
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％ 

 

 

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 

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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合計 

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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