《児童発達支援センターひかりの子(児童発達支援・放課後等デイサービス)》 

児童発達支援センターとして 2 年目となる 2013 年度は、在宅の重症心身障害児を支える

事業として児童発達支援事業が地域の重要な役割を担っていることを再確認し、提供する

サービスの質の向上に努めていく。そして、新たな事業として、放課後等デイサービス事

業を開始する。特別支援学校に通う医療的ケアの必要な重症心身障害児が放課後や休日に

利用できるこのサービスは、在宅重症心身障害児の支援の大きな柱である。特別支援学校

や行政機関との連携を行うとともに、サービスの質の確保・充実に努め、安定的な経営を

行っていく。 

また、2014 年 4 月からの障害児相談支援事業や保育所等訪問支援事業の実施を目途に、

具体的な計画案の作成を開始する。 

 

【経営方針】  

聖隷おおぞら療育センターは、施設利用者に対し、障害に即した医療を提供するととも

に、個の尊厳を護り、質の高い生活を提供します。  

 

【事業・運営計画】  

１ 安全で質の高い障害児者支援の実践  

２ 全診療科協力のもとでの専門医療の提供  



３ ショートステイの安全で安定的な運営 

４ 職員教育の充実 

５ 業務改革の更なる推進 

 

 

 

【数値指標】 

 入所 短期入所 ひかりの子 あさひ 

総収益 1,941 百万円  146 百万円

  

85 百万円 99 百万円  

職員数 190 人 9 人 15 人 

入院患者・利用者数 125 人  16 人   － 

入院単価（医療） 31,000 円  －  － 

外来患者・利用者数 50 人  － 22 人 28 人 

外来単価（医療） 5,400 円  －  － 

単価（福祉） 8,908 円  23,578 円  14,980 円 14,070 円 

 

 



聖隷三方原病院併設 介護老人保健施設 三方原ベテルホーム 

 

介護報酬改定があった 2012 年度は、介護老人保健施設としての役割がより明確になり、今まで

の方向性が再確認できた年となった。しかし、地域周辺施設の増床に伴う影響が大きく、年間を通

しての利用者数は伸び悩んだ。 

2013 年度は地域に根ざした施設を意識し、従来の在宅復帰支援とその後の在宅生活を多方面か

ら支援できる体制づくりを強化していく。ご利用者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる

ために、多職種を活かした多機能性を発揮しながら、在宅サービスの機能強化を図り、地域が必要

とする良質なサービスの提供に努める。地域の医療機関をはじめ各関連機関とのネットワークづく

りにも取り組み、この地域における老健施設としての役割を果たしていきたい。 

人材育成においては、聖隷理念の浸透を図るとともに、ケアの質の向上を目指す。終末期の緩和

ケア、認知症ケア、口腔ケアなどの専門性を高めることに比重を置く。利用者に快適な空間を提供

するために、地域ニーズを考慮し、今後の老人保健施設の方向性に沿った大規模改修を計画的に 

進めていきたい。 

 

【施設理念】 

介護老人保健施設「三方原ベテルホーム」は、聖隷精神（隣人愛）に則って運営される地域社

会の中の一施設である。保健・医療・福祉の総合性を大切にするとともに、そのなかで個性あ

る役割を担っていくものである。 

 

【経営方針】 

１． 利用者の「生きよう」という意欲を育む  

２． それぞれの持てる能力を活かした自立を目指す 

３． 個人として尊重され、快適に生活できる場を提供する 

 ～中期目標～ 

介護老人保健施設（在宅復帰施設及び中間施設）としての独自性（※）を目指す。 

  ※利用者個々のリハビリテーションに力を入れ、生活に即したリハビリテーションを推進し、

機能維持・改善を目指して地域における在宅生活を支援する。 

 

【事業・運営計画】 

１．在宅復帰・在宅生活支援施設としての機能・質の向上 

（ア）在宅復帰に向けた積極的なアプローチ、在宅復帰率の維持 

（イ）各職種間の連携を強化し、チームケアの推進 

（ウ）サービスの複合利用による在宅生活支援 

（エ）リハビリテーション機能の充実「通所リハビリテーション」 

 

 

 



２．安定した経営基盤の確立 

（ア）年間を通して安定した利用率の維持 

（イ）地域ニーズに根ざした在宅サービス体制の構築 

（ウ）職員一人ひとりが常にコスト意識を持つ 

３．次世代を担う人材育成と働く支援 

（ア）「聖隷理念」「施設理念」の浸透と「経営方針」の理解と実施 

（イ）個々の職員の問題発見・問題解決能力アップ 

（ウ）専門的な人材を育む「認知症ケア」「ターミナルケア」「口腔ケア」 

（エ）健康で働きやすい職場労働環境づくり 

（オ）EPAに基づくフィリピン介護士の受入れ、障害者雇用の促進 

４．リスクマネージメントを強化し安全なケアの提供 

（ア）安全管理体制に向けた個々の職員教育 

 （イ）根拠に基づいた感染管理の充実と徹底 

 （ウ）コンプライアンスの意識向上 

 （エ）防災・防犯に対する取り組み強化 

５．地域社会に期待される施設づくり 

（ア）近隣施設及び医療機関と連携し、在宅生活支援施設としての機能強化 

（イ）地域住民及び家族に対する支援強化（緊急受入れ、終末期への支援） 

（ウ）事業部内外との情報、人材ネットワーク活用推進 

（エ）学生の実習、体験学習の受け入れ協力 

（オ）地域ニーズを考慮した大規模改修の具現化 

 

 

≪無料又は低額介護老人保健施設利用事業≫ 

 当施設は、経済的理由により適切な介護を受けられない人に対し、無料または低額でケアを行

う事業を展開している施設である。2013年度も引き続きこのような方々に対して、積極的に手を

差し延べ相談に乗り、必要な介護を受けやすい環境を整えていく。 

 

 

【数値指標】 

入所（短期入所含む） 利用者数 ： 128人（入所 122人、短期入所 6人）  

単 価  ： 12,880円 

通所リハビリ     利用者数 ： 32人（介護保険 29人、介護予防 3人）   

単 価  ： 11,170円 

総収益  ：     734,000千円 職員数  ：   92人（常勤換算） 

 

 



 1 
 

総合病院 聖隷浜松病院 

 

【病院使命】“人々の快適な暮らしに貢献するために最適な医療を提供します” 

【病院理念】“私たちは利用してくださる方ひとりひとりのために最善を尽くすことに誇りをもつ” 

【経営方針 2015】私たちは利用者にとっての価値を追求し続ける病院を目指します 

     ■望まれる良質な医療を提供します ■地域社会とのつながりを大切にします 

     ■良い医療人を育てます ■働きやすい環境を作ります ■健全な経営を継続します 

 

○2012年度を振り返って 

2012 年度は「Challenge 国際基準の医療と看護に挑戦」をモットーに JCI 認証獲得へのチャ

レンジを進めた。5 月のモックサーベイ（模擬審査）、7 月のフォーカスサーベイ(追加模擬審査)

を受審して準備を進めてきた。その間 6 月には日本医療機能評価機構の Ver.6 の受審もした。  

JCIの本審査は 11月に受審をした。日本医療機能評価機構の評価は、病院の設備や体制の整備な

ど構造的な部分を重視した評価であるが、JCI では質と安全を担保した医療サービスが標準的に

提供される仕組みを評価すると言える。結果として、高い評価で JCI認証を受けることができた。

病院としては日本で 5番目、関東圏以外では初の認証病院となった。 

職員にはたいへんな負担を強いた部分もあるが、自分達だけでは変えられなかったであろう部

分を思い切って改善することができ、従来からはかなり進んだ病院機能を獲得することができた

といえる。当院の医療が世界標準であることの証明ができ、職員の士気も大いに上がっている。

今後のマグネット認定取得に向けても弾みがついた。 

 

○新棟の運用開始 

さて、2013年度はプロジェクト・ネクサス（以下 PJ-NEXUS）の第 1期棟が 5月に引き渡しを受

け、いよいよ 6 月より使用が開始される。総合周産期母子医療センターや小児科、集中治療室な

どは新 C 棟に移り、待望していた療養環境が提供できるようになる。さらに、ハイブリッド手術

室、新 MRI など新たな診療機能を獲得してスタートを迎えることになる。まずはこれらの機能を

安全に移設し、円滑な運用開始を目指す。できるだけ早期に新Ｃ棟の最新機能を活かし、高付加

価値な医療を提供すべく努力する。 

 

○人材の確保 

病院事業において人員充足が成果を分けると言えるが、新 C 棟運用開始に伴い、看護師の確保

は緊急かつ最大の課題である。7:1 看護基準維持を絶対条件とし、さらには新 C 棟に集約する手

術室や ICU などの中央診療機能を充実させるべく、人材の確保を強力に推進する。同時に、人材

募集・定着のためには良好な労働環境の整備は欠かせないため、篁二会館改築計画を推進する。7

月にはひばり保育園の移転新築が完了し運用がスタートする。質の高い保育を提供し、職員が自

慢できるような院内保育施設の充実を図る。 

また若い世代にのびのびと働いてもらえる良好な職場環境を整備し、組織の活性化と次世代体

制作りを進めていく。 
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○経営的な課題 

PJ-NEXUSは順調に進捗しているが、2013年から建築工事関連の資金負担がこれまでよりも大き

くなる計画である。これらの負担をしつつ利益増加を図るのは極めて困難な状況である。6 月の

新棟開設時点では特定病床の増設や新たな施設基準の取得が図れるわけではない。さらには基準

維持のための看護師、薬剤師、ヘルパーなどの増員、動線の複雑化に対応する補助人員の増員も

必要である。しかしながら戦略的な人員増により将来の高機能化に対応する準備は確実に活気を

帯びる。また新築効果による分娩数の増加やハイブリッド手術室の稼働が増収の材料となりえる

と考えており、早期の運用開始に努力する。 

また、2014年の診療報酬改定に向けて DPCのⅡ群要件を維持することが重要課題である。診療

密度、研修医数、高度な医療技術、重症度といった各基準すべてにおいて大学病院の最低値を上

回らなければならない。全国の大学病院や高度急性期病院がライバルであり、これらに負けない

人的・設備的投資をして最新の機能を維持していかなければ生き残れない時代になったと言える。

中医協の議論や政策の方向性を捉えつつ、例えばリニアックの増設など本体改築工事中であるタ

イミングを好機として体制整備を推進する。 

 

○2013年度は 

新Ｃ棟の運用が一部開始されるが PJ-NEXUSはまだ道半ばであり、今後も後半の工事が進捗して

いく。病院機能が十分に発揮しにくく、経営的にも厳しい環境といえる。しかしながら高度急性

期病院として生き残っていくためにも歩みを止めず、さらなる向上を目指していく。新築工事に

よるハードの充実と共に JCI 認証取得の経験を病院文化として継承することで、設備も運用も我

が国トップレベルの病院として有り続けたい。そのためには一部署内での問題解決でなく、地域、

各部署、各職員間の「連携」をより強化し、互いが協力して相乗効果を発揮する体制構築にのぞ

みたい。 

 

○BSC戦略マップストーリー 

当院が今後も地域の医療を守る役割を果たすには高度医療、急性期医療、そしてがん治療を柱

に伸ばして行きたいと考えている。PJ-NEXUSが進む中、2013年度は BSCの項目を絞り込み、以下

の事業戦略に基づいた運営を進めていく。 

2013年度の最上位目標として、当院の利用者である患者(家族)、連携医療機関、職員いずれも

が、当院への満足度を上げる。当院が選ばれる医療機関であることを証明し、地域に貢献できて

いることを確認する。 

利用者満足度向上を実現するために、『PJ-NEXUSの安全遂行・病院機能維持』『高度急性期医療

の充実』『安全と質の確保』を進める。まずは 6月の新棟運用開始に向けて安全な移転と機能の維

持に務めなければならない。新棟の機能も利用して高度急性期医療を推進すると共に職種横断的

な集学的がん治療センター体制の設置を検討、整備して行く。 

また、高度急性期病院として DPCⅡ群要件の維持は必須と考えており、各指数の向上に努力す

る。JCI の経験をもとに医療安全にはより力を入れていく。専属的に医療の質の向上に関わる専

門部署を設け、文書管理や医療の質の評価、マグネット認定に向けて取り組む。 
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 価値提供行動を実行するためには、まずは『明日をになう人材確保』が緊急の課題である。特

に看護師の確保は病院の質を左右する重要な要素となっているので全病院をあげて募集に努める。

一方で人材育成の仕組みの充実をはかり、中長期的に組織の発展を維持する人員体制の構築も進

めなければならない。さらには優良な人材の募集・定着には『働きやすい職場環境整備』を同時

に進める必要がある。若い世代がのびのびと働ける環境を作るために、設備、制度面の整備だけ

でなく風通しの良い職場風土を作って行かなければならない。 

以上の取り組みにより確実な予算達成を目指すと同時に、適切な投資を行うことで事業戦略を

完遂する。 

 

【事業・運営計画】 

『連携』(BSCマップ/KPI) 

『利用者価値』の視点（患者様・連携先医療機関・職員の満足のために） 

１ 利用者満足度の向上 

(ア) 患者満足の向上 

①病院への満足度 入院 55％外来 45％、②家族や知人に勧めたい 入院 85％外来 80％ 

③入院プライバシー評価 5・偏差値 50、④外来：待ち時間のねぎらい評価 50％ 

(イ) 職員満足の向上 

①病院への満足度 60％、②技能向上感 70％、③回答回収率 90％ 

(ウ) 病診連携の推進 

①診療所向けアンケート調査年 2回、②紹介患者 3,150件/月紹介患者入院率 28％ 

③地域医療施設と情報交換会実施 8回以上 

 

『価値提供行動』の視点（病院機能・質の向上のために）  

１ PJ-NEXUSの安全な遂行・病院機能の医事 

(ア) 患者動線及び安全の確保 

①引越および引越後動線における 3b以上の IAレポート 0件 

②引越し部署（病棟：入院患者数、放射線部・カテーテル室：検査件数）の 

上半期前年対比 100％以上 

 

２ 高度急性期医療の充実 

(ア) 手術稼働の質的向上 

ハイブリッド手術室 7月運用開始と増室による手術件数の増加 

①件数を年間 10,000件②手術単価を 2%UP（44,430→45,320） 

③手術開始時間：8時 30分開始 2室以上④麻酔管理料の算定を前年度より 10％UP 

 

(イ) 重篤救急患者受入体制の強化 

①重篤患者入院件数 100件/月以上、②ER全体に占める重篤患者入院率 6％以上 
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(ウ) 特定入院料病床の適正活用 

①ICU算定率 80％以上（てんかん患者除く）、②NICU算定率 75％以上 

 

(エ) がん診療機能の充実 

①がん診療総合センター（仮称）のプロジェクト立ち上げ 

②化学療法チームラウンドの開始 

 

(オ) DPCⅡ群要件の維持 

①診療密度 2550、②手術 1件当たり外保連手術指数 15.6、 

③DPC算定病床当たりの外保連指数 250、④重症患者に対する診療の実施 0.17 

 

４ 安全と質の確保 

(ア) 安全管理・感染管理の徹底 

①医療安全研修会の参加率合計 100％、②ＲＲＳコール 12件、 

③5S活動の継続・院内巡視 10回以上 

④手指衛生の実施率 100％、⑤ＭＲＳＡ新規検出数 10％減 

(イ) ＪＣＩ課題解決 

Not Met2項目、Partially Met23項目の改善を完了 

 

(ウ) マグネット認証への準備推進 

①看護師満足調査において『病院全体の業務における看護師の関わり』2.9以上 

 『看護管理者の力量・リーダーシップ・看護師への支援』3.01以上 

②患者満足度調査『看護師は私の痛み、不快感、恥ずかしさ、不安に配慮して処置を

した』4.65以上 

③看護質指標において NDNQI参加全病院の平均以上の値を示す 

 

 

『成長・学習』の視点（人材確保・成長のために/経営の効率化の為に） 

１  働きやすい職場環境整備 

(ア) 職場環境の改善 

     ①職員満足度調査「職場の人間関係に満足している」設問 

まったくそうだ／ややそうだの占める割合 65％ 

②セクハラパワハラに関する部門別研修会実施（新人・初期研修医受講率 100％） 

(イ) 労働環境の改善 

     ①年間有休取得平均 12.0日以上の職場 100％ 

②残業時間の削減に対する指標：対前年比 5%削減 

③診療部の当直環境の見直し（当直料の見直し・仮眠室などの環境整備） 

④既存棟の老朽化した備品交換などの職場環境改善及び A・B棟改修調査の実施 
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２  明日を担う人材の確保 

(ア) 医師の採用 

①救急科医 3 名、②麻酔科医 1名、③放射線科医 1名、④腫瘍内科医 1名、 

⑤感染医１名、⑥血液内科 1名、⑦脳血管内治療医 1名、⑧腎臓内科医 1名 

(イ) 看護師の採用 

①新卒看護師 100名・助産師 10名 ②中途 30名 ③看護定着率 93％ 

(ウ) 人材育成の強化 

①全職員必修研修の平均受講率 80％ 

②職員満足度調査「自己成長の機会がある」70％、「研修機会がある」60％ 

 

『財務』の視点（経営・運営の安定化のために） 

１ 2013年度予算の達成 

 収益管理 

   ①医業収益 258億円 

   ②入院単価：70,100円 

   ③入院患者数：697人・病床稼働率：93.7％ 

 費用管理 

   ①材料費医収比：21.4%以下 

    【診療材料：10.6%以下・医薬品：10.2%以下】 

   ②給与費医収比：52.6%以下 

 経常利益 

   ①9億 7千万円 

 

【数値指標】 

総 収 益     27,241百万円 職 員 数 1,708名 

入 院 単 価 70,100円 入院患者数 697名 病 床 利 用 率 93.7％ 

外 来 単 価 14,100円 外来患者数 1,600名 平均在院日数 11.8日 

紹 介 率 75％ 逆 紹 介 率 90％ 

 

 

 

聖隷浜松病院併設助産所 

 2012年度は 12月までに 12名（延べ日数 74日）の方の利用があった。利用件数は前年比 137.0%

と大きく増加している。2011 年 10 月より運用開始した院内助産システム本格稼働により、社会

的経済的に困難を抱えた妊産婦の方々にも受入窓口を開き、受け入れ態勢を強化した結果と考え

られる。2013年度も引続き受入体制の確保を図っていく。 



聖隷淡路病院 

 

2012年度は聖隷淡路病院移転・新築計画の着実な準備及び地域に密着した医療を提供する拠点

病院として、利用者の方々から信頼される病院作りを念頭に事業を進めてきた。11月には新築工

事の起工式が行われ、淡路市長をはじめ自治会等、多くの方々にご参加頂き、「地域の皆様から

期待され働く職員にとって夢・希望が持てる病院」を基本コンセプトとした新病院作りがスター

トした。また、地域のニーズに応える為、淡路市内では 20年ぶりとなる産婦人科が開設され妊

婦診断や妊婦検診、産婦人科手術が開始された。8月より皮膚科診療も開始され、地域住民の要

望に沿った医療が実践された。 

2013年度は、現病院としての最後の事業年度となる。引き続き、患者本位の信頼される医療サ

ービスを提供すると共に新病院への移転準備を着実に行う。新病院は在宅福祉との連携を更に密

接にして利用者にとってシームレスな運用が出来るよう、職員の叡智で万全に準備をすすめる。

経営改善にも積極的に取り組み、病院が目指す医療と融合出来るよう努力していく。人材の採

用・育成においては、淡路の特徴を生かし、聖隷関西地区及び浜松地区と有機的な採用・育成プ

ログラムを検討したい。ついては、以下に示した事業・運営計画に全職員がひとつとなって取り

組んでいく。 

 

【施設理念】 

  『聖隷精神（隣人愛）を継承し、地域に根ざした医療・福祉に貢献する』 

 

【経営方針】 

 １. 保健・医療・福祉の連携により地域のニーズに対応し、住民の健康と生命を守る 

 ２. 職員の資質と組織力の向上に努め、安全で質の高い医療サービスを提供する 

 ３. 新病院移転・新築計画を推進する 

 ４. 健全な経営基盤を確立する 

 ５. 自然環境に配慮した運営を進める 

 

【事業・運営計画】 

１.地域ニーズに対応した総合的な保健・医療・福祉サービスの提供 

（ア）聖隷淡路地区施設との連携を強化した一体的な事業展開 

（イ）地域医療連携の推進 

  （ウ）診療機能の充実 

（エ）地域住民の健康診断受診率向上 

２．新病院移転・新築計画の着実な準備 

（ア） 医師・看護師の人材確保 

（イ） 新病院に合った業務運用の構築 

（ウ） 特徴ある病院作り 

（エ） 計画的な備品整備 



（オ） 利用者に不便を掛けない病院移転 

３．安全な医療サービスの提供と人材育成の推進 

  （ア）安心・安全な医療の提供 

① 医療事故防止と感染予防対策の徹底 

②  各職種の専門性向上と診療支援体制の強化 

（イ）人材育成の推進 

①  理念教育の推進 

②  役職者の質向上と育成 

③  教育研修計画の整備と教育体制の充実 

（ウ）地域医療人の育成と地域雇用の推進 

① 教育機関からの実習受入体制充実 

②  地域雇用の推進 

４．利用者の満足度向上 

（ア）患者満足度の調査と改善活動の実施 

（イ）働きやすい職場環境作り 

５．コンプライアンス経営とエコロジーの取り組み 

（ア）コンプライアンス経営の実践 

（イ）公的事業への参画 

（ウ）省エネルギー活動への取り組み 

６．健全な経営基盤の確立 

（ア） 病床稼動率の向上と新病院を見据えた病床整備 

（イ） 人的資源の有効活用 

（ウ） 費用対効果の検証と材料等の見直し 

（エ） 職員の経営参画意識の向上 

（オ） 2013年度事業予算の達成 

 

【数値指標】 

 

 

《無料又は低額診療事業》 

無料又は低額診療事業を行う施設の使命感を持ち、生活困難者の受入を継続する 

総 収 益 1,429百万円 職 員 数 144名 

外来患者数 100人/日 外 来 単 価 8,900円 紹 介 率 25.0％ 

入院患者数 120人/日 入 院 単 価 25,000円 病床利用率 92.3％ 

再掲（一般） 75人/日 単価 28,500円 病床利用率 93.8％ 

（療養） 45人/日 単価 17,600円 病床利用率 90.0％ 



聖隷横浜病院 

 

2013 年 3 月 1 日に開院 10 周年を迎えた。開院以来「地域住民のために急性期を中心とした医

療サービスを提供し、地域に貢献する」ことを方針とし、特に救急医療体制の整備に注力した結

果、横浜市の二次救急拠点病院に認可されるなど地域から信頼される評価を受けることができた。 

10年目の節目にあたって、あらためて地域内の医療連携を強化するために登録医（サポートド

クター）制度を新設し、2013年度に本格的な運用スタートとなるべく準備を行った。またオーダ

リングシステムの更新により、一層の業務効率化を図ることができた。 

診療体制においては脳卒中科を新設し診療機能を充実させたほか、消化器内科の診療体制を強

化するために外来と内視鏡センターの一体運用を行い、内視鏡検査の件数増に繋げることができ

た。2013年 2月に卒後臨床研修領域での機能評価、2013年内には医療機能評価そのものの更新を

迎える。また産科領域では「赤ちゃんにやさしい病院（BFH）」の認定審査を受審する。 

2012 年度後半に立ち上げた新病院建築プロジェクト（SYP11）においては、単に老朽化した建

物の更新だけでなく、地域の中核的な医療施設として診療機能を強化することを目的として計画

の検討を行った。職員の関心も高まり、新病院への期待が大きくなる中、2013年度は事業承認を

受けた後に計画そのものの着実な進展を図りたい。 

経営基盤を確立するために、年度を通じて入院患者を安定的な受け入れ、予算達成を目指す。

そのために必要な外来患者数を確保するが、特に紹介による患者数増を目指していく。DPC 請求

の定着やクリニカルパスの浸透により、平均在院日数の短縮が顕著であるが、今一度、患者の状

況に応じた適正な在院日数での入院管理を行っていく。また社会福祉法人が設置する病院として

福祉医療を担う立場から、無料定額診療事業への取り組みを強化していく。 

当院の取り組みとして多方面から評価されている医師のジョブシェア制度や看護のワークシェ

アなど、職員一人ひとりが活き活きと働き続けるためのシステムづくりを継続し、「ひとづくり」

に努めていきたい。 

 

【病院理念】  

「私たちは、隣人愛の精神のもと、安全で良質な医療を提供し、地域に貢献し続けます」 

【経営方針】  

  地域住民のために急性期を中心とした医療サービスを提供し、地域医療に貢献する 

１.安全で質の高い医療の提供  ２.利用者の立場に立った医療の提供と地域連携の推進 

  ３.人材確保・育成   ４.職員が働きやすい環境づくり   ５.経営基盤の確立 

【事業・運営計画】 

１． 安全で質の高い医療を効率的に提供する 

（ア）質の高い医療の提供 

    ① 救急受入体制の充実    ②手術室の効率運用による稼働率の向上 

③ クリニカルパスの適正化 

（イ）安全な医療の提供 

① 安全管理体制の充実    ②院内感染対策の徹底及び推進 



    ③ 防災活動の充実と災害時事業継続体制の検討 

（ウ）チーム医療体制の推進 

（エ）病院機能評価の認定更新と「赤ちゃんにやさしい病院（ＢＦＨ）」の認定取得 

（オ）新病院建築計画（SYP11）の実行 

 

２． 利用者の立場に立った医療を提供し、地域連携の推進を図る 

（ア）病院情報発信力の強化 

（イ）地域連携 MAPの利用によるサポートドクター制度の導入と拡大 

（ウ）オンラインによる地域開放型の検査予約の推進 

（エ）相談業務を包括した地域医療連携体制の構築 

（オ）関東地区諸施設との連携強化による総合化力の発揮 

（カ）ボランティア活動の充実 

 

３． 人材を確保、育成する 

(ア) 機能向上のための人材確保と定着 

(イ) 臨床研修病院としての機能充実 

（ウ）誇りを持って医療を提供できる人材の育成 

（エ）接遇意識の向上 

 

４． 職員が働きやすい環境を整える 

（ア）院内保育所の充実 

 （イ）職員が活き活きと働き続けられる働き方の実践 

（ウ）職員のメンタルへルスを含む健康管理の推進 

（エ）診療支援業務の強化 

 

５．長期安定的に発展するために経営基盤を確立する 

 （ア）病床利用率の向上 

（イ）職員の経営参画意識の向上 

（ウ）診療データに基づいた経営分析 

（エ）省エネルギー活動の継続的な取り組みと費用対効果を見据えた経費の見直し 

 

【数値指標】 

総収益 6,298,530千円 職員数      517名 

外来患者数 629名 外来単価 10,700円 平均在院日数   13.6日 

入院患者数 236名 入院単価 47,600円 病床稼働率 78.7％ 

紹介率 50％ 逆紹介率 80％ 

 

《無料又は低額診療事業》 

無料又は低額診療事業を行う施設の使命感を持ち、10％以上の生活困難者の受け入れを継続する。 



聖隷佐倉市民病院 

 

2012 年度は院長が交代し新体制となった。「顔の見える病院」をテーマにかかげてスタートを

きり、市民公開講座の定期的開催、ホームページ上のブログ開始など情報発信を強化した。聖隷

グループの連携の観点では、医師派遣や関東地区のグループ施設の健康診断をほぼ請け負うなど

連携を深めた。また、日本医療機能評価機構による病院機能評価の更新認定を受けた。 

 2013年度は 2台目の MRIを稼働させ、第 3期工事（透析センター、健診センター、外来棟増築）

も着工し、患者、受診者様の増加に対応するハードの整備を進めていく。さらに、外来機能の充

実、病棟の再編成を検討するなどソフト面の充実に努め、許可病床の 400 床稼働に向けた基礎を

作る年としたい。また、クリニカルインディケーターの公開など広報機能も向上させたい。医師、

看護師をはじめ人材の確保については継続して尽力していきたい。 

【施設理念】 

キリスト教精神に基づく『隣人愛』に立ち、 

 患者本位のより良質な医療を求めて最善を尽くします 

【経営方針】 

１．隣人愛の精神の継承と実践   

２．安全かつ迅速で適切な医療・看護の提供 

３．地域医療との連携、地域住民参画の医療 

４．創造的な変革を通し、効率的で安定した健全経営を目指す  

５．働きがいのある職場づくり 

～中期的経営方針～  １．患者を笑顔にする安全で質の高い医療の提供 

２．働く人々も笑顔と感動を共感できる病院づくり 

３．安定した経営による早期 400床の実現 

              ４．地域の実情に即した新しい病院機能を検討する 

５．相互尊重に基づく、チーム医療を提供する 

６．将来を担う人材の確保と育成 

【事業・運営計画】 

１．患者の笑顔につなげる質の高い医療の提供 

（ア）患者に優しいサービスの提供 

①わかりやすい説明書式を用いて、実践する  ②暴力のリスクマネジメント 

③相手を尊重したコミュニケーションの推進 

（イ）クリニカルインディケーターによる質の評価 

（ウ）無料低額事業の維持 

２．職員が笑顔で働ける職場 

（ア）心の健康づくりとワークライフバランス 

①有給取得率の向上  ②ノー残業 DAYの推進  ③傷病欠勤率の低下を目指す 

（イ）相互に助け合う業務連携 

①医師補助業務の拡大 



３．400床実現に向けた安定経営の実現 

（ア）経営分析と情報発信体制の確立 

①クリニカルインディケーターの公開  ②市民公開講座の拡充 

（イ）増収対策と費用削減対策 

①部門横断的な費用減・増収対策プロジェクトの設置  ②７：１入院基本料の維持 

（ウ）第三期建築工事の推進 

①新棟および新設備のスムーズな運用準備 

４．地域のニーズにあった病院機能の充実（特色の鮮明化・差別化） 

（ア）がん医療の充実 

①放射線治療の病病・病診連携体制の強化  ②地域のがんの患者の手術件数の増加 

③緩和ケア病棟と緩和サポートチームの効果的な運用 

（イ）地域の期待に応じた健診機能の整備 

（ウ）地域連携機能の充実 

①事前予約制の導入検討 

（エ）高齢者対応体制・救急体制の検討 

①高齢者に対応できる治療プロトコルの検討  ②救急医療体制の充実に対する検討 

５．顔の見えるチーム医療の実現 

（ア）チーム医療の強化 

①専門的知識を生かした新たな役割分担と業務拡大 

６．人材の確保と育成 

（ア）医師・看護師・薬剤師・STの確保 

①計画的な人材確保の仕組み作り 

（イ）研修医受入体制の整備・充実 

（ウ）次世代リーダーの育成強化 

①次世代リーダーの育成 

【数値指標】 

総 収 益 7,655,100千円 職 員 数 526名 紹 介 率 50％ 

外来患者数 719名 外来単価 11,680円 逆 紹 介 率 100％ 

入院患者数 265名 入院単価 47,030円 病床稼動率 90.1％ 

検診受診者 57名 検診単価 27,760円 平均在院日数 16.5日 

《無料又は低額診療事業》 

無料または低額診療をおこなっている施設として 2013年度も使命感を持ち積極的に取り組む。 

 

訪問看護ステーション佐倉 

 2012年度は人員体制の強化を図り、安定稼働に向けた事業を展開した。2013年度は増え続ける

地域ニーズに応えるため、地域サービス機関との連携を強化し、サービスの質の向上を目指す。 

【数値指標】 

総 収 益 37,800千円 介護保険単価 8,200円 介護保険利用回数 3,480回 

職 員 数 3名 医療保険単価 12,000円 医療保険利用回数 720回 



浜松市リハビリテーション病院 

 

聖隷福祉事業団が浜松市リハビリテーション病院の指定管理者を受託して 6 年目を迎える。

2012年度も診療の充実と入院病床 180床の安定運用を第一に考え、浜松市内外より多くの患者を

受け入れた。診療機能では、ここ数年間整備を進めてきたスポーツ疾患の診療体制を更に高める

ために、「スポーツ医学センター」をオープンし、手術件数や外来患者数の大幅な増加に繋がった。

2011年度オープンした「えんげと声のセンター」も順調に推移しており、これらセンター機能の

充実は、患者サービスはもちろんのこと、職員のモチベーション向上にも大きく寄与している。

病院機能としては、5S 活動を導入し、第一段階である「整理」「整頓」が院内全体で徹底され、

職員の意識も高まってきた。そして、市民による市民の健康増進・介護予防を目的とした、市民

いきいきトレーナー養成事業は、各地域で普及活動に取り組まれる方を輩出する等、少しずつで

はあるが整備され、地域への貢献に繋がっている。 

2013年度は、2014年 4月の新病院開設に向けた重要な 1年となる。建築計画の確実な実施と安

全の確保とともに、増床を視野に入れた運営方法や人員体制の検討も早急に進めていかなければ

ならない。電子カルテの導入を含めた病院情報システムの更新も併せて検討していく。指定管理

者契約の更新については、中長期を見据え、事業団及び浜松市双方にとってより良い契約内容と

なるよう、具体化させることが必要となる。今後の指定管理による病院運営のノウハウを確立し

ていくことも考えていきたい。医療体制の充実については、各専門職からの積極的な診療への参

画、支援など、職員ひとり一人が自立し、また一体となって病院運営に取り組む姿勢を強化して

いきたい。引き続き担っている地域リハビリテーション広域支援センターとしての役割について

も、リハビリテーション従事者の育成や地域の医療機関と協働した情報発信など、これまでを振

り返り、改善していくことで、強力に進めていきたい。 

2013年度も職員の資質・技能の向上に努め、チームアプローチによる最良の医療を提供するこ

とにより、市民から選ばれる、そして信頼される病院となることを目指していきたい。 

 

【病院理念】 

私達は、地域に根ざし、利用してくださる方々の尊厳と生活の質を尊重した医療を提供します 

 

【経営方針】 

地域のニ－ズに即し、一人一人を大切にしたリハビリテ－ション医療を展開し市民に信頼され

る病院を目指す 

１．患者中心主義に基づく医療を展開する 

２．安全で科学的な論拠に基づく質の高い医療を提供する 

３．医療・福祉・介護分野との幅広い連携体制を構築する 

４．最良のチームアプローチによるリハビリテーション医療を提供する 

５．健全な経営基盤を確立する 

６．職員の資質・技能向上に努め、人材確保とその育成に努力する 



 

【事業・運営計画】 

１．安全で質の高い医療の提供 

(ア)リハビリテーション医療機能の充実  ①365日リハビリテーションの拡充 

         ②回復期リハ病棟入院料 1の取得 

(イ)医療安全管理体制の充実    ①医療事故、災害時対応体制の整備 

②5Ｓ活動の継続 

(ウ)医療提供体制の充実     ①えんげと声のセンターの充実 

②スポーツ医学センターの充実 

(エ)第三者評価受審に向けての準備 

２．チーム医療の充実と連携の強化 

(ア)職種間・職員間連携の強化   

(イ)関係機関との連携強化    ①関係機関との積極的な情報交換 

(ウ)地域リハビリテーション体制の支援  ①広域支援センター事業の計画と実施 

３．人材の育成と労働環境の整備 

(ア)必要な人材の確保と定着      ①医師／看護師／療法士の確保 

(イ)職員教育の充実    ①院内階層別研修の拡充 

(ウ)安心して働くことのできる職場環境の構築 ①セクハラ／パワハラ／院内暴力の根絶 

    ②ワークライフバランスの実現 

４．安定した経営基盤の確立 

(ア)許可病床 180床の安定稼動   ①効率的なベッド利用による稼働率の向上 

(イ)計画的な整備と確実な予算達成    ①経営支援指標の整備とタイムリーな報告 

５．利用者および地域への貢献 

(ア)利用者満足度の向上    ①接遇向上に向けた積極的な取組み 

(イ)市民いきいきトレーナー養成事業   ①トレーナーが活躍する機会の支援と創出 

(ウ)市民に選ばれる病院づくり   ①市民および地域ニーズの把握 

６．新病院開設に向けた取り組み 

(ア)新病院建設工事の確実な実施と安全の確保 

(イ)増床対応できる効率の良い運営方法の検討 ①電子カルテ導入の準備 

(ウ)2014年度以降の指定管理者契約の締結 

 

【数値指標】 

総収益 2,130,910千円 職員数 258名 

入院単価 29,950円 入院患者数 159人／日 病床利用率 88.3％ 

外来単価 7,600円 外来患者数 104人／日 平均在院日数 45日 

紹介率 30％ 逆紹介率 200％ 

 



  聖隷袋井市民病院 

 

袋井市立聖隷袋井市民病院は 2013年 5月新規開設され、指定管理者として聖隷福祉事業団が

病院運営を受託する予定である。病院開設の経緯としては、中東遠総合医療センター開設と、そ

れに伴う現袋井市民病院の閉院が大きな要因といえる。急性期医療は中東遠総合医療センターに

より充実が図られる反面、平均在院日数の短縮や病床数の減尐、及び袋井市内外来機能の縮小な

ど、袋井市民の医療需要に大きな影響が予想されている。 

聖隷袋井市民病院は、このような地域環境を鑑み、中東遠総合医療センターをはじめとする急

性期病院退院患者の受け皿としての機能、在宅復帰など地域診療所との連携機能などの、確保・

強化に努め、地域全体として切れ目のない医療の提供を目指し、急性期病院がその機能に特化で

きるような運営を行う方針である。 

また、療養期・回復期の医療機能を確保し、幅広いニーズに対応できる医療の提供を構想し、

増築改修計画を推し進める。将来的には、高齢者が安心して生活できるモデル事業として、病院

周辺に、保健・医療・介護・福祉のトータルサービスの一体的な展開を、袋井市と共同検討する。 

このように地域ニーズに即し、一人一人を大切にした医療を展開することで、地域住民からの

期待に対して、満足と信頼を得られる運営を目指していく。そのためにも、新規開設施設として、

病院の基本的な体制を固めることに重点を置きたい。 

 

【施設理念】 

『私たちは、患者と同じ視線を持ち、 

地域に信頼される病院を目指して歩み続けます』 

【経営方針】 

1. 地域ニーズに対応した安心・安全で質の高い医療サービスの提供 

2. 急性期病院との架け橋となる医療提供体制の構築 

3. 地域診療所と円滑な連携体制の構築 

4. 介護事業所との幅広い連携体制の構築 

5. 市民が受診しやすく健康指導につながる保健事業の導入 

6. 安定した経営基盤の確立 

7. 働きがいのある職場づくりと人材育成 

 

【事業・運営計画】 

1. 地域ニーズに対応した安心・安全で質の高い医療サービスの提供 

（ア） 新規開設病院として診療に関する運用の確立 

① 病院特性・病院規模に応じた診療範囲の確定 

② 診療環境の整備と人員確保 

③ リハビリテーション提供体制の構築 

（イ） 医療安全管理・院内感染防止などの管理体制の確立 



2. 急性期病院との架け橋となる医療提供体制の構築   

（ア） 急性期病院からの患者の円滑な受け入れ 

① 紹介入院の運用確立 

② 積極的な広報活動 

（イ） 救急的な医療必要時の急性期病院との連携体制構築 

（ウ） 急性期病院の補完的な外来機能の安定確保 

① 地域ニーズに応じた診療体制の確立 

② 急性期病院との外来連携体制構築 

 

3. 地域診療所と円滑な連携体制の構築 

（ア） 地域医療連携室の設置 

（イ） 在宅療養患者の後方病床として受け入れ運用の確立 

（ウ） 地域ニーズに応じた特色ある外来の確立 

 

4. 介護事業所との幅広い連携体制の構築 

（ア） 在宅復帰や療養施設への入所を支援し地域全体として切れ目のない医療の提供 

① 退院支援システムの確立 

② 介護事業所と積極的な情報交換を通じた地域ニーズの把握 

 

5. 市民が受診しやすく健康指導につながる保健事業の導入 

（ア） 保健事業部による検診車を活用した特定健診等の導入検討 

 

6. 安定した経営基盤の確立 

（ア）人材確保に向けた体制構築 

（イ）療養病棟の早期開設 

（ウ）経営指標の早期整備と活用 

 

7. 働きがいのある職場づくりと人材育成 

（ア）チーム医療の構築 

（イ）療養期・回復期等の医療を推進するための人材育成 

 

 

【数値指標】  

総 収 益 267百万円 職 員 数 48.2名 

外来患者数 49.8人/日 外 来 単 価 5,843円 紹 介 率 ％ 

入院患者数 30.6人/日 入 院 単 価 22,435円 病床利用率 61.2％ 



保健事業部 

保健事業を取り巻く環境や社会情勢はここ数年変化が著しく、少子高齢化や経済状況が厳しい

中、社会的にも健康への投資を控える傾向が強くなっていきている。 

2008 年度より医療費抑制策の一部として開始された特定健診制度（Ⅰ期）は 2012 年度で終了

し 2013年度より第Ⅱ期特定健診制度が始まる。Ⅰ期では健診実施が主目的であったがⅡ期では健

診・指導の効果を示すことが求められる。今年度は特定健診だけでなく人間ドックを含めた各種

健診の健診データの統計・分析部門を充実させ保健事業の効果の示す「見える化」を推進したい。 

今年度 8 月に聖隷浜松病院主催で開催される人間ドック学会学術学会のメインテーマとして

「トータルヘルスケアとしての人間ドック」を掲げた。生涯を通じた健康支援を関係諸団体等と

連携を強くして実施していきたい。その為には、利用者への健康情報発信ツール等の基盤整備に

よるポピュレーションアプローチの強化と疾病の早期発見、疾病の発生予防はもとより特に重症

化予防に向けてのハイリスクアプローチを強化したい。 

健康経営の実践として「スマートライフプロジェクト」や「がん健診アクションプラン」等を

各施設の衛生委員会との連携で継続拡大し、保健事業部として健康経営評価基準を達成しＥＳ、

ＣＳ、ＭＳの向上を推進し、「会社と社会を幸せにする健康経営」として個人、地域、他事業所、

団体等へ「健康の大切さの風土作り」を支援し、健診、健康教育、コンサルタント、相談等を職

員一同一丸となって提供していきたい。 

また聖隷のオンリーワンとしての「トータルヘルスケア」を聖隷事業団各施設との連携で地域

へ実践し、「健康で長生きすること」を提供していきたい。 

 

【事業部理念】 

わたしたちは、利用者の皆様と力を合わせて、お一人おひとりの健康の実現を支援します 

 

【事業部経営方針】 

 わたしたちは、聖隷精神「一人の人間の健康（命）を大切にする」ことを継承し、そのための

「保健医療活動」と「人材育成」に全力を注ぐ 

 

【事業・運営計画】 

１. 受診者様の目線に立った質の高いサービスの提供 

 （ア）高齢者・女性など利用者様のニーズにあった健診コース・オプションメニューの充実を

はかる 

（イ）事後フォロー体制を強化し、精密受診率の向上をはかる 

（ウ）ＣＳ向上のためのアンケート調査の継続と改善活動をおこなう 

（エ）利用者様の利便性を考慮したインターネット予約システムの検討をおこなう 

（オ）聖隷予防健診センターにて、ISO27001（ISMS：情報セキュリティマネジメントシステム）

を取得する 

（カ）浜松地区の 2 センター（健康診断センター・予防検診センター）にてリアルタイムドッ

ク開始に向けた体制整備をおこなう 



（キ）保有健診データの管理・分析を推進し、精度管理の向上・学会発表・経営戦略等におい

て有効利用をする 

２． 経営基盤強化に向けた取り組み 

（ア）静岡地区再編後の実績評価と検証をおこなう 

（イ）保健事業部全体として人間ドックリピーター率 75％達成を目指す 

（ウ）医療機器、施設等の固定資産を有効活用し、エビデンスに基づいた新商品を開発する 

（エ）静岡県中部地区への出張健診事業進出に向けた基盤整備を開始する 

 

３． 人材の育成 

（ア）目標参画システムの積極的な活用により、自立した職員を育成する 

（イ）職場でのＯＪＴや継続教育研修、学会への積極的参加により専門性を高める 

（ウ）保健事業部版｢事務部キャリアラダー｣を作成する 

（エ）後期研修医受け入れ体制を強化し、養成を積極的に行う 

（オ）再雇用制度の有効活用を行う 

 

４． 健康経営の実践 

 （ア）Ｓ診断、ＥＳアンケート結果をフィードバックし職場環境の改善をはかる 

 （イ）「スマートライフプロジェクト」「がん検診アクション」を継続し、取り組み結果を外部

にも発信していく 

 （ウ）職員一人ひとりが働きやすく、魅力を感じる施設づくりを目指す 

 （エ）健康経営指標を明確にし、実績の評価と検証を行う 

 

５． 連携の強化 

 （ア）地域・企業・個人に対し積極的な情報発信を行う 

（イ）保健事業部各施設間の内部交流を積極的に行い、人・物・情報の有効活用をする 

（ウ）業務効率・精度管理の向上を目的とした、保健事業部読影センター構想の検討を開始す

る 

 （エ）聖隷佐倉市民病院健診センターの事業拡大に対する支援体制を検討する 

（オ）浜松地区の事業団施設と密接な連携をとり、連続したサービスを提供する 

 

【数値指標】 

1日ドック 宿泊ドック ＰＥＴ健診 一般健診 特定保健指導 

59,101名 700名 264名 325,922名 5,714名 

婦人科健診 特殊健診 外 来 合 計 医業収益 

74,491名 36,783名 38,620名 541,595名 7,013,380千円 

・職員数 581名 



聖隷健康診断センター 

  

超高齢社会の到来により、各健康保険組合の医療費負担が年々増大し、財政状況が悪化してい

る。そのため 2012年度は、保健事業費の削減、人間ドック補助額の減額など、保健事業部にとっ

ては大変厳しい経営環境の年であった。しかしながら、そういった状況の中、地元自治体に対す

る積極的なリーフレットの配布、補助を利用しない全額自己負担利用者様に対するＤＭなどを強

化した。その結果、浜松市健康診査ドック、特定健康診査を中心とした一般健診利用者の増加を

はかることができた。さらに需要の高い婦人科検診についても、午後枠の有効利用策をとりなが

ら利用者増をはかった。 

2013年度も引き続き厳しい社会情勢は継続するものの、人間ドック利用者数を増加させなけれ

ばならない。そのためには既存顧客の囲い込みが必須となる。それには、ＣＳの向上を図ること

は当然として、それ以外にもリピーター率向上のための施策を展開したい。 

 ＣＳ向上については、当センターの最大課題である「待ち時間対策」が急務である。次年度は、

職員一丸となってリアルタイムドック実現に向けて取り組んでいきたい。 

 

【事業・運営計画】 

１. 利用者様の目線に立った質の高いサービスの提供  

 （ア）待ち時間対策のための一部リアルタイムドックの実施と、完全リアルタイムドック開始

に向けた体制整備をする 

（イ）利用者様に満足いただける「おもてなし」ができるための接遇力の向上をはかる 

①年 1 回の接遇コンテストを実施する 

（ウ）利用者様のニーズにあった健診コース・オプションの充実をはかる 

 （エ）快適に受診いただくための環境整備と情報発信をする 

    ①案内図の充実をはかり利用者様が迷わない館内作りを目指す 

    ②コンシェルジュを配置し、利用者様が気軽に相談できる体制を整備する 

    ③当日のオプション空き状況を可視化する 

（オ）利用者様の利便性を考慮したインターネット予約システムの検討をする   

   

２. ターゲットを絞った経営基盤強化のための取り組み 

（ア）ドックリピーター率を向上させる（対前年 2％アップ） 

①リピーターにならない利用者様（特に 2 年目未受診様）へのアプローチとアンケート

調査を実施する 

②ＩＴ（ホームページ・ウーキングサイト等）を利用し、個人に向けた健康情報発信を

積極的に実施する 

（イ）二次精密受診率を向上させる（がん検診 対前年 1％アップ・生活習慣病健診 対前年 

    3％アップ・労災二次健診 対前年 5％アップ） 

   ①受診の必要性を積極的に啓蒙できる体制を構築する 

   ②発信型コールセンターを設置する 



（ウ）ＧＥＮＫＩの利用促進のための検討と方向性の検証をする 

（エ）ＢＣＰ（事業継続計画）を作成するとともに、危機管理体制の構築と整備をする 

 

３. 職場を活性化させるための人材育成 

（ア）目標参画システムを積極的に利用し、自立した職員を育成する 

（イ）OJT･OFFJTを実践し、経営を意識することができる中堅職員を育成する 

（ウ）保健事業部としてのキャリアラダーを作成し、専門性ならびに社会人スキルの向上をは

かる 

 

４. 相互理解促進のための連携強化 

（ア）保健事業部各施設間での人・資源・情報の連携、協力体制を強化する 

 （イ）事業団内の他事業部との連携体制を強化する 

    ①聖隷浜松病院（日本人間ドック学会開催 2013年 8月・GENKIの利用促進） 

    ②高齢者公益事業部・浜松リハビリテーションセンター等 

 （ウ）地域・企業に対して、イベントへの参加・情報発信などを積極的に行い、地域に根付い

た事業を展開する 

 （エ）2014年 5月稼動に向けた健診システムマイナーチェンジへの準備をする 

 （オ）消化器がん検診学会（東海北陸地区）開催準備を進める 

  

５. 健康経営への取り組み 

 （ア）「スマートライフプロジェクト」「がん検診企業アクション」の継続と実績評価をする 

 （イ）職員の健康診断受診率 100％・二次精密受診率 100％を達成する 

 （ウ）健康経営指標を明確にし、職員の健康度を可視化する 

 （エ）Ｓ診断・ＥＳ調査の結果をもとにした改善案の実績評価をする 

 

【数値指標】 

１日ドック PET健診 一般健診 特定保健指導 婦人科健診 

25,799名 264名 46,813名 2,834名 20,450名 

特殊健診 外 来 合 計 医業収益 職員数 

1,770名 17,120名 115,050名 2,330,540千円 203名 

 



聖隷予防検診センター 

 

2012年度は、利用者から選ばれ続ける施設として差別化を図れるよう新たなメニュー開発の検

討を行なった。その一つとして、CTによる大腸がん検査のメニュー化に向けて運用等の準備を行

ない、2013年 4月より開始する予定である。また、予約待ちの解消として婦人科検診や一般健診

の枠拡大を図り、利用者数の大幅な増加にもつながった。 

一方、経営基盤の安定に向け、毎年減少傾向が続く宿泊ドックの抜本的見直しの検討に着手し、

今後の方向性について模索した。 

2013年度は、保健事業部の黒字化達成が必須であり、聖隷予防検診センターとしても収入の安

定を図れるよう利用者確保に努めていきたい。また、「ISMS 認証」取得に向け、高いサービスの

質を追求していく。そのためには、施設運営を支える職員の心身両面の健康が基本である。職員

満足度を高めつつ、自らの組織が健康経営を意識し、利用者の期待に応えられる施設づくりを実

践していきたい。 

 

【事業・運営計画】 

１．利用者の目線に立った質の高いサービスの提供 

（ア）利用者満足度調査結果の検証と満足度向上のための取り組み 

（アメニティの向上、プライバシーの確保、待ち時間短縮、接遇強化） 

（イ）女性、高齢者のニーズに合った受診環境整備 

（ウ）精度管理の向上（読影、所見・判定の統一など） 

（エ）健診の品質管理の向上ならびに事後フォローの充実 

（オ）ISO27001（ISMS：情報セキュリティマネジメントシステム）認証の取得 

（カ）利用者一人ひとりに合わせたオプション検査の提案ができるツールの構築 

（キ）利用者ニーズに合った予約方法の検討 

（次年度予約コーナーの設置、インターネット予約の開発） 

（ク）分かりやすい結果報告書への見直し 

 

２．経営基盤の安定 

（ア）閑散期（4月・5月、火曜・木曜）における利用者数確保 

（イ）資産の有効活用（宿泊ドックや高額医療機器の稼働率アップ） 

（ウ）再検、精密検査、労災二次等の予約枠稼働率の向上 

（エ）費用対効果の高い営業展開（自治会健診 PR方法の見直し） 

（オ）内部（職員・職員家族・聖隷他施設職員等）、外部への広報活動の強化 

（カ）宿泊ドックの見直し準備（2014年度より実施） 

 

 

 

 



３．健康経営の実現と人材の育成 

（ア）スマートライフプロジェクト、がん検診企業アクション、エコ活動に対する積極的な関

わり 

（イ）働く職員のワークライフバランスや心身の健康づくりの推進 

（ウ）職員の健康づくりの評価と検証（ドック・精密受診率 100％、禁煙推進） 

（エ）保健事業部が求める人材育成のための OJTの強化 

（接遇力向上、中堅層・係長に対するマネジメント能力向上） 

（オ）派遣・パート職員に対する教育の強化 

（カ）各課におけるキャリアラダーの作成・見直し 

（キ）再雇用環境の整備 

 

４．新たなメニュー開発による差別化 

（ア）人間ドックにおける新たなオプション検査の開発 

（イ）老若男女に合わせた健診メニューの構築 

 

５．保健事業部間、関連施設との連携強化 

（ア）保健事業部間の職員応援体制の強化 

（イ）精密外来、MRI検査、リハビリ等における関連施設との連携強化 

（ウ）高齢者公益事業部との総合化力発揮 

（エ）大学や企業、地域（自治会・行政）との有機的連携による保健事業の推進 

（オ）日本人間ドック学会開催の協力（聖隷浜松病院との連携） 

 

【数値指標】 

１日ドック 宿泊ドック 一般健診 特定保健指導 婦人科健診 

17,410名 700名    23,650名 1,700名 14,090名 

特殊健診 外来 合計 医業収益 職員数 

1,275名 11,170名 69,995名 1,322,335千円 139名 

 



地域・企業健診センター 

 

2012年度、経営基盤強化に向けた取り組みを積極的に実施した。特に単価アップに向けた取り

組みを重点的に実施し、地域総合がん検診での腹部エコーや PSA・大腸がん検査の追加、胸部デ

ジタル化に伴う契約変更等を展開した。その結果、経営成績としては、特にファミリー健診の拡

大や単価アップへの取り組みが功を奏し、利用者数は減少したものの収入増が図られた。 

また、ファミリー健診の Web 予約開始により、懸案であった健診会場の混雑緩和や待ち時間解

消につなげることができた。 

組織体制整備として、地域・企業健診センター医務部の組織を明確化し、消化器読影業務の効

率化が図れた。また、検診車のメンテナンスや日常清掃を全職種でチーム編成し実施することが

でき、受診環境の大幅な改善につながった。 

2013年度も引き続き利用者サービスの向上として、地域住民健診の Web予約化の推進を図って

いきたい。また、2014 年度開始の静岡県中部地区進出に向けての準備として、胸部デジタル車 3

台、胃部デジタル車 1 台の更新及び追加が予定されており、大幅な投資に耐え得る経営基盤の強

化も図っていく必要がある。 

企業や健康保険組合等の財政が厳しい環境のみならず、競合機関との競争も激化しており、聖

隷でしかできないサービスの提供で顧客に付加価値を与えられるような提案を行なっていく必要

がある。そのためには職員の健康管理や活き活きと働ける環境づくりが大変重要である。早朝出

勤等も多く出勤時間が不規則な勤務体系である職員の満足度を高め、より生産性・創造性が発揮

できる施設づくりを目指していきたい。 

 

【事業・運営計画】 

１．質の高いサービスの提供 

（ア）Web予約の検証と推進（ファミリー健診、地域住民健診、自治会健診） 

（イ）健診の品質管理の向上ならびに事後フォローの徹底 

（ウ）利用者ニーズ把握のためのアンケート調査の実施と改善活動 

（エ）産業保健の展開（産業医、保健師、医療技術部門、事務部門による担当制の構築） 

（オ）ISO27001（ISMS：情報セキュリティマネジメントシステム）認証の取得 

（カ）健診会場でのサービス向上（コンシェルジュ配置、相談コーナー設置など） 

 

２．経営基盤の安定 

（ア）ファミリー健診の拡大 

（イ）次年度継続の意向調査実施（利用者ニーズ把握とニーズに合わせた提案） 

（ウ）がん検診受診率の向上 

（エ）単価アップに対する積極的な取り組み（オプション検査の追加、胸部デジタル化推進） 

（オ）営業力強化のツール開発（利用者ニーズに合った健診データの提供） 

（カ）既存利用者の確保と新規開拓（特に、近隣の利用者に対する営業展開の充実） 

 



３．健康経営の実現と人材の育成 

（ア）早出勤務者の健康管理の徹底（超過勤務の減少） 

（イ）各課におけるキャリアラダーの作成・見直し 

（ウ）保健事業部が求める人材育成のための OJTの強化 

（接遇強化、係長・中堅層に対するマネジメント能力向上） 

（エ）派遣・パート職員に対する教育の強化 

（オ）営業部門と健診運営部門との組織体制見直し 

 

４．安全安心の追求 

（ア）リスクマネジメントの強化（業務の標準化と情報の一元化） 

（イ）検診車更新による利用者アメニティー向上ならびに職場環境の整備 

（ウ）医療機器、検診車のメンテナンス体制の強化 

 

５．連携の強化 

（ア）保健事業部スタッフの効率的な協力体制 

（イ）保健事業部各施設での一次・二次健診のスムーズな受入れ体制の構築 

（ウ）地域医療機関との連携による二次精密受診率の向上 

（エ）沼津健康診断センターを含む健診システムのネットワーク化 

（オ）静岡県中部地区進出に向けての計画推進 

（サポートセンターShizuoka、沼津健診との連携） 

 

【数値目標】 

一般健診 婦人科健診 特殊健診 合計 医業収益 職員数 

222,864名 26,576名 32,761名 282,201名 2,015,525千円 130名 

 

 



聖隷健康サポートセンターShizuoka 

 

2010年開設以来、利用者の確保を第 1目標として取り組んできているが、予算未達成が続いて

いる。しかし、契約団体数、利用者数は増加しており、認知度は確実に上がってきている。 

2012年 6月から人間ドック利用者に対しアンケートを実施し、顧客満足度の把握に努めてきた。

職員の接遇は 2011年度に引き続き評価され、目標の 1つであったマナー向上が推進できた。結果、

90％以上の方が、翌年も健康サポートセンターで人間ドックを受診したいとの答えにつながって

いる。 

2013年度は、引き続き経営基盤の安定を図ることが第 1目標となる。2013年 4月には静岡地区

組織再編を行い聖隷静岡健診クリニックとの経営の効率化、契約団体拡大が進められる。他施設

への利用者流出を最低限に止め、利用者確保に努めて行く。また、2014年 4月には、地域企業健

診センターの静岡県中部地区への進出が予定されており、当施設での受け入れ体制の構築を進め

ていく。合わせて、「ご利用者様に満足していただき、選んでいただく施設」であり続けるため、

接遇・サービスの向上も引き続き推進して行く。 

 

【事業・運営計画】 

１．ご利用者様の目線にたった質の高いサービスの提供 

 （ア）利用者のニーズに合ったサービスの提供 

   ①健診コース・オプションメニューの充実を図る 

   ②利用者からの要望に迅速に対応できる仕組み作り 

   ③静岡 2施設を効果的に予約できる体制作り 

 （イ）再検査、精密検査の受け入れ体制を整え、1 次から 2 次、専門医への紹介までのフォロ

ーを徹底する 

   ①精再検受診率の向上→土曜再検外来の検討、二次検査予約の検討 

 （ウ）顧客満足度向上と利用者ニーズを把握する為に、アンケート調査を継続する 

 （エ）保有健診データの管理・分析を推進し、精度管理の向上、学会発表、経営戦略において

有効利用する 

   ①課を超えた症例検討会を継続し、予防医療の専門性を高めると共に情報の共有を図る 

   ②ヘルスアセスメントを活用し、事業所別の分析をして報告する 

 

２．経営基盤の安定 

（ア）静岡地区再編後の実績評価と検証を行う。 

（イ）静岡地区のリピーター率 80％達成を目指す。 

（ウ）設備、時間帯を有効活用し、エビデンスに基づいた新商品を開発する。 

  ①午後の時間帯の有効活用→午後からの人間ドックを実施等 

（エ）ＩＳＭＳ認証取得の効果を検証するとともに外部へ積極的にアピールをする 

  ①情報漏洩アクシデント件数を半減させる 

  ②外部看板等での認証取得のＰＲ 



（オ）公開講座の継続と発展 

①公開講座をより発展的に行い、保健事業の啓発活動を行うとともにサポートセンターの

周知を図る 

②ビデオをドックラウンジで放映するなどして、講座をより効果的に利用する 

 

３．人材の育成 

（ア）学会発表に積極的に参加し、予防医療の専門性を高めセンター内にフィードバックする 

  ①人間ドック学会で各課 2題以上の発表を目指す 

（イ）目標参画システムの積極的な活用により自立した職員を育成する。 

①目標参画システムに連動した各課のラダー作成 

②世代別ミーティングを行ない横のつながりを密にし、様々な意見を業務に取り入れる 

（一人ひとりが意見を出すことが大切） 

 （ウ）研修医や実習生の受け入れ体制を整える 

 （エ）勉強会の年間計画を作成し職員が課を越えて広い知識を得る機会を提供する 

 

４．健康経営の実現 

（ア）職員一人ひとり働きやすく、魅力を感じる施設作りを目指す 

  ①Ｓ診断、ＥＳアンケートの実施 

（イ）衛生委員会を中心にウォーキングイベント等を推進し、職員の健康意識を向上する 

 

５．連携の強化 

（ア）静岡市、市内健保企業等、健診機関、医療機関との連携を進め、地域の健診受診率の向

上に努める 

（イ）地域のイベント等へ積極的に参加し、地域との繋がりをより密にする 

（ウ）静岡中部地区への出張健診進出にあたり、地域・企業健診センター準備室を開設する 

 

【数値指標】 聖隷健康サポートセンターShizuoka 

１日ドック 一般健診 特定保健指導 婦人科健診 特殊健診 

15,892名 32,595名 1,180名 13,375名 977名 

外来 合計  医業収益 職員数 

10,330名 74,349名  1,344,980千円 109名 

 

医業収益内訳 : 聖隷健康サポートセンターShizuoka   1,043,830千円 

        聖隷静岡健診クリニック          301,150千円 



高齢者公益事業部 

 
2012 年度は、有料老人ホーム事業のあり方について、分岐的ともいえる極めて重要な年となっ

た。2011 年度に改正された「老人福祉法」「高齢者住まい法」において消費者の擁護を図る観点

から入居一時金や入居契約に係る規定が厳しく明確化された。加えて法人税に関する処理も従来

とは違う考え方が示された。これらに伴い長きにわたり使用してきた入園金システム、契約形態、

法人税処理等についても見直す一年となった。 

2013年度は、6月に新生「浦安エデンの園」として介護居室を含めた全館がグランドオープンす

る。また関西における新規事業として(仮称)弥生計画が進行中で 11月に有料老人ホームを開設す

る。この計画も藤沢ウェルフェアタウン同様福祉施設との複合施設である。ここでは従来からの

「エデン」ブランドとは異なり、一般所得者層の方が入居出来ることを想定し価格面での工夫を

軸とした施設づくりを目指す。 

エデンの園の運営面においては、社会的経済的事情を背景とした入居契約数の低下傾向を打破す

る為、旧態然とした施設運営の脱却を目指し、かつ、有料老人ホーム業界における老舗としての

利点を磨きつつ、各園の似て非なる個性を生かすことによって安定した入居率を確保する。また、

各種サービス面においては、「食べたくなる食事」「受けたくなる介護」など、ご入居者の真に求

めるサービスの実現に努力する。そして、これまでの安心安全の提供という使命に、エデンなら

ではの「楽しさの追求」を加え、ご高齢の皆様が入居したくなるエデンの園造りに邁進する。 

これらにより、2013年度は直営 7か所 8施設、委託 3施設の合計 11施設の運営を担う。事業収

益で前年度 4%増の 90億円、直営施設で 182戸の新規契約（入園金合計 50億円）をめざし、事業

部全体として 3億円の経常利益を目指す。 

今後も、在宅・福祉サービス事業部他の各事業部との連携を図りつつ、ご入居者・ご利用者やそ

の家族そしてこれからの高齢者にとって、今まで以上に必要とされる「高齢者の住まい」づくり

に邁進したい。 

 

 

【事業部理念】 

私たちは、高齢者ひとりひとりを尊重し、自由で快適な生活の実現を支援する。 

 

【経営方針】 

１．新しい時代に向けた展開 

 ２．経営の安定と永続性の確保 

 ３．聖隷理念の継承と聖隷らしいサービスの実践 

４．人材育成 

 ５．質・安全・効率の向上 

 ６．進化・成長する環境・省エネ対策の実施 

 ７．地域との積極的な関わり 



【事業・運営計画】 

１．新しい時代に向けた展開 

（ア）多様化されていく高齢者住宅の選択への対応 

（イ）結いホーム宝塚の円滑始動 

２．経営の安定と永続性の確保 

（ア）募集体制の強化、2013年度募集目標の達成（176戸の新規契約、入園金合計 50億円） 

（イ）入居一時金等の仕組みの見直し 

（ウ）コスト意識の向上 

（エ）建物設備更新の検討推進 

３．聖隷理念の継承と聖隷らしいサービスの実践 

（ア）聖隷理念・事業部・施設運営方針の浸透と自覚 

（イ）パーソン・センタード・ケアの理解の実践 

（ウ）楽しさの創造・入居者参画型サービスの実践 

（エ）聖隷介護調査の効果的活用方法の検討 

４．人材育成 

（ア）認知症ケアの組織横断的取り組みの推進 

（イ）人材確保と職員定着率の向上・維持 

   (ウ) 事業部内の部門別専用研修の強化 

５．質・安全・効率の向上 

（ア）高齢者公益事業部ガイドラインの作成 

（イ）防災対策の確立 

（ウ）ISOマネジメントシステムの有効性の検証 

６．進化・成長する環境省エネ対策の実施 

（ア）環境に配慮した省エネ対策の実施 

（イ）入居者参画型の環境保全 

７ 地域との積極的な関わり 

（ア）地域社会との交流 

（イ）地域防災への関わり 

 

 

【数値指標】                              2013年度期末 

 

入居契約

目標 
浜名湖 宝塚 松山 油壺 浦安 横浜 

藤沢 
1番館 

藤沢 
2番館 

合計 

件数 26件 17件 17件 21件 33件 12件 53件 3件 182件 

入居率 95.1％ 97.0％ 90.2％ 92.5％ 78.1％ 100％ 90.9％ 72.0％ 92.2％ 



高齢者世話ホーム 浜名湖エデンの園 

 

2012 年度は、全職員の努力により、「ISO9001」の認証取得をすることができ、日々私たちが提

供している各種サービスをより一層充実していく基盤ができたと考える。今後はこの仕組みをすべ

ての職員が理解し、運用できるようにしていきたい。また、東日本大震災が残した多くの教訓から、

大規模災害への危機管理を施設全体で考え、今後の高齢者施設における防災対策について見直しの

必要性を感じた年であった。 

2013年度は、浜名湖エデンの園の開園 40周年の節目の年となり、5月の開園 40周年に向けた記

念行事等について入居者とともに企画運営を進めていく。また、他施設の見本となるような安全管

理体制の充実や、老朽化した施設環境・介護用備品の整備を計画的に行うと同時に、新たな斬新的

な催しを企画し、楽しく明るく、わくわくするような魅力ある施設造りに邁進していきたい。 

入居者の視点に立ったサービスの質の向上への取り組みとして、パーソン・センタード・ケア

を理解したうえでの認知症ケアの実践、看取りケアの充実に向けてのマニュアルを見直し、健常

時から終末期（元気なうちから最期）まで一貫した体制作りとケアの提供、機能訓練係の役割を

見直し介護予防体制の再編を行うことで、介護予防活動のさらなる充実を図ることを目標とした。 

食事に関しては、食の楽しみを追求するために、目で見て楽しみ、舌で味わうことができ、なお

かつ今までにない感動する手作り献立の充実に取り組んでいく。また、嚥下の困難な方に対しては

2012年度より引き続き、常食に近いソフト食のレシピ作りに励み、食の楽しみを提供したい。 

入居者募集については、これからはサービス付き高齢者向け住宅の新設が予測される現状、全職

員が募集スタッフとしての意識を持ち、入居促進に向け全職場が参画して募集活動に努め、新規入

居契約数の目標を達成し、入居率の向上と入居者数の増加による経営の安定化を目指す。 

地域社会との連携では、積極的な関わりを持ち、地域防災への参加、地域清掃活動など地域へ

の貢献活動を継続する。さらに、節電への取り組みや入居者参画型のエコ活動などを実践し、環

境や省エネへの取り組みも継続する。 

職員一人一人が施設理念に向かって結束し、達成感のある、やりがいのある働きやすい職場環境

つくりを目指し、スタッフのモチベーションアップに努めていきたい。 

 

【施設理念】 

・私たちはひとり一人を尊重し、入居者の快適な生活を実現するために最善を尽くします。 

 

【経営方針】 

１．入居者の視点に立ったサービスの質の向上     ２．人材の育成 

３．経営の安定化と永続性の確保           ４．安全管理の強化 

５．地域社会との協調と連携             ６．環境、省エネへの取り組みの強化 

 

【事業・運営計画】 

１．入居者の視点に立ったサービスの質の向上 

(ア) パーソン・センタード・ケアの理解と実践 



(イ) 健常時から終末期までの看取りケア体制作りとケアの実現 

(ウ) 介護予防体制の再編 

(エ) 食の楽しみの追及 

(オ) 入居者満足度調査の実施 

２．人材の育成 

(ア) 「聖隷理念」「施設理念」の継承と自覚 

 (イ) 職員研修の充実と継続 

 (ウ) 目標参画の実践を通した人材育成 

(エ) プリセプター制度の目的を明確化し活用 

３．経営の安定化と永続性の確保 

 (ア) 全職員が募集スタッフとしての意識を持ち、入居率向上を目指す 

 (イ) 職員ひとり一人がコスト意識を持つ 

 (ウ) 増収対策に継続的に取り組む 

(エ) 診療所の経営基盤の安定化 

４．安全管理の強化 

(ア) 事故防止対策を確実に行い、再発事故の防止 

(イ) 防災訓練・防災教育の見直し 

(ウ) 感染予防活動・早期対応の徹底 

(エ) 職員の健康づくり、労働環境の改善への取り組み実施 

(オ) 防犯（セキュリティ）対策の強化 

５．地域社会との協調と連携 

(ア) 地域拠点として、社会活動・防災活動に積極的に参加 

(イ) 行事ボランティアの受け入れ継続 

(ウ) 地域の教育施設からの実習生・体験学習の積極的な受け入れ 

(エ) クリストファー大学との相互理解・有機的な連携の推進 

６．環境、省エネへの取り組み強化 

 (ア) 環境に配慮した省エネ対策の実施 

  (イ) 省エネ効率の良い備品に更新 

  

【数値指標】                               2013年度期末 

  一般居室 介護居室 計 

契約戸数/総戸数  322戸/330戸 45戸/56戸 367戸/386戸 

入居者数/定員 370名/460名 46名/59名 416名/519名 

入 居 率 97.6％ 80.4％ 95.1％ 
 

 

要介護認定者数 

要支援 

1 

要支援 

2 

要介護

1 

要介護

2 

要介護

3 

要介護

4 

要介護

5 

合計 

14名 19名 27名 10名 11名 16名 17名 114名 
 

職員数（常勤換算） 118.6名 



ウェル・エイジング・コミュニティ 宝塚エデンの園 

 

 当園では、入居者満足、職員満足、経営安定を事業の柱として運営につとめている。 

3年前、ISO9001の認証を取得した。2012年度は更新審査を受ける年にあたり、ISO認証を通し

て構築してきたサービス提供体制の検証を行い、再認証を得ることができた。改めてサービスの

質を考える年でもあった。 

入居者満足を知る指標として満足度調査を毎期実施しているが、2012年度では 4.11星(5星が 

満点)と星数が前年度(3.9 星)を上回った。介護居室での満足度調査も 4.2 点(5 点満点)という評

価をいただいた。職員の満足度をあげるため、意向調査の結果を踏まえ、とくに役職者のコミュ

ニケーション技術の強化の取り組みをはじめた。ご入居者と職員、職員と職員、人と人との関係

をつなぐ表現力をより深めていかなくてはならない。 

2012年度の平均入居率は概ね 96％を堅持することができ、経営は順調に推移している。2013 

年度でも引き続き期末入居率 97％を目標とする。 

弱いところを修正し強いところを伸ばす。従来の視点にとらわれず、ご入居者の求めるところ

を把握したうえで、その満足度を高める新たなことにもチャレンジしていきたい。 

平均年齢は 82歳を超えて一般居室に住む要支援者が増加傾向にある。デイサービスの機能を拡

充して、安心な生活空間を提供したい。 

附属診療所と介護居室の連携によって終末を迎えられる施設としての展開をさらに図りたい。 

また、「宝塚せいれいの里」計画への支援も積極的に行っていく。 

 

【施設理念】 

  安心と生きがいの創造 

【経営方針】 

１．私たちは、｢隣人愛｣の精神に基づき、ご入居者と職員一人一人の尊厳を守ります。 

２．私たちは、ご入居者とともに 5つ星の施設づくりに努めます。 

３．私たちは、法令を遵守し、その人らしさを大切にしたより良いサービスを提供します。 

４．私たちは、地域と協調し、開かれた施設を目指します。 

５．私たちは、品質目標を設定し、その達成度を常に確認して、業務改善を進めます。 

 

【事業・運営計画】 

１．入居者満足の向上への取り組み 

  (ア) 入居者満足度調査の分析と改善への取り組み(目標：星 4.2以上) 

（イ）連絡会等でのご意見や投書に対する迅速な対応 

（ウ）食事の質を充実 

（エ）入居者が安心・満足して生活できる環境整備 

（オ）接遇力向上への取り組み継続 

（カ）パーソン・センタード・ケアの理解と実践 



（キ）看取り指針に沿った終末期ケアの実践 

（ク）生きがい作り、入居者参画型活動の展開 

（ケ）ISO9001認証の活用と評価 

（コ）防災を含めた安全管理体制の強化 

２．職員満足の向上への取り組み 

  (ア) 職員満足度調査(目標：星前年度以上)の実施と分析 

（イ）組織・職員間のコミュニケーション強化 

① 聖隷理念、事業部経営方針及び施設運営方針の浸透 

② 職業倫理・コンプライアンス意識の向上 

③ 職員間の情報共有及びコミュニケーション力の強化 

④ 防災・感染防止に対する意識の向上     

（ウ）メンタルヘルスへの取り組み 

３．健全経営体制の確立 

（ア）全職員が募集活動を推進し、期末の入居率 97％を確保 

（イ）附属診療所部門の経営体制強化 

（ウ）費用対効果を考慮した仕入発注管理 

４．環境・省エネの取り組み強化と地域との積極的な関わり 

（ア）入居者参画型の環境保全・社会貢献活動の展開 

  ①地域交流活動の推進 

  ②エコキャップ回収活動・エコドライブ活動の推進   

(イ) コンピューターネットワークを活用した情報共有の推進と文書の電子化の取り組み 

 (ウ) 光熱費高騰に備えた節電・省エネの取り組み 

 

【数値指標】                               2013年度期末 

  一般居室 介護居室 計 

契約戸数 348戸/354戸) 44戸/50戸 392戸/404戸 

入居者数 412名 45名 457名 

入 居 率 98.3％ 88.0％ 97.0％ 
 

 

要介護認定者数 

要支援

1 

要支援

2 

要介護

1 

要介護

2 

要介護

3 

要介護

4 

要介護

5  

合 計 

27名 15名 27名 14名 8名 10名 10名 111名 
 

職員数(常勤換算) 125.0名 

 



 

 

高齢者世話ホーム 油壺エデンの園 
 

 

 1986 年に開園した油壺エデンの園も 26 年が経過した。2012 年度は老人福祉法の改定や介護報

酬の改定など有料老人ホームを取巻く法制度に大きな動きがあった。その様な中で入居契約の新

システム（1 年払い方式）を導入し、入居率の確保を目指したが目標を達成することができなか

った。2013年度、経営面の運営の安定化、適正化を図るために入園金（入居一時金、特別介護金）

の料金改定を実施する。サービス面では、各種サービスの質の向上を達成するべく全職員一丸と

なって取り組む。美味しく魅力的な食事の提供や充実した介護サービスを実践することがご入居

者の求める満足するサービスになり、油壺エデンの園を選んで良かったと感じていただき、その

結果が募集活動に連動し、選んでいただける施設となり、入居率の確保に結びつくこととなる。

安全面では、引き続き転倒事故防止対策を強化し転倒骨折事故件数の減少を目指す。介護予防活

動については現状実施している活動の啓発強化を行い対象者を増員し、一部の活動を入居者参画

型に移行していく。人材育成としては、コンプライアンスを意識し、職員個々の接遇、施設内の

情報連携を強化することでご入居者の信頼を得られる組織運営を行いたい。 

 災害対策はご入居者、職員の防災意識の向上を目指した訓練の実施や情報提供の手法、聖隷全

体との連携方法を確立していきたい。2003 年に増築した 8,9 号館も 2013 年 12 月には開設 10 周

年を迎える。引き続き、ご入居者のご理解とご協力をいただき地域と関わりを持ち、社会貢献活

動、介護予防活動、防災対策を行っていく。 

 

【施設理念】 

 私達は『ひとり一人と ここちよく 共に暮らす』ことを目指します 

【経営方針】 

１．安定した施設運営 

２．安全、安心なケアサービスの提供 

３．各種サービスの質の向上 

４．環境・省エネへの取組みと地域との積極的な関わり 

５．人材育成 

 ６．災害時の対策、防災教育の徹底 

 

【事業・運営計画】 

１．安定した施設運営 

 （ア）入園金（入居一時金、特別介護金）の料金改定を行う。 

 （イ）「職員全員募集スタッフ」を自覚し、各課で募集活動に積極的に参加する。 

 （ウ）新規顧客の取り込みと有望顧客から契約者を繋げるイベント企画を実施する。 

 （エ）コスト管理と経費削減。 

 

２．安全、安心なケアサービスの提供 

 （ア）パーソン・センタード・ケアの理解と認知症ケアマッピングの継続。 



 

 

 （イ）転倒事故防止対策を強化し、転倒・転倒骨折件数を削減する。 

 （ウ）各種介護予防活動に関する啓発強化と参加対象者の増員。 

 （エ）個別性に応じたデイサービスの提供。 

 （オ）要支援・要介護者の増加と重度化への対策の強化。 

 

３．各種サービスの質の向上 

 （ア）美味しく安全な食事サービスの提供と喫食率の増加。 

 （イ）入居者ニーズに合わせた行事と新しい行事の企画と実施。 

 （ウ）入居者参画型の認知症予防活動の実施とクラブ活動の支援。 

 （エ）セカンド利用者の日常生活、定住に向けての支援を行う。 

 

４．環境・省エネへの取組み強化と地域との積極的な関わり 

 （ア）園内エコ活動による地球温暖化防止・社会貢献活動の継続。 

 （イ）共用部 LED照明の導入による電力節減対策の実施。 

 （ウ）庭園整備計画の推進とプロジェクト活動でのルール作り。 

 （エ）介護フェスタの開催（介護の日）。 

 

５．人材育成 

 （ア）聖隷理念を自覚し、倫理観を持って行動できる職員の育成。 

 （イ）関係法令、社会制度等を含めた施設内研修の質の向上。 

 （ウ）会議、委員会、職場会の活性化による情報提供と連携の強化。 

 （エ）コンプライアンスに則った組織運営と記録、書類の整備。 

 

６．災害時の対策、防災教育の徹底 

 （ア）災害（地震、津波、火災）を想定した防災訓練の実施。 

 （イ）防災マニュアルの改訂と職員の防災意識の向上。 

 （ウ）聖隷本部、高齢者公益事業部、神奈川地区施設との防災連携。 

 

【数値指標】                               2013年度期末 

 一般居室 介護居室 計 

契約戸数 354/379戸 38/45戸 392/424戸 

入居者数 454/500名 38/50名 492/550名 

入 居 率 93.4％ 84.4％ 92.5％ 
 

 

要介護認定者数 

要支援 

 １ 

要支援 

 ２ 

要介護 

 １ 

要介護 

 ２ 

要介護 

 ３ 

要介護 

 ４ 

要介護 

 ５ 
(合計) 

7名 13名 27名 11名 18名 19名 16名 111名 
 

職員数(常勤換算) 142.15名 



介護付き有料老人ホーム 浦安エデンの園 
 

 

  増築棟がオープンして園の環境は明るく、大きく変化する。2013年度は既存棟、増築棟の空

室に加え、介護居室への住み替えを行った入居者の一般居室が空室になり、これをどこまで埋

めていくかが最大の課題である。現在、浦安エデンの園の評判は地元浦安市を中心に向上して

おり、このチャンスを逃すことなく東京地区、更には市川市や千葉市周辺、埼玉県にも積極的

に広げていく。又、入居検討から入居希望に前進させるために、役職者を先頭に全職員が募集

活動ならびに「魅力あるエデン作り」等、実質的支援を行える体制を強化するとともに、エデ

ン色を前面に打ち出していくために、ターミナルケアの充実、園内お別れ会の実施、共同墓苑

の建立を進めていく。全職員がこの新入居者を迎えることに参画し、喜びと使命を共有化して

いく。 

前記した「魅力あるエデン作り」のための人材育成は、我々の理念である「キリスト教精神

に基づく隣人愛」を徹底させ、入居者のための職員連携「チームケア」を強化していくことに

ある。その連携を業務にも反映させることにより、各課の少数精鋭化を実現する。また、職員

ひとりひとりの質の向上、プロ意識の向上のため、職場内外の研修を強化していく。 

経営については 2012年度から始まった旧入居者の管理費値上げの 2回目を実施するとともに、

新旧空室に多くの新入居者を迎えることにより収入を増やしていく。 

その他エコへの取り組みを更に進めるとともに、地元浦安市の住民に貢献できる企画（介護

セミナー・介護展・学会等）を実施する。 

 

【施設理念】 

私たちは、ご入居者の尊厳を守り、自立した生活を支援することに努めます 

【経営方針】 

１．増築棟、新共用部の円滑な運用    ２．自立した施設運営の実現 

３．入居者への良質なサービスの提供   ４．安心・安全な施設づくり 

５．聖隷理念・事業部経営方針及び施設経営方針の浸透と人材の育成 

６．環境・省エネへの取り組み強化    ７. 経験を活かした防災体制の確立 

【事業・運営計画】 

 １．増築棟、新共用部の円滑な運営 

（ア）新管理規程のスムーズな運用。 

（イ）共用部の運用案の確定と入居者への周知。 

（ウ）介護基準に基づいた介護に関するサービス詳細の作成と運用。 

 ２．自立した施設運営の実現 

（ア）経営基盤強化への中期計画の推進。 

（イ）全職員が募集活動に参画し、早期経営安定に向けた募集体制の強化。 

  （ウ）施設規模に合わせた新組織体制の構築と適切な人員配置。 

（エ）増改築後の継続した費用の見直しとコスト意識の徹底。 



 ３．入居者への良質なサービスの提供 

（ア）パーソン・センタード・ケアの実践。 

（イ）入居者の状態に応じたアクティビティの実践。 

（ウ）季節感のある食事と介護食の充実。 

（エ）看取り介護の質の向上。 

（オ）入居者支援強化をしたフロント業務の実践。 

 ４．安心・安全な施設づくり 

（ア）増改築後の防犯体制の継続的見直しと強化。 

（イ）リスク管理システムの積極的活用。 

（ウ）コンプライアンス意識の向上。 

 ５．聖隷理念・事業部経営方針及び施設運営方針の浸透と人材の育成 

（ア）事業部経営方針及び施設運営方針の浸透。 

（イ）ＯＪＴの推進による職員の自立。 

（ウ）接遇とビジネスマナーの習得。 

（エ）マッパーの育成とケアマッピング導入のための準備。 

（オ）働きやすい職場作りによるメンタル不全予防と職員定着率の向上。 

 ６．環境・省エネへの取り組み強化 

（ア）エコプロジェクトへの全職員の参画。 

（イ）地域社会貢献活動への積極的参加。 

（ウ）入居者参画型の環境保全活動の展開。 

（エ）（聖隷）関東地区の施設との連携強化。 

 ７．経験を活かした防災体制の確立 

（ア）実体験に基づいた防災体制の確立。 

（イ）防災マニュアルの周知徹底。 

（ウ）入居者・職員の防災意識の更なる向上。 

 

【数値指標】                              2013年度期末 

 一般居室 介護居室 計 

契約戸数 156戸/195戸 19戸/29戸 175戸 224戸 

入居者数 187名 19名 206名 

入 居 率 80.0％ 65.5％ 78.1％ 
                                            

 

要介護認定者数 

要支援 

1 

要支援 

2 

要介護 

1 

要介護 

2 

要介護 

3 

要介護 

4 

要介護 

5 

合計 

15名 7名 15名 8名 4名 2名 4名 55名 
 

職員数(常勤換算) 61.87名 

 



介護付有料老人ホーム 横浜エデンの園 

 

2012年度は、ご入居者に対し安心して生活ができる環境を提供できるよう取り組んできた。ご

入居者の加齢に伴う ADL 低下によるリスク管理、特に医療依存度の高いご入居者へのケアは試行

錯誤を繰り返しながらもご入居者・ご家族の皆様からお褒めの声を聞くことができるようになっ

た。 

園の特徴でもあるご入居者の医療依存度の高さに対し、聖隷横浜病院の緩和ケアチームとの連

携をスタートさせた。これによりご入居者・ご家族に安心で安楽な生活の提供と、職員の死生観

を見つめる上での意識向上につなげていきたい。また、「持ち上げない介護」を推奨することでは、

職員が考えるケアに取り組む姿勢が表れた。  

油壺エデンの園から 1 名の入居者をお迎えできたことをはじめ、地域住民に開放したミニセミ

ナーや防災対策、聖隷横浜病院主催の催事に参加することで横浜エデンの園の知名度と入居率の

向上に繋がったと言える。2012 年度から目標とする入居率 100％も、職員全員が一丸となること

で可能性も見えてきた。 

2013年度は、ご入居者・ご家族の声を大切に受け止め、より一層満足していただけるよう、個々

に適したサービスの提供と、職員が園の理念・方針を理解し実践できるように育成を推進してい

く。そして、それらを柱にし、笑顔の絶えない明るい雰囲気の中、ご入居者が食べたいと思う食

事があり、受けたいと思う介護がある暮らしの実現と、住みたいと思っていただけるエデンの園

づくりを目指す。また、人生の最終ステージを迎えるご入居者とそのご家族に対して、安心して

その時を迎えられるように暖かく家庭的な雰囲気が醸し出されるようなケアを提供し、入居率

100％の達成・維持を目指し、以下に掲げる事業・運営計画の達成に向け全力を尽くす。 

 

 

【施設理念】 

「ひとりひとりの笑顔のために」 

私たちは、横浜エデンの園で出逢えたすべての方々が、生き生きとした笑顔で自分らしく暮らし、

いつまでも自分らしく輝けることを目指して、精一杯の笑顔とまごころを込めてサービスを提供

いたします。 

 

【経営方針】 

１．安全・安心・良質なサービス提供  

２．人財の育成 

３．経営基盤の安定と永続性の確保 

４．地域社会との連携と協働 

５．環境・省エネへの取り組み強化 

 

 

 



【事業・運営計画】 

１． 安全・安心・良質なサービス提供 

（ア）入居者満足度調査の実施と評価・分析し、改善に向け取り組む 

（イ）提案・相談・苦情対応体制のさらなる強化をする 

（ウ）事故発生ゼロを目指す 

（エ）パーソン・センタード・ケア方式を導入し、認知症ケアの向上を図る 

（オ）聖隷横浜病院など協力・指定医療機関との 24時間医療連携を強化する  

（カ）ご入居者・ご家族の意向に沿ったターミナルケアを実践する 

（キ）聖隷横浜病院等との防災連携を構築する 

２． 人財の育成 

（ア）教育研修体制のさらなる充実を図る 

（イ）施設理念・方針の周知・実践を強化する 

（ウ）心のこもった接遇技術の向上を図る 

（エ）メンタル不全者発症ゼロを目指す 

３． 経営基盤の安定と永続性の確保 

（ア）入居率 100％を達成・維持する 

（イ）コスト管理を強化する 

４．地域社会との連携と協働 

（ア）地域との防災連携を構築する 

（イ）地域への貢献活動に取り組む 

５．環境・省エネ活動への取り組みを強化する 

（ア）エコ活動の啓蒙推進を強化し、新たな取り組みを実施する。 

 

 

【数値指標】                           2013年度期末 

 2013年 3月末 
2013年 4月 

～2014年 3月 
計（退去 9戸除く） 

契約戸数 47戸 12戸 50戸 

入居率 94.0％   ― 100.0％ 

※退去戸数を 9戸で計上 
 
                                        

 

要介護認定者数 

要支援 

1 

要支援 

2 

要介護 

1 

要介護 

2 

要介護 

3 

要介護 

4 

要介護 

5 

合計 

4名 3名 6名 10名 8名 9名 10名 50名 
 

職員数(常勤換算) 51.0名 

 



聖隷藤沢ウェルフェアタウン 

 

2012年度は、オープン 2年目に当たり一周年記念行事と同時にスタートを切った。藤沢エデン

の園においては、2011年度に引き続き入居者募集に力を入れた年となった。 

一番館においては入居者募集センターが中心となり、ウェルフェアタウン挙げての募集活動の

展開となった。成果については、予算達成には及ばないものの、着実に入居件数を伸ばしており、

入居者募集戦略の立て直しを図ることで、更なる入居率ＵＰに繋げたい。 

一方、二番館においては、順調な入居契約の推移となっており予算達成の見込みである。 

 また、藤沢愛光園（入所）においては、死亡退去や入退院による入所の調整が難航しているも

のの、入所率 100％は目前となっている。一方、ショートステイにおいては、入退所の割り振り

が煩雑な中、予定通りの展開をすることができた。 

 在宅事業所においては、スタッフ不足の影響を受け、それぞれの事業所が実績を上げているも

のの発展途上の状況にある。その中にあって、デイサービスが着実に実績を伸ばし、訪問看護に

おいても単月黒字を達成できたことは将来に向けての明るい材料となった。 

 2013年度は開設 3年目に当たることから、聖隷藤沢ウェルフェアタウンとしての教育システム

を構築し、更に地域との交流を深めていきたいと考える。その中で、核となる委員会機能や様々

な役割、特に広報機能を確立することで、すべての事業の入居率・利用率を高めることを最重点

施策として実行していく。 

 

【施設理念】 

『私たちの目指すもの ～笑顔あふれる幸せの街づくり～』 

  良質のサービスは「笑顔」、福祉の心は「幸せ」、地域への貢献は「街づくり」とそれぞれの

言葉に我々の思いが込められている。 

 

【経営方針】 

１． お一人おひとりの意思を最大限に尊重します 

２． 各事業が総合化力を発揮し最良のサービスを提供します 

３． 地域・社会とのつながりを大切にします 

４． 全ての職員が日々成長できる環境を自らが作ります 

５． 効率化・業務改善を常に意識し安定した経営を目指します 

 

【事業・運営計画】 

【聖隷藤沢ウェルフェアタウン】 

１． 聖隷藤沢ウェルフェアタウンの教育システムの構築 

２． 地域の福祉拠点となる基盤の確立（地域社会（自治会）への参画） 

３． 入居率・利用率の向上 

４． 広報機能の確立 

５． 委員会機能の再構築・検証 



 

◆藤沢エデンの園 

 2013年度は藤沢エデンの園のみならず、ウェルフェアタウン職員全員で入居募集活動を実践

し、目標達成を目指す。 

 また、開設後より見えてきた入居者ニーズを運営施策に活かし、藤沢エデンの園としての特徴

を明確化するとともに、ウェルフェアタウンとしてのコンシェルジュ機能の確立を目指していく。 

  

【藤沢エデンの園 一番館】 

１． 職員全員での募集活動の実践 

２． ご入居様が安心して生活できる運営施策と質の高いサービスの提供 

３． 積極的な地域との交流 

〈藤沢エデンの園一番館 数値目標〉                 2013年度期末 

 一般居室 介護居室 計 

契約戸数／総戸数 190戸／209戸 － 190戸／209戸 

入居者数 243人 － 243人 

入 居 率 90.9％ － 90.9％ 
                                            
 

職員数(常勤換算) 43.81人 

 

【藤沢エデンの園 二番館】 

１． 一人ひとりがケアの根拠を理解し、安全で質の高いサービスの提供 

２． 入居者、家族との信頼関係を深め、安心して楽しく暮らせる環境づくり 

３． 個人目標を具体化し、職場内 OJTの推進 

〈藤沢エデンの園二番館 数値目標〉                 2013年度期末 

 2013年 3月末 
2013年 4月 

～2014年 3月 
計 

契約戸数／総戸数 35戸／50戸 38戸／50戸 38戸／50戸 

入居率 70.0％ － 76.0％ 
                                          

要介護認定者数 

要支援 

1 

要支援 

2 

要介護 

1 

要介護 

2 

要介護 

3 

要介護 

4 

要介護 

5 

合計 

1.2名 2.4 6.9 7.3 7.8 7.1 3.4 36.1 
 

職員数(常勤換算) 34.65名 

 

◆藤沢愛光園 

 開設し 3年目となる 2013年度は、安全教育、入居率確保、職員の環境整備、ご利用者（ご家族）

との連携強化、ボランティア、地域との交流、この 5つを重点施策に掲げる。 

その為には介護技術、接遇、コミュニケーション等の職員教育は必要不可欠であり、そのこと

からご入居者様やご家族の安心は生まれると考える。経営的にも安定した入居率の確保に向けて



総力を挙げ、一方職員の働きやすさを追求し、離職率の低下を図る。 

 地域交流としては、ボランティア活動や自治体活動に積極的に関わって行き、地域の中での役

割を果たす。 

【藤沢愛光園】 

１. 安全に関する職員教育の実施 

２．安定した入居率の確保（経営基盤の確保） 

３．働きやすさの追求と離職率の低下 

４．ご利用者、ご家族との密な連携作り 

５．ボランティア、地域との交流・関係づくり 

〈藤沢愛光園 数値目標〉 

 特養入所 短期入所 

利用者定員 100床 20床 

利用者延べ人数 36,135人 6,023人 

営業日数 365日 365日 

一日平均利用者数 98.0人 17.1人 

稼動率 98.0％ 85.6％ 

単価（１人１日あたり） 14,120円 16,470円 

総収入 574,126千円 108,742千円 

職員数（常勤換算） 65.57人 17.6人 

 

職員数（常勤換算） 83.17人 

 

 

◆藤沢在宅サービス 

開設 3 年目となり、地域に根ざすための仕組みと、安定した運営ができる職場をつくる必要が

ある。利用者とその家族が安心して生活できるよう、それぞれの事業所が質の高いサービスを提

供できるよう事業展開していく。そのために職員の教育、働きやすい職場つくり、関連事業所と

の連携(情報の共有やフィードバックなど)強化を行っていく。 

 

【デイサービスセンター藤沢】 

１． 働きやすい職場環境つくり 

２． 利用者参加型デイサービスの基礎を築く 

３． 安定した運営 

 

 

 

 

 



〈デイサービスセンター藤沢 数値目標〉 

介護給付 予防給付 単価（円） 
総収入 

（千円） 
平均 

利用者数 
月訪問数 

年間訪問

件数 
月訪問数 

年間訪問

件数 

介護給付

（回） 

予防給付

（月） 

24.2 626.2 7,514 15.7 188 9,300 31,800 75,859 

 

 

【ケアプランセンター藤沢】 

１．新規利用者の獲得 

２．地域との連携 

３．安定した運営(経営、マニュアル整備、職員教育など) 

４．エデンの園との連携強化 

〈ケアプランセンター藤沢 数値目標〉 

年間請求件数 平均単価（円） 訪問調査 総収入 

（千円） 介護 予防 介護 予防 年間件数 単価（円） 

738 174 11,000 4,000 0 0 8,814 

 

【ヘルパーステーション藤沢】 

１． 信頼される事業運営 

２． 人材の確保 

３． 介護技術の向上 

４． エデンの園とのサービスの連携に努める 

〈ヘルパーステーション藤沢 数値目標〉 

介護給付 予防給付 単価（円） 
総収入 

（千円） 
平均 

利用者数 
月訪問数 

年間訪問

件数 
月訪問数 

年間訪問

件数 

介護給付

（回） 

予防給付

（月） 

47.0 564.0 6,768 38 456 3,600 15,000 31,655 

※職員数欄に登録ヘルパーは未計上、総収入は有償サービス・自立支援を含む。 

 

 

【訪問看護ステーション藤沢】 

１． 人員の確保と育成 

２． チームとして関われる職場つくり 

３． 地域との連携と、利用者の確保 

〈訪問看護ステーション藤沢 数値目標〉 

平均利用者数 月訪問数 年間訪問件数 単価（円） 総収益（千円） 

67.9 384.3 4,611 9,867 45,495 
 



ウェル・エイジング・プラザ 奈良ニッセイエデンの園 

 

2012 年度は、開園 20 周年事業として大規模施設改修（介護居室増室・共用棟・食堂改修）や

各種記念行事（記念祝賀会、夏祭り、外出企画、クリスマス会等）に取り組んだ。入居者数は 2011

年度を上回る数字となり、管理費も予算を上回る収入となった。また、有料老人ホーム以外の各

施設においても経営基盤の安定を目指し、利用者の獲得に向けた様々な取り組みを実施し、費用

面の改善も積極的に進めた。運営面においては、パーソン・センタード・ケアの考え方をサービ

スの根幹とし、全職員に対して導入研修を実施したうえで、認知症ケアマッピングを実施した。

また、食事サービスの質向上を目指し、食事委託業者の見直しを実施した。 

2013年度は、多様化する高齢者住宅が乱立する中で、自施設の強みの幅を拡げ、より多くの利

用者に選択していただける施設であり続けることが重要課題である。そのため、さらにパーソン・

センタード・ケアの考え方を園全体の取り組みとして拡げ、サービスの質向上と利用者満足度向

上を実践する年としたい。個々のサービスについては、これまでの評価を実施して、本当に利用

者に満足いただいているサービスなのかを見直すとともに内容の再構築をする。食事サービスに

ついては、食事委託業者を統一化することにより、さらに質の高い食事サービスの提供と効率化

を図っていく。また、地域連携については、この地域の中で介護、福祉施設の拠点となるべく地

域防災も含めて、地域や他施設交流を積極的に推進していく。 

【施設理念】 

 私たちは、ひとりひとりを尊重し、「健康」・「生きがい」・「安心」を支援し続けます 

【行動方針】 

１．私たちは、ひとりひとりのいのちと尊厳を守ります 

２．私たちは、最高のサービスを提供するために最善をつくします 

３．私たちは、地域との絆を育み、地域社会に貢献します 

【事業・運営計画】 

１．パーソン・センタード・ケアの考え方に基づくサービス提供 

 （ア）プラスワンのサービス提供の継続  

 （イ）楽しさの創造、利用者参画型サービスの提供 

 （ウ）食べる楽しみの追及と提供 

 （エ）ターミナルケアとグリーフケアの充実 

 （オ）入居者・利用者に安心で快適な生活空間の提供   

 （カ）満足度調査結果に基づくサービスの改善      

 （キ）生活リハビリによる自立支援の促進 

 （ク）気くばり・目くばり・心くばりの実践 

２．安定した経営基盤の確立 

 （ア）複合施設の強みを活かした情報発信力と利用者獲得の強化   

 （イ）募集機能の強化と連携 

 （ウ）経営指標の可視化共有による経営意識向上   

 （エ）業務・サービス内容の整理と見直しによる効率的運営    



 （オ）新たな視点での渉外活動の展開  

３．人材育成・人材活用 

 （ア）聖隷理念・施設理念の浸透と自覚  

 （イ）自分の考えを言語化し行動できる人材の育成  

 （ウ）課題発見・課題解決できる人材育成  

 （エ）OJTを推進できる次世代を担う人材育成 

 （オ）他施設との横断的な人材交流の推進   

 （カ）専門研修への計画的参加と専門資格の取得支援  

 （キ）介護人材育成への取り組み 

４．組織機能の活性化と連携の強化   

 （ア）職場間の相互理解による情報共有の強化 

 （イ）コンプライアンス意識の向上 

 （ウ）リスク分析から改善への取り組み 

 （エ）メンタルヘルスケアへの積極的な取り組み 

 （オ）会議・委員会の効率化 

５．地域及び他施設との連携・交流 

 （ア）地域における介護サービスの拠点となる 

 （イ）ＷＡＣ施設としての地域への貢献と他施設との連携強化 

 （ウ）地域防災拠点としての施設災害対策の確立 

６．環境・省エネ活動の効果的取り組み 

 （ア）利用者参画型の環境・省エネ活動の継続 

 （イ）省エネ対応設備の計画的導入 

 

◆ 有料老人ホーム「奈良ニッセイエデンの園」 

2012 年 12 月末現在において、入居契約件数 382 戸（一般居室 344 戸、介護居室 38 戸）入

居率は 93.6％（一般居室 95.0％、介護居室 82.6％、一時静養室含む介護居室 85.5％）であ

る。また、ご入居者の平均年齢は全体で 81.4歳である。 

2013 年度は、パーソン・センタード・ケアの考え方に基づき、各部署が協働して、ご入居

者の生活を支えていく質の高いサービスを提供する。 

【事業・運営計画】 

１．パーソン・センタード・ケアの考え方に基づくサービス提供 

 （ア）DCM導入によりケアの振り返りと実践を繰り返し、ケアの質を向上させる 

 （イ）認知症の早期発見・早期対応を行う 

 （ウ）入居者が自立した生活を送れるように介護予防を充実させる 

 （エ）ご入居者一人ひとりの「生きがい」を支援する 

 （オ）ターミナルケアとグリーフケアを充実させる 

 （カ）食事の満足度向上を目指した取り組みを強化する 

 （キ）本当に満足されているサービスかどうかを検証し、サービスを改善する 

 （ク）老朽化した建物・設備の計画的な整備と安心・安全な生活環境を提供する 



２．安定経営に向けた具体的取り組みの実践 

 （ア）募集スタッフの意識を継続し、新契約につながる募集活動の取り組みを実践する 

 （イ）月次報告の部署内発信により、経営意識向上を図る 

 （ウ）新ＥＴＳからのデータを活用し、効率的にサービスの実施状況を把握する 

３．聖隷理念・施設理念を常に意識して行動できる人材育成の充実 

 （ア）研修、教育、会議の場で理念浸透と言語化し行動できる人材の育成を図る 

 （イ）OJTの活用により課題発見・課題解決ができる人材を育成する 

 （ウ）積極的な交換研修の実施により、職場間連携を意識した行動をとる 

 （エ）介護職員ラダー表を活用し、職員一人ひとりの能力を支援する 

４．部署間連携を強化して、入居者の目線に立って迅速に問題を解決する 

 （ア）園内書式の改訂し部署間の情報共有に努め、迅速な問題解決に取り組む 

 （イ）コンプライアンスに則った組織運営（規定、内規）を実践する 

 （ウ）セーフティーアシスタントを活用し、園内のリスク回避と改善行動を実践する 

 （エ）メンタルヘルスケアを積極的に取り組む 

５．「地域とともに」意識した企画運営を継続する 

 （ア）地域連携グループの活動を継続する 

 （イ）地域防災拠点として、施設災害対策を確立する 

６．省エネ推進、資源循環活動の意識をさらに強化させる 

 （ア）利用者ともに省エネ・資源循環活動を実践し数値目標を達成する 

 （イ）省エネ対応設備を計画的に導入する 

【数値指標】                              2013年度期末 

 一般居室 介護居室 計 

契約戸数 350戸 38戸 388戸 

入居者数 444名 39名 483名 

入 居 率 96.7％ 82.6％ 95.1％ 
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28名 19名 29名 18名 13名 15名 10名 132名 
 

職員数（常勤換算） 91.4名     ※有料老人ホーム部分 

◆ 高齢者総合福祉センター 

2012 年度は、まほろばホールにて盛大に開園 20 周年記念事業を行うことができた。来場者数

も過去最大の 554名となり、ご入居者、地域の方々に感謝の意を込めたイベントとなった。 

2013年度は新たな催事企画と同時に現催事の見直しを図ることにより参加者数を増やすととも

に、地域とのネットワークづくりを意識し、地域に還元できる取り組みを目指していく。 

◆ 介護老人保健施設「奈良ベテルホーム」 

2012年度は、入所・短期入所・通所リハのすべてに関して予算を下回る利用者数となり、厳し

い状況となった。介護保険制度改定では在宅復帰施設としての役割強化を求められたが、重度の

利用者が増え、早期の在宅復帰を望めない利用者も更に増えていくことも予想される。 



2013年度は、パーソン・センタード・ケアの考え方をサービスの根幹とし、自施設の売り・強

みを明確化し、地域へのアピールや渉外活動に取り組んでいく。また、通所リハでのリハビリニ

ーズに応えるため、土曜日も稼働して利用者満足度の向上に繋げたい。さらに入所・短期入所へ

誘導し、利用者数確保と安定した運営により、地域に根ざした選ばれる施設作りを目指していく。 

◆ ニッセイ聖隷クリニック 

2012年度は、診療報酬改定による新たな施設基準届出や新加算取得に努め、病棟ではケアサー

ビスや環境整備に力を入れた。また、CT装置を更新し、画像のフィルムレス化を行った。 

2013年度は、パーソン・センタード・ケアに基づくケアやリハビリをさらに充実させ、職員が

働きやすい職場環境の改善や人材育成に力をいれたい。また、医事・健診システム更新と大規模

災害に備えた医療安全管理体制の構築に取り組みたい。 

◆ ニッセイせいれい在宅介護サービスセンターベル・西大和店 

2012年度は、介護報酬・自立支援報酬の改定が増収となり、予想を超えるヘルパー派遣により、

予算を大きく上回る利益を残すことができた。 

2013年度は、単独での渉外活動を継続し、訪問介護の新規利用者の獲得を目指す。また、喀痰

吸引等の対応事業所として、医療依存度の高い利用者にも対応していきたい。福祉用具貸与では、

専任の福祉用具専門相談員を配置し、在庫管理強化と収益改善に努める。 

◆ ニッセイせいれい在宅介護サービスセンターベル・奈良店 

2012年度は、訪問介護・居宅介護支援ともに利用者数が減少し、福祉用具貸与においても中重

度の方の利用終了により単価の高い商品貸与が減少、収益全体で大変厳しい状況となった。 

 2013年度は、さらに地域包括支援センターや医療機関を中心に渉外活動を強化し、訪問介護と

福祉用具貸与の利用者増に繋げる。また、2012年度に実施した利用者アンケート結果やパーソン・

センタード・ケアの考え方をもとに、サービスの質向上を図りたい。 

◆ 訪問看護ステーション西大和  

 2012年度は、他事業者からの紹介に迅速対応して訪問につなげたこと、症状の不安定期や急変

時の迅速・丁寧な対応により、利用者数、訪問件数とも予算を上回る実績となった。 

2013年度は、訪問看護の専門性を発揮し、幅広い訪問への関わりを積極的に行うことでさらに

地域の方に望まれるサービスを提供し、事業運営の安定を図りたい。 

◆ ニッセイせいれい訪問看護ステーション奈良 

2012年度は、利用者満足度調査の結果から業務改善を図り、利用者ニーズに沿ったサービス提

供とさらなる質向上に取り組み、利用者数と訪問件数を可視化しながら渉外活動を計画的に行っ

た。その結果、利用者数、訪問件数ともに予算を上回る実績となった。 

2013年度は、利用者一人ひとりを尊重し、多様なニーズに対応するとともに、パーソン・セン

タード・ケアの考え方に基づくサービスの提供に努め、事業運営の安定を図りたい。 

◆ ニッセイせいれいケアプランセンター西大和  

2012年度は、新規利用者について中重度割合（要介護３・４・５）を勘案しながら事業運営し

たことから、総件数が伸びず、「特定事業所加算Ⅰ」の運用が厳しい状況となった。 

 2013年度は、中重度・軽度に関係なく、利用者を積極的に受け入れるよう「特定事業所加算Ⅱ」

の運用に変更予定であり、西大和地区の居宅介護支援事業所の運営方法や人員配置を検討する年

としたい。また、介護支援専門員の質低下とならないよう人材育成に取り組みたい。 



ウェル・エイジング・プラザ 松戸ニッセイエデンの園 

 

2012年度は、春に週刊誌の特集「安心の介護＆納得の老人ホーム」において全国1位の評価を

いただいたことから、好調な入居者募集活動が展開できた。実際には、医療・介護・生活支援す

べてのサービスにおいて課題は多くあると認識しているが、スタッフのモチベーション向上にも

繋がったと考える。特に、事業部全体で取り組みを開始した「認知症ケアマッピング」のモデル

施設としての役割、委託業者の変更を伴った食事サービスの改善や介護サービスの量的拡大とい

った課題に対し、97％以上の高い入居率を維持しつつ、職員一丸となって取り組むことができた

一年であったといえる。 

2013年度は、全職員が募集担当としての意識を持ち、高い入居率維持のために業務を通じた募

集活動への支援を継続していくとともに、「介護認定」や「特定施設契約」、「住替え」について

も情報共有を図りながら円滑に手続きを進め、健全な園の運営をおこなっていきたいと考える。

また、前年度同様「入居者参画」「地域連携」をキーワードとして、より満足度の高いサービス

の提供を実施していきたい。まず、「認知症ケアマッピング」については、活動を軌道にのせた

うえで評価し、一般居室を含めた有料老人ホームにおける活用方法を模索していく。また、食事

サービスについては、さらなる質の向上と充実に取り組み、朝・夕の喫食率については前年度実

績より2％程度の上積みを目標としたい。介護サービスについては一般居室における量的拡大は

避けられないと認識しており、質を低下させることなく、それに対応すべく効率的な運営を意識

していくとともに、ご入居者の暮らしぶりを知ることで健康面での不安や体力変化を把握し、健

康維持・増進に役立てご入居者の心とからだの健康創りを継続して実施する。地域社会向けには

ＷＡＣ施設という特徴を生かすとともに、近隣の松戸愛光園、松戸市立福祉医療センター東松戸

病院との共同を深めていきたい。環境・省エネへの取り組みは、入居者参画型の松戸ニッセイエ

デンの園エコ宣言を基本に、実践した取り組みを評価し、継続して取り組んでいく。 

以上を踏まえ、以下のような2013年度の重点目標を掲げ、目標達成に向けて取り組みたい。 

 

【施設理念】 

私たちは一人ひとりを尊重し、“ ここを選んで良かった ”と思っていただけるような施設づ

くりを目指します。 

【経営方針】 

１．サービスの質の向上 

２．人材の育成 

３．経営基盤の安定 

 ４．リスク管理体制の強化 

 ５．メンタルヘルスへの取り組み強化 

 ６．地域社会と連携した事業展開 

 ７．環境・省エネへの取組み強化 

 

 



【事業・運営計画】 

◆有料老人ホーム「松戸ニッセイエデンの園」 

１．各課の協力と情報の融合による総合力の発揮 

（ア）情報共有の在り方の検討と再構築 

  （イ）認知症ケアと看取り看護介護の充実 

（ウ）入居者参画型の企画・行事の充実 

  （エ）食事サービスの向上 

  （オ）新 ETSの活用 

  （カ）セキュリティシステム更新と活用 

２．人材育成 

  （ア）聖隷理念の継承 

（イ）専門職の育成 

（ウ）専門看護師・認定看護師等の活用 

  （エ）やりがいのある職場風土の醸成 

３．経営基盤の安定 

（ア）全職員が対応する入居者募集 

  （イ）介護保険の請求率 up 

  （ウ）一時静養室及びクリニック病床の適正利用（長期利用対策） 

４．リスク管理体制の強化 

（ア）感染予防対策の強化 

  （イ）災害対策の更新と充実 

（ウ）IAの PDCA サイクルの徹底 

  （エ）メンタルヘルス予防活動の継続 

５．地域社会との連携 

  （ア）WAC施設としての取り組みの充実 

  （イ）広報活動の充実と園行事の地域への発信 

  （ウ）地域活動への積極的な参加 

６．環境・省エネへの取り組み強化・継続 

  （ア）環境宣言の浸透 

  （イ）入居者参画型の環境保全 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【数値指標】                             2013年度期末 

 一 般 居 室 介 護 居 室 計 

契約戸数 313戸/315戸 34戸/37戸 347戸/352戸 

入居者数 405名/419名 34名/37名 439名/456名 

入 居 率 99.4％ 91.9％ 98.6％ 

 

要介護認定者数 

要支援 

1 

要支援 

2 

要介護 

1 

要介護 

2 

要介護 

3 

要介護 

4 

要介護 

5 
合 計 

19名 15名 25名 20名 11名 20名 10名 120名 

 

職員数(常勤換算) 81.98名   ※有料老人ホーム部分 

◆診療所 「松戸ニッセイ聖隷クリニック」 

 2012年度は診療所長の交代があったが、大きな混乱なく入院・外来とも前年度以上の実績をあ

げることができた。また、専門看護師・認定看護師を迎えることができ、看護介護の質の向上が

図られたが、入居者のニーズも高く多様化しており、2013年度も継続して「健康管理を主眼にお

いたサービス提供」を目標としていく。そのために医師、看護師と 医療及び介護スタッフとの

連携強化、また今以上に経営を意識した運営をしたいと考える。そのため以下の重点目標を掲げ

目標達成に向けて取り組みたい。 

１．医療・健康管理サービスの充実 

 （ア）医師・看護師・コメディカルスタッフ・関連スタッフの連携強化 

 （イ）保健指導の充実 

２．人材育成 

 （ア）専門性の向上 

 （イ）パーソン・センタード・ケアの理解 

３．経営基盤の安定 

 （ア）診療体制の充実による患者数増加 

 （イ）フットケアの実践 

４．リスク管理体制の強化 

 （ア）セーフティアシスタントの活用 

 （イ）転倒予防推進 

５．環境・省エネへの取り組み強化 

（ア）環境宣言の浸透 

【診療部門】 

 一日平均患者数 単価 診療実日数 

外来部門 55.0名 3,198円 244日 

入院部門 15.0名 10,000円 365日 

 

 

 

 



【検診部門】 

 定期検診延べ受診者数 簡易検診延べ受診者数 

入居者検診 660名 1,200名 

職員検診 215名  

◆高齢者福祉総合センター「ニッセイ松戸アカデミー」 

2013年度は、教室運営を中心とし、地域住民・入居者向けのコンサート・イベント等の拡大は

図らず、併せて広報宣伝活動についても必要最低限とする。無駄な部分は省き、効率よい運営を

心掛けながら質を維持する事に注力する。 

１．各種教室参加者の増員 

 ２．イベント経費の圧縮 

 ３．広報活動による地域との交流 

 ４．入居募集、入居希望者対応の強化 

◆ニッセイエデン・ヘルパーステーション 

2012年度、介護保険改正に伴う利用時間の変更については、居宅介護支援事業所との事前調整

により順調にスタートできたが、地域内での介護保険施設４ケ所新設の影響により、実利用者数

は減少している。とはいえ、地域における在宅系サービスの役割はますます高まっており、特に

当事業所が位置する松戸市東部地区（生活圏域）の高齢化率は高く、今後、さらに需要は高まる

と考えられるため、積極的に広報活動を実施することはもちろん、サービス事業所や医療機関へ

の定期訪問、地域住民とのコミュニケーションの活性化等、地域における連携を強化する。また、

訪問サービスはスタッフ一人ひとりが商品となる。選ばれる事業所となるためにも質の高い人材

育成に注力し、最終的には経営基盤の安定につなげる。 

中期的には、在宅サービスの充実をはかるべく、訪問系サービスの拡充を検討していきたい。 

１．地域に密着した事業所の確立・事業拡大 

（ア）「地域にもとめられる事業所」をテーマに、地域にひらかれた事業所づくりに取り組み、

地域に根ざした役割を再構築する 

（イ）ニーズを的確に把握し、応えていく 

２．専門性の高いスタッフの育成 

（ア）在宅部門における階層別研修の確立 

（イ）相談援助職として、援助技術の向上・アセスメント力向上の勉強会の開催 

３．経営基盤の安定 

（ア）利用者数増加を図るための広報活動 

営業日数＝310日（月平均26日） 

 件数/日 単価/件 

介護給付 24名 3,963円 

予防給付 10名 18,000円 

※有償サービス 

件数/月 単価/件 

20名 10,000円 



ケア付き高齢者住宅 明日見らいふ单大沢 

 

 明日見らいふ单大沢は開設後 18 年目を迎え、ご入居者の平均年齢も、82.5 歳となった。2013

年度は東京都住宅供給公社の明日見らいふ单大沢に関する管理体制が大きく変わることが予定さ

れている。2012年 12月末現在空室数は 26戸となり、2013年度は入居者募集の強化が課題となる。

このため、公社管理事務所の機能が入居者募集に特化することとなった。加えて、聖隷福祉事業

団の入居者募集活動とタイアップすることになり、お互いの利点を活用することで効果的な入居

者募集を行っていきたい。公社管理事務所が入居者募集に特化するため、聖隷福祉事業団として

公社の管轄部署である少子高齢対策部と連携を密にし、ご入居者に不安を与えることの無いよう

適切な対応をしていきたい。 

管理費会計に大きな影響を与える電気・熱源の利用料の高騰については、ご入居者を含め、全

職員が一致団結して節約することが必要で、過去の節約以上の結果を出さなくてはいけない。 

2012 年度初めて実施した階別入居者懇話会については、『結いの心』の普及を目的として、対

面形式でなく、円卓形式として同じ階のご入居者が『ご入居者同士の仲間づくり』としての意識

を持ち、コミュニケーションを深めるための場として活用したい。また、環境デーをご入居者に

もご理解いただくなど、ご入居者と職員とで共同で行う活動をスタートして、ご入居者と職員の

関係においても『結いの心』の関係を深めていきたい。 

入浴は日々の疲れをいやしたり、ストレス発散には大変有効である。しかし、心身の衰えと共

に大浴場での入浴が不安になる方も多く見られている。清潔を保ったり、今まで使い慣れた浴場

で安全に、安心して利用できるよう大浴場に職員を配置し、見守り浴を実施していきたい。また、

有料サービスの対象拡大等にも取り組んでいきたい。 

食事については、2012年度プレゼンテーションを実施し、委託業者が決まるが、委託業者と連

携してご入居者の生活を支える食事支援を充実していきたい。 

2013年度はエデントータルシステムのケアシステムの導入を予定している。これまで各課にて

管理していた情報を一元管理することができるため、職員間での情報が共有され、ご入居者の支

援に活かすことができる。また、パーソン・センタード・ケアの考え方を職員に浸透させること

で、認知症高齢者への関わり方や、その人らしく生活することを施設全体で支えていきたい。加

えて、認知症ケアマッピングを活用し、最後までご本人らしさを尊重したケアに取り組んでいき

たい。2012年度看取りを希望されたご入居者は 7割を超える見通しだ。これは、明日見らいふの

考え方、対応等がご入居者に受け入れられた結果であると考える。今後も医療と介護が連携し、

ご本人が望む最期を迎えられるようご入居者やご家族、職員が協力して取り組んでいきたい。 

地域連携においては、サークル活動の地域開放による活性化、各種行事の地域開放等ご入居者

と近隣住民の交流の場の提供等、地域に根ざした明日見らいふを目指していきたい。近隣に飲食

できる施設が少ないこともあり、喫茶を充実させて地域開放の検討をしていきたい。また、单大

沢警察署、地域包括支援センター单大沢と共催してご入居者、地域住民の方々を対象にしたイベ

ントも引き続き開催していきたい。 

  

 



【施設理念】 

  私たちは、ご入居者が終の棲家として、お互いがふれあい、孤独ではなく安心して生活でき

る施設創りを目指します。 

【経営方針】 

１.サービスの質の向上 

２.安心・安全の施設創り 

３.職員教育の充実 

４.省エネ、エコ対策の実施 

【事業・運営計画】 

１.『いきいき』 『あんしん』の提供 

 （ア）『結いの心』の普及 

 （イ）パーソン・センタード・ケアの実践と追及 

 （ウ）ご入居者の生活を支える食事支援の充実 

 （エ）ケアセンターの機能を高めるケアの実践 

 （オ）看取り指針に沿った看取り介護の実践 

 （カ）介護予防の更なる充実 

２. 地域に開かれた施設創り 

 （ア）喫茶の地域開放の検討 

 （イ）地域開放によるサークル活動の活性化 

３. 職員の育成 

 （ア）自律した職員の育成と接遇の強化 

 （イ）専門知識の習得と共有 

 （ウ）リスクマネージメント・倫理観の徹底 

４. 省エネ、エコへの取組 

 （ア）環境デーの有効活用 

 （イ）エネルギー使用量、ゴミ削減の取り組み 

５. 入居者募集 

 （ア）入居率 95％の継続 

 （イ）職員全員が募集担当者 

【数値指標】                        2013年度期末 

  一般居室 介護居室 計 

契約戸数 301戸 46戸 347戸 

入居者数 360名 46名 406名 

入 居 率 95.0 ％ 86.8 ％ 93.8 ％ 
 

 

要介護認定者数 
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22名 14名 24名 13名 15名 11名 9名 108名 
 

職員数（常勤換算） 107名 
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