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平成２６年度 事業報告書 （昭徳会） 

 

１．「基本理念」「基本方針」「職員行動指針」の理解と実践 

  (1) 「根本理念」「基本理念」「基本方針」を各施設で唱和する機会や各種研修を通じて、職員一人 

    ひとりに周知し、日々実践する風土づくりに取り組んでいる。 

  (2) いこいの宿高浜安立が「グッド・ジョブ・カード」として、職員行動指針 10 ヵ条をカード化

し、職員の資質向上と理念の理解に取り組んでいる。この取り組みは、昨年 10 月の福祉実践発

表会で報告され、高浜安立荘、デーサービスセンター、居宅介護支援事業所へと広がりを見せて

いる。 

  (3) 「基本理念」「基本方針」「職員行動指針」の理解と実践の取り組みを通じて、昭徳会職員・福 

   祉人としての資質・感性・人間力の向上に引き続き取り組む。 

 

２．創立百周年事業の推進 

(1) 平成 25 年 11 月理事会において創立百周年事業構想が承認された。この事業構想に基づき、事 

 業推進に必要な資金を計画的に確保し、事業の具体的な検討が開始された。 

  (2) 今年度の第一期中期計画として、特に、児童養護施設若松寮の運営移管決定（平成 28 年度か

ら）、泰山寮と養護老人ホーム高浜安立の改築を決定、設計事務所を選定し平成 28 年度工事着工

に向けて検討を開始された。また、小原寮の障がい者グループホームを平成 27 年 4 月開設と、

事業構想の計画に沿った検討が開始された。 

(3) 事業構想の計画的な検討にあたっては、必要に応じて各分野プロジェクト責任者会議を開催し 

 ながら、引き続き事業の計画検討に着手する。 

 

３．諸事業の推進に向けた財務基盤の確立 

(1) 創立百周年事業構想に基づき、具体的な諸事業を推進するための資金計画について、見直しを 

 行いながら、各施設間の資金拠出を含め、引き続き資金の計画的な確保に努めてきた。特に、泰 

 山寮の改築については、資金拠出施設から平成 27 年度に一括して資金を拠出するなど、工夫と 

 力の中で財政基盤の確立への取り組みが展開できた。 

(2) 各施設における設備等の修理修繕に備え、今後も出来る限り積立金を計画的に備蓄する中で、 

 中期的（3 年〜5年）な保全計画として資金確保に努める。 

 

４．安定した人材確保と人材確保対策の強化 

(1) 職員採用を中長期にわたって安定的に人材を確保していくために、法人本部内に人事採用部を 

 新設し、人材育成と職員採用を担当する部署として強化してきた。 

(2) 福祉分野における人材確保が厳しい状況の中で、新卒 35 名、中途採用 19 名を確保することが 

 できた。引き続き必要職員の確保に向けて全力を挙げて取り組むこととする。 

(2) この間、日本福祉大学との協力・連携の中で、「福祉分野業界研究会」の担当となり、福祉分

野における職員としての資質や役割等について、学生に対して情報発信してきた。 
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(4) 県内外の大学・専門学校等からの要望に対し、学生向けの「福祉講座」を担当し、昭徳会の取 

 り組みや福祉全般の内容紹介を通じて、福祉分野における人材確保に向けて取り組んできた。今 

 後も引き続き各大学等の関係強化を図りながら、福祉分野希望者の拡大を通じての人材確保に努 

 力する。 

 

５．良質な福祉サービス事業の展開 

(1) 基本理念「幸福」の実現に向けて、各施設とも利用者のための福祉サービスを心掛け、職員の

資質向上に取り組んできた。こうした取り組みの中で、良質なサービスの提供、サービスの質や

施設の知名度、施設評価の向上に努めてきた。 

(2) 毎年開催している「福祉実践発表会」は、どの施設もレベルが高く、良質な福祉サービス事業

の展開にふさわしい取り組み緒なっている。今後も、引き続き、良質なサービスの提供に向けて

努力する。  

 

６．人材育成方針に基づく人材育成と職員の資質向上 

(1) 人材育成部会で「人材育成方針」を検討・提起し、研修計画等の取り組みを通じて、職員の資  

 質向上に取り組んでいる。 

(2) 人材育成部会と施設研修担当責任者との合同会議として「人材育成推進会議」を開催し、人材

育成方針の周知・徹底を図りながら、人材育成方針の共通認識と協力関係構築に努めてきた。 

(3) 昭徳会職員そして福祉人としての資質向上に向けて、法人主催の研修＋施設主催の研修＋評価 

 制度＝三位一体の人材育成を柱に、引き続き取り組むこととする。 

 

７．特色ある施設づくりの推進 

(1) 児童・障がい・高齢の各分野の施設で、事業計画に基づき、特色ある施設づくりを積極的に推

進し、サービスの質・施設の知名度・施設評価の向上に向けた取り組みが展開されてきた。 

(2) 特色ある施設づくりに取り組みを通じて、各施設の特色をアピールすることで、福祉に対する 

  理解や仕事としてのやりがい、地域住民の理解を通じて、人材確保を積極的に展開できる基盤が 

  形成される。引き続き、各施設における特色ある施設づくりを、社会に広くアピールする取り組 

  みを積極的に推進する。 

 

８．社会貢献事業の推進と地域に信頼される施設づくり 

(1) 社会貢献事業の取り組みは社会福祉法人としての使命であり、地域に信頼される施設づくりは 

  重要な課題である。この間、地域のニーズを把握しながら、施設の持っている専門性や専門的な 

  知識等を地域に積極的に発信してきた。 

(2) 昭徳会としてこの間、各施設において積極的に様々な社会貢献事業を推進してきた。今年度も 

  引き続き社会貢献事業を積極的に取り組んできたことで、各地区あるいは各施設と地域との関係 

  づくりの構築が着実に進んできた。引き続き、地域のニーズを踏まえ、地域貢献や地域福祉の発 

  展に向けて取り組むこととする。(平成 26年度地域貢献事業の取り組み：参照） 
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９．情報システムの移行と業務改善の推進  

(1) 平成 27 年度予算からの新会計基準へ移行に向けて計画的にシステム改定への準備を進めた。 

    引き続き、平成 27 年度予算からの新会計移行に向けて、システム研修等を計画的に実施するな

ど、スムーズな移行に向けて努力してきた。 

(2) 情報システムの移行を通じて、情報システムを有効に活用していく中で、業務改善すべき事項 

  について積極的に見直しを図りながら、引き続き改善に努力する。 

 

10．大規模震災に備えた防災体制の確立と防災意識の向上 

(1) 今年度、大規模震災を想定した法人全体の防災訓練を 10 月 20 日に実施した。各施設において 

  は避難訓練・被害状況の把握・安否確認等の訓練を行い、各地区代表施設に状況を報告し、各地 

  区代表施設から衛星電話を介しての通報訓練を行った。また、今回の防災訓練で 8施設が炊出し 

 を行い、災害時に備える訓練を行うことができた。 

(2) 法人全体の防災訓練を通じて、各施設での防災に対する意識の向上や防災対策に向けた備えが 

  一層図られつつある。 

 

11．新規事業建物ならびに譲渡建物他 

(１) 小原寮グループホーム建物 （平成２７年３月竣工） 

   豊田市小原町上平８５４番２３ 

     木造かわら葺２階建  面積 343.65 ㎡   建築費用 6,500 万円 

(２) 養護老人ホーム高浜安立建物 (平成２７年３月) 

   高浜市豊田町三丁目 1番１５ 

     鉄筋コンクリート造平家建 面積 1,353.92 ㎡ （無償譲渡） 

(３) 養護老人ホーム高浜安立デイサービスセンター建物 (平成２７年３月) 

   高浜市豊田町三丁目 1番１５ 

     鉄筋コンクリート造平家建 面積 308.81 ㎡  （無償譲渡） 

(４) 地域小規模児童養護施設「ドミトリー南風」の移転 

   名古屋市南区呼続５丁目８－１９ （平成 27 年 1 月） 

 

12．職員研修の実施状況 

 （１） 24 年度採用職員研修    6 月 26 日（29 名）、10月 31 日（27名）、1月 30 日（28名） 

 （２） 25 年度採用職員研修    7 月 25 日（29 名）、11月 28 日（30名）、3月  2 日（27 名） 

（３） 26 年度採用職員研修    8 月 29 日（36名）、12 月 18 日（38 名）、 

（４） 27 年度採用職員研修    3 月 26 日～3月 28 日（58 名）、 

（５） 職種別研修 

(生活相談員)             5 月 8日 （16 名）  （事務員）  8 月 26 日（15 名） 

        (保育士・児童指導員)    7 月 29 日（11 名） （生活支援員） 9 月 18 日（9名） 

    (介護員)         11 月 26 日（11 名） （看護員）    1 月 27 日（11 名） 

    (栄養士・調理員)          3 月 5日 （14 名）  

 （６） 中堅職員研修（5～7年目） 8月 6 日（48名） 
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（７） 新任グループリーダー評価者研修 5 月 19 日 （6名） 

（８） グループリーダー研修    9 月 24 日（28 名）、 9月 26 日（24名） 

（９） 次長・課長研修         10 月  9 日（20 名）、2月 19 日（19名） 

 （10） 評価者訓練研修          1 月 21 日（43名）、 1月 23 日（41 名） 

 

 

13．資格取得講座の開催 

  ① 社会福祉士(11 名)  ② 介護福祉士（10 名）  ③ 介護支援専門員（14 名） 

 

14．福祉実践発表会の開催 

 （１） 日時 平成 26年 10 月 25 日（土） 

 （２） 場所 法音寺開山堂 

 （３） 参加者 １２７名 

 

15．福祉セミナーの開催  

 （１） 日時 平成 27年 2月 21 日（土） 

 （２） 場所 法音寺開山堂 

 （３） 来場者 ３１０名 

     講演：齋藤泉氏 「一瞬の出会い」 

 

16．設備等整備状況 

   人事採用部を新たに設けたことで、円滑な訪問等を行うため公用車（乗用車）を購入した。 

購入車種 トヨタアクア 

購入価格 金 2,000,000 円 

     購 入 日 平成 26 年 12 月 9 日 
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平成２６年度 事業報告書 （駒方保育園）  

 

１．子どもが楽しく安心して園生活がおくれるように、職員の連携と保育の創意工夫に

努める 

年度当初に作成した保育課程や年間カリキュラムに連動させながら、月案、週案に沿って、

子どもが毎日楽しく安心して生活ができるよう計画的に保育を進めていった。クラス会議や

乳児・幼児会議を定期的に開催して、職員の連携を密にしていきながら、日々の保育は、保

育実践の反省と評価をしっかりと行ない、次の保育に活かして保育に努めることができた。

毎月の行事も、子どもたちが主体となって参加できるよう工夫をして楽しく進めることがで

きた。 

 

２．個々の発達を理解して、一人ひとりの発達過程に応じた保育を行なう。 

   個々の成長や発達、特徴を把握し、個別計画に沿って子ども一人ひとりにあった援助と指

導を行なっていった。保護者の送迎の際に日々の保育園での様子を細かく伝えたり、家庭で

の様子も聞きながら情報交換を密にして信頼関係を深めつつ、保育園と保護者で共に子ども

の成長を喜び、共感し合える関係を作りながら、一人ひとりに応じたきめ細やかな保育を行

なうことができた。 

 

３．充実した保育環境を整え、子育て支援事業と世代間交流事業を通じて地域に信頼さ 

れる保育園を目指す。 

未就園児とその保護者を対象とした月１回の子育て支援事業は、保育士による遊びの紹介

や園庭開放が好評であり、毎月多くの親子が参加していた。子育て情報を発信したり、ゆっ

たりとした雰囲気の中で、保育士が育児相談を行なうことで、若い母親の育児不安の解消に

繋がり、安心して子育てができるよう地域の保護者の良きパートナーとなり、地域に根ざし

た保育園として機能できたと思う。また、園児の特別養護老人ホーム安立荘慰問、地域の老

人クラブの運動会招待など、世代間交流も計画的に進めることができた。 

 

４．安心・安全な環境づくりに努める。 

   ヒヤリハットシートを改善して、事故防止活動を園全体で取り組むことができた。 

  また、安全管理マニュアルの見直しも行い、危機管理に対する職員意識向上に努めることも

できた。職員による毎月の施設内外点検で危険箇所と思われる場所は、速やかに修理、修繕

に取り組んで安心安全な環境づくりに努めた。 

 

５．研修会への参加、園内研修を行い自己研鑽し、保育士の専門性の向上に努める。 

   様々な内容の職種別の外部研修に積極的に参加できた。研修後も報告会にて職員全体で情

報を共有して職員の資質知識向上に努めていった。園内研修会は非常勤職員も含めて救命救

急研修、保育実践研修等、年間を通して計画的に開催できた。また、３保育園（駒方、光徳、

天王保育園）の合同研修会、交流会も年 2回開催できた。 
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平成２６年度 事業報告書（光徳保育園） 

 

１．心と体の豊かな発達の促進と、一人ひとりの個性や発達に応じた保育を行う。 

  子どもの発達と、一人ひとりの個性や心に寄り沿いながら、保育カリキュラムの作成にきめ

細やかな検討を重ね、年齢やクラスのつながりある保育展開を重ねてきた。特に今年度は、音

楽や造形等の子どもの感性や情緒を大切にしていく保育展開を職員間で研究し実践してきた。

プロとして活躍されている、造形作家、音楽家をお招きして、アートワークショップや、コン

サートを開催、その道のプロから、様々な事を教えてもらい、子どもにとって貴重な体験とな

ったように思う。また、遊びを通して、美しい、心地よいという五感や心で感じられる様々な

機会を職員全体で企画し取り組んできた。 

そのような、保育内容や取り組みについて、行事や園内広報誌等で保護者へ伝え、年度末の保

育内容についてのアンケートにおいて、保育内容、職員対応、行事展開とどの質問に対しても

大変満足しているという回答を得ることができ、光徳保育園の保育内容や理念が理解、浸透さ

れて来ているのだと感じている。 

今後も、保育園で過ごす乳幼児期に「子どもが子どもでいられるかけがえのない時間」を大

切にしながら、子ども同士で育ち合う環境を大切にした保育展開を考え提供していきたいと思

う。 

 

２．様々な家庭環境の状況に配慮した保護者支援を行う。 

  仕事と家庭の両立で忙しい日々を過ごしている保護者にとって、保育園での子どもの様子は

とても気になることである。保育園での子どもの様子や、日々の成長をきめ細やかに伝えて、

信頼関係の構築に努めてきた。日々の育児に不安を感じ、子どもの成長の見通しが立たずに悩

んでいる保護者や、悩みや不安を打ち明けられる友人が周りにいない保護者の方のために、保

護者同士で交流してもらい子育ての情報交換と保育士に育児相談ができる場としての「ｋｏｕ

ｔｏｋｕｃａｆｅ」を開催し、育児不安の解消に努めてきた。一人ぼっちで育児への悩みを抱

えていた保護者からとても喜ばれる機会となった。 

今年度の新たな取り組みとして、保育参観の日程を決めずに、いつでもどんな時間でも気軽に

子どもの様子を見に来ていただけるようにし、平日の仕事の休みを利用して子どもの様子を見

に来ていただいたり、保護者の方に保育士体験の機会を作ったりと保育園の様子や保育士の仕

事を理解してもらい、家庭と保育園の垣根を取り払う活動を行ない好評を得た。 

 

３．地域と連携して子どもの発達と安全の見守りができるように関係を密にする。 

残虐な子どもを狙った事件が増え、地域における子どもが子どもと関わりながら遊べる場が

どんどんと少なくなってきている中で、保育園という施設が地域内での子育て支援の拠点とな

り、遊び場を開放していくという取り組みを継続しておこなってきた。地域子育て支援である

遊びの会「ちびっこ広場」を開催し、地域の子どもたちにたくさん参加してもらい好評を得て

いる。 

町内会と連携し、地域の防災訓練や清掃活動等に積極的に参加し交流を図っている。そのご
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縁もあり、町内、市内で開催される様々なイベントにも年長児が出かけ、歌やダンスを披露し

たり、安城七夕祭りに参加したりと地域内でのつながりが増えてきている。今後も継続して取

り組んでいきたいと考えている。 

園で開催される様々な行事にも、近隣の方、地域の子ども、卒園した子どもたちにも大勢参

加してもらい喜んでいただくことができ、地域との良好な関係が構築されてきていると感じて

いる。 

 

４．発達と安全を考慮した保育環境の充実。 

  子どもたち自身が様々な遊びと活動を通して自発的に行動し、探究心が満たされる保育環境

を設定してきた。物的環境と共に、人的環境である保育者たちも一人ひとりが子どもの育ちに

とって重要な環境であることを認識し、言葉や人権を十分に配慮した関わりを大切にしてきた。

また、子どもがのびのびと過ごしていくには、単に放任という事ではなく安心安全の見守りが

前提であるため、事故やケガの事前予測を職員間で情報交換をおこない事故の防止に努めてき

た。平成２６年度は病院への緊急搬送も例年に比べて減少することができた。しかし、ケガを

恐れてのダイナミックな活動や、子どもの挑戦などの、経験幅を狭めていると感じる点もあっ

たため、安全保育を確立しながらも、子どもの活動を狭めない取り組みを継続していきたいと

考えている。 

 

５．保育の仕事の楽しさとやりがいを感じられる魅力ある施設作りを目指す。 

  職員のスキルや、目標に応じた外部研修に参加できる機会を設け、職員一人ひとりの資質の

向上に努めた。園内での研修においても、保育士が企画をした保育実践研修を開催し、意見を

交換し合い、職員間での学び合う風土作りを目指してきた。駒方保育園、天王保育園との三園

で開催している合同研修も継続的におこない、人気保育講師を招いての研修会を開催し、スキ

ルアップとともに、保育の楽しさを実感し、モチベーションアップにつながる機会となった。 

三園長会も定期的に開催し、制度変更や保育内容、保護者支援についての情報交換に努めて

いるが、次年度以降も継続し研修会や交流会も恒例行事として取り組んでいきたいと考えてい

る。 

  これからも、少ない職員数の中で、お互いが協力し、支え支え合いながら、一人ひとりがラ

イフワークバランスを保ち、仕事とプライベートを充実させながら活躍できる職場環境を作っ

ていきたい。 
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平成２６年度 事業報告書 （天王保育園） 

 

１．創意工夫しながら自施設の特色を構築する。 

（1）平成 27 年度から民間保育園として新制服の導入を目指す。 

   27 年度新制服の導入について父母の会の承諾を得たが、市から保護者全員の承諾が必要との

ことであった。保護者全員の承諾を得ることができ、市役所（支援課）に平成 28 年度から導入

する旨を報告した。 

（2）障害児保育の位置づけを明確化させ、入所から退所に至るまでの継続的な支援と各関係機関と

の連携を構築する。 

 障害児 3名が入所したことで、年間目標を基に個別指導計画（月）を立て日々の記録も細目に

行い、評価反省展望を繰り返し行っている。状況によっては発達センターの巡回指導を依頼し、

助言もいただいている。 

また、保護者とも密に情報交換し、時には職員が保護者とともに発達センターでの診察、訓練

にも参加し、それぞれの子どもにあった支援ができるよう家庭と共に園全体で共有し保育にあた

った。 

（3）みよし市民間保育園連盟を立ち上げ、他の民間保育園と連携をとりながらよりよい保育を目指

す。 

 今年度、愛知県民間保育連盟に加入し、子ども子育て支援３法に関する情報が入りやすくなっ

た。みよし市民間保育園連盟を立ち上げるまでには至っていないが、民間保育園２園で情報交換

を行っている、来年度民間保育園が３園となるため、各園が協力し市と前向きな交渉ができるよ

う連携を図っていきたい。 

 

２．一人ひとりの子どもの育ちを配慮しながら、発達に合わせた保育を提供する。 

子ども一人ひとりの育ちを把握し、適切な保育を提供するとともに保護者とのコミュニケーショ

ンを密にとり、保護者支援も園全体で行っている。特に、子どもの発達や情緒面そして家庭状況等

で気になる情報がある場合はケース検討会議にて職員全体で検討している。また、今年度インシデ

ントプロセス研修をうけたことで子どもを細部にわたって観察するようになり、担任だけでなく全

体で支援の仕方を考え、工夫するようになっている。 

 

３．職員の資質向上を図る 

（1）園外研修の積極的参加と園内研修を充実させ、職員の資質向上を図る。 

   園内研修では、びわこ学院大学教授烏野先生による防災についての研修を実施した。また、小

野宏先生によるインシデントプロセス研修（3回）も実施した。園外研修については、市、法人

を中心に参加し、参加後は、必ず職員会議の場で報告している。 

 （2）平成 27年度に子ども子育て関連 3法に伴う新制度がスムーズに導入できるよう学習をとおし

て理解を深める。 

   関連 3法に伴う新制度について、今現在も明確でないところがあり苦慮している。市の方針に

関してもしっかりと定まっていない状態の中で入園申し込みがスタートし４２名の新入園児が
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決定した。27 年度がスムーズにスタートできるよう情報が入り次第、職員全員で学習を重ねて

行くこととする。 

 

４．事故防止と安全管理の徹底 

  日々の建物内外の安全点検の徹底と迅速な修理を行い、事故の予防に心がけるともに、園児の発

達に応じた安全教育の充実を図った。今年度は幸いなことに大きなケガ等一度もなかった。今後も

最善の注意を払い子どもの安全に努めたい。 

 

５．防災訓練及び防犯訓練等の充実と職員の意識の向上 

防災訓練をはじめ防犯訓練、交通安全指導それぞれ月に 1回実施しており、ニュースや新聞等話

題にあげられたことを参考に修正しながら行っている。 
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平成２６年度 事業報告書 （駒方寮・ドミトリー駒方） 

 

１．昭徳会の「基本理念」「職員行動指針」の実践を図り、すべての子ども達の最善の

利益を常に追求する。 

個々の子ども達の発達段階、生活年齢に応じた最善の支援を実践するために、全職員の現

状の力量に対応した施設内研修に取り組み、相応の力量は身についたものと考える。しかし、

未だ職員全体における力量不足を補うには至っておらず、引き続いて来年度の大きな課題と

したい。 

 

２．施設を利用するすべての子ども達が、安心して安全に暮らすことのできる施設を目

指す。 

子ども達の安心安全な生活に向け、各種委員会を中心に様々な業務マニュアルが作成され

つつあり評価することができると考える。 

ヒヤリハット、インシデント事例は、一つの原因で発生するものではないという認識を持

って原因追究できるよう職員全体の業務に対する力量を上げていくことが今後の課題であ

ると考える。 

 

３．すべての子ども達により良い養育を実践するために、職員のさらなる資質向上を図

る。 

１で述べたとおり、現状の職員の力量に応じた施設内研修が研修委員を中心に積極的に取

り組むことができ評価することができるものと考える。また、それぞれの職員の力量に応じ

た外部研修にも積極的に参加し、資質の向上に努めることができた。来年度も引き続き、地

道に確実に職員の力量を上げていきたいと考える。 

 

４．すべての職員が、働きやすいと思える職場環境を目指すとともに、業務改善の推進

を図る。 

年間を通して産休代替職員の確保ができず、職員の負担増しにつながった。必要最低限の

職員数を確保することが、働きやすい職場環境を構築するうえで必須条件であるため、人

材・人員確保につながる魅力ある施設づくりが今後の大きな課題であると考える。 

 

５．子ども・職員の防災、救急救命の意識の向上を図る。 

名古屋市防災センターの見学（参加者；児童、職員）を通して防災に対する意識の向上を

図ることができた。また、地震時における対応マニュアルの拡充を図るなど、計画的な取り

組みが防災委員会を中心に行われ評価することができると考える。また、職員の中には自主

的に防火管理者の資格を取得するなど、職員の防災に対する意識が大きく変化してきている

ように思われる。 
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平成２６年度 事業報告（名古屋養育院・ドミトリー南風・桜風） 

 

１．国の小規模化及び家庭的養護推進に基づく家庭的養護小規模ケア計画の推進。 

昨年から引き続き厚生労働省の家庭的養護推進に基づいて、小規模化プロジェクトによる計画

を進めてきた。名古屋市とのヒアリングを実施して、家庭的養護推進計画書を提出し今後の調整

を図っている。ハード面から資金調整が必要なことから自己財源と公的整備補助の検討しながら、

最終的には本体ユニット（４ユニット）を目指すことになる。本施設は地域小規模児童養護施設

を 2軒設置していることから、平成２６年度からは本体定員を 59 名から 53 名へ変更した。 

 

２．子どもの生活保障と権利擁護、職員の質の向上と支援充実。 

子どもたちの安全安心な生活保障のために、生活面での死角をなくすことと、危険ヵ所の点検

等を強化した。 

今年度も、新任研修や学識者を招いてケースカンファレンス等を実施した。実践の中でのＯＪ

Ｔを中心に質の向上を図り、職員の経験に応じた専門的研修への派遣を行い、研修結果を活かせ

るように支援向上に努めている。施設強化推進費を利用しての県外派遣研修も実施して、他施設

の状況を見学させていただき、小規模化に向けての研修ができた。 

   昨年度に 3年に１回義務付けられた第三者評価を受審したことから、今年度は自己評価を実施

した。 

 

３．子どもたちの進路保障と自立支援。 

子どもに応じた高校や大学への進路選択や就労支援を行うために、計画的に状況確認を行いな

がら検討してきた。学校とも連携を図り、高校 3年生の１名は短大進学・１名は専門学校への進

学が実現した。残りの 5名全員就労が決定した。中学３年生は 4名在籍しており、全員が高校へ

の進学が決定した。同時に、親や児童相談所との連絡調整も行っている。 

   卒院したＯＢ関係についても、常時相談や問題対応を行ってきた。 

 

４．安心安全な施設を目指した各委員会活動の充実。 

委員会活動（防災委員会・環境美化委員会・保健衛生委員会・子ども研修委員会・行事委員会）

は職員の意識向上が図られ、率先した話合いが進めら、施設強化推進につながってきている。来

年度は新規採用職員も多くあるため、職員体制を考えながら引き続き今後の活動強化を図ってい

きたい。 

 

５．食の改善向上を図る家庭的な食環境整備。 

子どもの意見も取り入れながら、食事のあり方や内容改善・食への興味知識の学びにつながっ

ていると思われる。グループでの調理体験も子どもたちにとって食育の推進につながってきてい

る。ドミトリー南風・桜風においては、家庭的な雰囲気の中で実践できている。今後の小規模ユ

ニットケアへの計画の中でつなげていきたい。 
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平成２６年度 事業報告 子ども家庭支援センターさくら  

 

１．相談支援業務体制の充実。 

  これまでの実践から児童家庭支援センター本来の役割を充実させることができている。児童相談

所や保健所との連携も、これまで以上に充実してきた。また、里親支援事業等の機能についても、

里親支援専門相談員を配置して児童相談所と里親との連携を図り、計画的に実施されてきた。 

  本事業の実践が認められ、厚生労働省からの全国を代表して実践懇談会への声が掛かかり、職員

3名が厚生労働省（家庭福祉課）にて内容説明等を行った。 

 

２．専門的機関としてのセンターと各機関との役割連携。 

    相談件数も増加傾向にあり、虐待予防の観点からも児童相談所・保健所との定例会議（ネット

ワーク会議）を継続実施しており、内容充実させてきた。さくらの実績を見込まれて、名古屋市

からの委託事業として子育てサポーター養成講座を実施しており、今年度も継続実施できた。 

 

３．地域の子ども家庭における総合的拠点としての効果的な活動。 

   地域の拠点的な役割として広がっている子育て広場の参加者は世代ごとに安定してきており、

地域のセンター化が図れてきている。託児付のサロンやグループワーク機能を取り入れる事業に

関しては、人員配置の問題もあり、昨年度からの検討課題となっている。里親関係のサロンは試

行的に実施され、来年度からは事業として取り入れていく。 

 

４．多種多様なニーズに柔軟に応えていくために職員の専門性の向上。 

     児童家庭支援センターの機能として、地域の専門的な相談に応じて市町村のバックアップを担

うことからも必要な職員の研修を積極的に行えるように努力しているが、研修派遣については、

予算的に厳しいこともあり、自己研鑽にも努めるようにしている。ケースカンファレンスとして、

毎月 1回、大学教授へスーパーバイズを行っていただいている。 
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平成２６年度 事業報告 自立援助ホーム慈泉寮  

 

１．入居相談から入居、退居までの支援、その後の自立援助の柔軟対応。 

   入居相談については、必要度が高いケースに応じられるように対応してきた。特に女子につい

ては性的虐待ケースが多く、個別対応支援を行ってきた。退居に当たっては、その子どもの状況

や退去後の生活を考えながら柔軟な対応に取り組んでいる。退去後の様々な生活相談も多くなっ

ている。また、家庭裁判所補導委託や保護観察自立準備ホーム制度・緊急一時保護委託等への対

応も状況判断しながら慎重に対応している。 

 

２．関係機関との調整連携強化。 

  入居児童については、就労以前の問題を抱えた難しい者も多く、福祉・医療・司法関係機関への

理解を求めながら連携強化しているが、子どもたちの状況から、機関連携もかなり厳しい状況に

もあるため、支援連携強化を図っていく必要がある。 

 

３．職員の専門的質の向上と人材育成。 

   職員配置の厳しさから、一人勤務が多いため、なかなか人材育成につながらないのが現状であ

る。日常のＯＪＴから学んでいくことで専門性を高めるようにしている。 

 

４．施設児童就労支援事業の安定と実績強化。 

    名古屋市補助事業として施設児童就労支援事業「サポートいずみ」を事業開始し、2 年を経過

した。一層の関係機関や社会資源との連携を図りながら必要な取り組みを行い、事業が安定化を

進めてきている。また、子どもたちの自立支援として協力雇用主の開拓登録をお願いしており、

現在、約 30事業所の登録となった。子どもたちの自立支援のために、雇用主の協力は大変助かっ

ている。 

 

５．財源不足への対応と財源安定化 

  ２年前に赤字となり、名古屋養育院からの繰入金により、何とか持ち直した。今年度は表彰の賞

金助成や助成団体からの助成金がいただけたことから、必要な経費を賄っており、予算的には対

応できている。 
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平成２６年度 事業報告書 小原学園 

 

１．魅力ある施設作り 

今年度 2 割の子どもたちが入れ替わったが、小原移転時から取り組んできた家庭的な生活

の体験と生活の中で自立に必要な調理、洗濯、清掃等を毎日行うことにより、子どもたちの

生活の安定と自立生活技術の向上につながった。 

調理実習においては、年齢や経験によりそれぞれの子どもたちの状況に合わせた取り組みを

行い、今年度も年度末の小原移転行事の際には利用者が料理を作り提供することができた。

又、高３卒園生には、家庭に帰ってからもこの経験が活かせるよう、卒園前に献立から買い

物、調理まで自分たちで行う練習も行った。 

自治会活動では、利用者が主体となって企画した行事を、２回開催することができた。今

年度はドッジボールと風船バレーボール、カルタ取りを行った。一人ひとりの要望・希望に

合わせた目的別の園外活動は、５年目を迎え利用者の楽しみの一つとなっており、他利用者

が行ったところの話を聞き、「来年はあそこにする」などの要望も出るようになり、自主選択

自主決定の向上につながった。 

環境整備では、環境衛生委員会を中心に小原学園ピカピカ計画（利用者と職員実施の環境

衛生計画）を実践してきたが、汚れが風景となり、そのため行っていたチェックも慣れてし

まってきたため、職員全員で掃除を行う環境整備日を 2 回設け、掃除の仕方や使用洗剤等の

学習も含め取り組んだ。又、移転１０周年に向け、壁や建具等の傷みや老朽化が目立ったと

ころについては修理を行った。 

保育の実践では、11 月に未就学児が 5名となり、昼間療育を 2班に分けおこなった。行政

と交渉し保育園への入園を模索したが、交流保育にとどまった。園庭開放には定期的に参加

し、園の行事にも参加させていただいた。 

進路については、委員会を中心に６名の高等部３年生の進路についての取り組みを行い、

学校や児相、市町の障害福祉課、相談支援事業所等の関係機関と連携し、一人ひとりに対し

てのサポート会議を開催し進路を検討した。その結果、６名全員希望の進路に進むことがで

き、それにより年齢超過児童を出すことはなかった。 

又、退園後のサポートにも力を入れ、前年退園した利用者の移行先である作業所、入所施設

に年２回出向きアフターフォローを行った。それ以前の退園利用者についても、作業所から

の依頼で家庭訪問を行った。その結果、小さいころから関わった職員と話をすることで以前

のように通えるようになった。 

 

２．地域サービスの充実 

   短期入所事業(日中短期含む)については、利用者が 18歳になり契約解除となったケースが

昨年に引き続き 10 件あったが、平日の学校後の受け入れ(送迎バス利用)が多くなり、昨年に

続き年間１，４００日超(短期入所及び日中短期)の利用となり、近隣地域における社会福祉

資源の一つとして大きな役割を果たすことができている。 

地域との交流については、委員会を中心に地域の方々に積極的に来て頂ける体制を整え、書

道、パステル画、駄菓子屋、折り紙教室、五平もち、シャボン玉、絵本の読み聞かせ、パン



 

26 
 

作り、筆文字教室等の交流を定期的に開催し、年間延べ７８名のボランティアの方々に来て

頂くことができた。 

地域行事の際、地域の方々と一緒のうどん作りは恒例となり、施設に来て頂いたボランテ

ィアさんと一緒に除草作業等を行うことも出来た。地元の学校との交流（学芸会・文化祭交

流、ボッチャ等）も定期的に行われている。 

太鼓に関しては、念願であった名古屋養育院との共演をめざし、共同での練習の機会を設け、

夏まつりと福祉セミナーで共演することができた。例年の地元の祭りや法人の他施設からの

演奏依頼を受け演奏することもできた。 

 

３．職員の資質の向上 

法人の評価制度を利用しての OJT を行うと共に、職員個々の状況に合わせた各種研修への積

極的な参加、各ユニットで年間を通して事例研究を行い、パワーポイントを使用しての発表

会を今年も行った。外部講師を招いての研修では「福祉・介護の接遇マナー」について開催

することができた。 

課題解決手法であるインシデントプロセス法講習に関しては、今年度も小野医師を講師とし

て招き、全体講義１回と各棟での講習会を年２回ずつ開催し、その後に各棟でフィードバック

を行うことにより課題の共有と支援の幅の拡大につなげた。 

業務改善課題検討会では、QC 手法等を利用して行う「チームワーク力及びコミュニケーシ

ョン力の向上」、「グループワークにおけるメンバーの与える影響及びリーダーシップ行動が与

える影響を学ぶ」と「アセスメント及び支援計画作成に向けて」として新様式によるアセスメ

ント方法の確認を行った。又、自閉症者の東田直樹氏のドキメンタリーと映画「チョコレート

ドーナッツ」の上映会を開催、感性を磨くことと気持ちをまとめることを学習の狙いとして、

感想を 800 字にまとめることを行った。そして各種マニュアルを使用することにより業務の標

準化及び倫理観の向上を図ることが出来た。これらの取り組みにより、職員個々の資質向上を

図るとともに、チーム力の向上を図ることができた。 

 

４．事業の維持発展 

   充足率については、年度当初４６名でのスタートで、11 月にやっと 50 名となったため、

年度としては充足率９６.５％（昨年度は９７．５％）であった。 

短期入所(日中一時支援含む)は年間１，４００日を超え、実習生及び、学生ボランティアに

関しても年間延べ２６５名を受け入れることができた。 

   物品管理・購入等においてはチェックシート等を活用することにより、各職員が節約意識

を持つことができ、各部署での無駄を省くことができた。 

   大規模災害等を想定し、抜き打ちの避難訓練を毎月実施、緊急連絡網を使用しての通報訓

練、全職員参加の普通救急訓練及び炊き出し訓練の実施等により、職員及び利用者が危機意

識を持つことができるようになってきた。又、地域的に有事の際は孤立する可能性が高いた

め、食糧備蓄を１日分増やし７日分とした。 
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平成２６年度 事業報告書 （小原寮） 

 

１．サービス提供、支援体制の更なる充実 

 ① ６月、指定相談支援事業所「小原寮」を開設し、相談支援専門員１名（兼務）を配置。小

原寮利用者、ショートステイ利用者を中心にサービス等利用計画、モニタリングを実施して

いる。現在サービス等利用計画８５名、モニタリング２２名分実施済みである。 

 ② 「さくや」は予定通り２７年４月１日開所し、利用者の新しい生活がスタートした。内覧

会には約３０名の来訪者があり、今後も地域に根差したグループホームづくりを目指す。 

 ③ グループホーム移動後の小原寮体制については「支援体制検討委員会」で継続検討し、利

用者の生活に支障を来さないよう一部ユニットの統合・利用者の移動を実施し、日中活動・

余暇のあり方についても検討した。 

 ④ サービス等利用計画から個別支援計画作成への流れを作り、２つのプランを意識すること

で、制度への理解を深めた。個別支援計画については、アセスメント、計画作成、モニタリ

ングを担当者、GL、サービス管理責任者の複数でチェックし精度を上げている。 

⑤ 利用者の食事や健康に関わる諸問題（誤嚥、肥満、便秘など）で、看護師、栄養士と連携

して適時カンファレンスを持ち、早急に対応することで、利用者の健康、安全に寄与してい

る。 

 ⑥ 利用者の意向に沿った余暇外出を実施した。事前に希望の行き先について聞き取りをした

り、写真や動画などで情報提供することで自己選択・自己決定を確実なものにした。重度利

用者についても外出時の反応を確認しながら、次回の企画に反映している。 

  

２．利用者の特性に見合った施設環境の検討 

 ① 高齢者ユニット女子の浴槽内に、特注のステップを設置した。手すりを持ってスムーズに

浴槽に入れるため、安全に入浴できるようになった。 

 ② グループホーム開設に向けて、楽しみながら家庭的な生活をイメージできるよう調理実習、

おやつ作りなど実施した。全工程をほぼ一人でこなせる利用者もおり、一様に調理のスキ

ル向上に繋がった。 

 ③ 発達障害者棟では「見て分かって安心」をテーマに、生活空間に絵カードを提示すること

から始めた。職員も絵カードを所持して予定を伝えるなど、言葉掛けに頼らない支援で、

利用者の混乱が減り、特に作業棟での事故は起こらなかった。 

 ④ サービス向上委員会による環境チェックで、玄関、台所、トイレ等共有スペースの整理整

頓、臭いを定期点検し、気になる個所に改善を促した。結果、職員の意識が高まり施設臭

が軽減された。 

 ⑤ 重度利用者が自立的に食事ができるよう、本人に合った個別の食器を選んで提供している。 

 

３．地域交流、及び地元貢献に関わる活動の推進と障がい者理解に繋がる取り組みの継 

  続 

① 第一土曜日に開催される隣地区「石畳ふれあい朝市」に毎回利用者と共に参加している。

９年が経過し、今では一緒のステージに立って歌や踊りを披露したり、時には地域の方が



 

30 
 

一緒に会場を回って下さるなど、すっかり馴染みとなり理解も深まった。 

② 意識して小原寮周辺の喫茶店、コンビニ、美容院などに外出する機会を多く持ち、地産

地消に努めている。気軽に話しかけられたり手助けしていただいたりと、小原地区の方々

との距離が格段に縮まっていると実感できる。 

③ 地域の祭りや行事に参加して、地域の方々と直に触れ合う機会を多く持った。また小原

寮が祭りの会場となり、楽しめる企画内容を工夫することで、多くの方々に足を運んでい

ただいた。 

④ 小原地区の夏のイベント「あんどんパレード」に参加した。小原和紙で大きな張りぼて

「機関車トーマス」を作成し入賞するに至った。当夜は軽トラックに乗せて、他の参加チ

ームと共に小原全域をパレードした。小原寮も投票会場となって大いに盛り上がった。 

⑤ グループホームに近い土地の一角を借り、JA 小原支店の指導を受けて花壇を作り、チユ

ーリップの苗を植えた。その後も継続して利用者が出向いて水やりを行い、グループホー

ム開設後は、グループホームメンバーに引き継ぎ、地域の「花いっぱい運動」に貢献して

いく。 

 

４．職員意識、及び資質の向上に関わる研修の計画的な実施に関して  

① 年間を通して豊田市主催のグループホーム情報交換会に参加した。他施設の取り組みを

聞くことで「さくや」開設に向けて大いに参考になった。 

② ９月に外部講師を招いて「障害者虐待防止法に基づく利用者支援の取り組み」と 

  題してグループワークを行った。虐待に至らないための支援について皆で考え、 

③ 新規採用職員が「授産所高浜安立」に一日体験実習をさせていただくことで、同じ障が

い設でも通所、入所の抱える問題の違いについて理解を深めるなど、有意①施できた。 

④ ９月と 3月の職員会議で「接遇・マナー」をサービス向上委員会、苦情解決委員会が中

心となってプレゼンすることで「福祉施設職員だからこそ接遇・マナーが必要である」

といった意識が浸透している。 

  

５．適正な施設経営を推進するための工夫。及び改善取り組みの継続 

① 職員が見本となって節水、節電、節約することで利用者にも「物を大切にする気持ち」

が芽生えるような支援を継続した。 

② 修繕・購入の計画的な予算執行をすべく、運営会議で優先順位の確認、収支バランスの

確認を行いながら予算超過しないよう努めた。２６年度はグループホーム建設の大規模な

出費があったため、職員に向けてさらに慎重な予算執行を呼び掛けた。 

 

  



 

33 
 

平成２６年度 事業報告書 （泰山寮） 

 

１．支援内容の充実 

（1）入浴、排泄、食事等の日常生活上の支援のほか、一般の人と同じような生活を体験する

ために、個別支援計画に基づき個別外出を実施している。個別外出は、タブレット端末で

行先や飲食物を選択し、職員と 1 対 1 で外出している。利用者は外出を楽しみにしており

態度も和らいで来ている。                         

週末に利用者が帰宅（帰宅実習）した際に、保護者の身体状況により、利用者との外出が

難しくなっている家庭が少しずつ増えている。一方、利用者が個別外出の状況を自宅で嬉し

そうに話している。こうしたことから、保護者からも喜ばれ外出の機会をふやして欲しい旨

の要望が多数出ている。 

（2）週末に帰宅実習を実施している。しかし、保護者の健康上や家庭の事情により、帰宅で

きずに寮に残る利用者（残留者）が増えている。残留者を対象に遊具等を利用しての運動

やゲーム、塗り絵や貼り絵、ビデオ鑑賞等の余暇活動を行うなどして、支援内容を広げ充

実させている。こうしたことにより、利用者の穏やかで嬉しそうな表情を垣間見ることが

増えてきている。 

（3）今年度から支援内容の充実の一環として「Ｑ＆Ａコーナー」を設けた。これは、支援方

法の分からない職員が、利用者の対処方法や支援方法等についての質問を掲示し、支援方

法の分かっている職員が回答を掲示又は質問書に書き込むものである。この方法は、改ま

って聞くのも少々聞き辛く、また、聴く相手が分からない場合に有効に作用している。さ

らに、全職員が掲示を見ることが出来るので、他の職員にも大いに参考になっている。 

（4）歩行困難者が出ているため、居住棟や廊下に手摺を取り付けた。これは、利用者の安全

確保に、また、支援をし易くするのに役立っている。 

 

２．地域の障害者施設との交流・連携 

 （1）従来、施設の行事などを通して施設間の交流を続けてきたが、さらに、指定特定相談支

援事業所（サービス利用計画案及びモニタリング報告書の作成）を開設したことにより、

利用者の情報交換等をする機会が増え、他法人の職員と接することも多く、繋がりも深く

なって来ている。 

 （2）近隣施設や地元の行事（ウォークラリー、福祉フェスタ―等）に、利用者ともども職員

も参加している。このほか、市の文化祭や地元神社の祭礼にも職員が参加している。この

様に地元との交流を積み重ねてきたことにより、泰山寮の名前や存在が地元に浸透してき

ており、かつ、地元の人々や他施設の職員とも顔を会す機会になり、情報交換の場にもな

っている。 

 

３．利用者の家族へのサービス 

  （1）利用者の家族から、帰宅実習中における利用者の就寝や水飲み、更には服薬の相談がよ

くある。これらの相談についての応対や嘱託医との連絡・調整を図るなどのサポートを行

っている。 
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 （2）父親の死亡等による成年後見人の交代に関する相談を受けることがある。このようなと

き、成年後見人に関する手続きや提出書類等についての相談にも応ずるなどして、利用者

の家族をサポートしている。 

 

４．利用者の健康維持・管理 

 （1）毎朝のラジオ体操、散歩、１日３回の体温測定や毎食後の歯磨き等を実施し、利用者の

健康維持に努めている。 

 （2）給食会議で、利用者の健康状態（太りすぎ、痩せすぎ、持病の状態等）を検討し、その

結果を支援方法や栄養ケア計画に反映させて、利用者の健康維持に努めている。 

  (3 ) 泰山寮にＢ型肝炎の利用者が居ることから、利用者及び職員に初めてＢ型肝炎の抗体検

査及びワクチン接種（４回）を実施した。最終的に陽性に転換しなかったのは、利用者が

５名、職員が１名であった。抗体反応が陽性であっても陰性に戻るケースもあることから、

定期的に検査をして行く必要がある。このため、2年後に再度抗体検査を実施し、陰性の

利用者及び職員にＢ型ワクチンの接種を行う予定である。このことについては、今回ワク

チン接種に協力してもらった衣ヶ原病院の医師と調整済である。 
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平成２６年度 事業報告書 （のぞみホーム） 

 

１．日常生活における身辺生活の自立 

 (１) のぞみホームの利用者４人は、単独で日常生活における身の回りのことの出来ないケー

スが多く、自立までに至っていないのが実態である。利用者４人には得て不得手が有り、

「出来ること」「出来ないこと」が其々異なる。４人一緒に行動するとき（水泳教室、絵

画教室、コンビニでの買い物等）は、互いに補完し合って支障なく行動している。 

なお、個別に外出するときは、ヘルパーを利用している。 

(２) 個人的な入浴や居室の掃除は自発的にする者も居るが、世話人が指示をしないと行動に

移さない者も居る。また、世話人が注意をしないと汚れた下着を着替えることも無く、そ

のまま着続ける者も居る。この様な日常生活における身の回りの事柄について、世話人は

注意や支援をしているが利用者には自覚が無く、目立った進展のないのが実情である。 

 

２．健康の維持・管理、生活習慣病の予防 

 (１) 利用者は４人とも働いている（泰山寮 2人、安立荘 2人）ので、それぞれの職場の一員

として定期健康診断を受けている。しかし、4人の内2人は既に肥満であり体脂肪率は30％

～50％と高い。このことから、体脂肪率の高い 2人には、コンニャクご飯を提供し肥満防

止に努めている。また、残りの 2人には、体脂肪率に問題は無いが、最近体重が徐々に増

加傾向にあり「隠れ肥満」が懸念される。この様な事から、最近、カロリー計算された食

材を購入（週 3 日程）し、食事を提供している。この他、夕食後に「足上げ体操」を 30

分程行っている。 この様に、世話人は食事面にも配慮し、肥満防止や生活習慣病の防止

に努めている。 

 （2）利用者の 4人は、職場まで約 2.5 キロを徒歩で通勤しており、また、立ち仕事であるこ

とから絶対的な運動不足とは考えづらい。しかし、世話人が返った後、寝る前に菓子を食

べるなどしている気配が有り、これが肥満の一要因になっていると考えられる。世話人や

泰山寮の職員が就寝前に菓子を食べないように注意をしているが、理解できず自覚も無く、

聞き入れられていないのが実情である。 

    今後も辛抱強く、余分な間食や就寝前の間食を控えるように教えていくこととしている。 
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平成２６年度 事業報告書 （授産所高浜安立） 

 

１．「就労継続Ｂ型事業」を開始し経営の安定化を図る。 

昨年度とほぼ同じ推移で利用者充足率（昨年度 90％・今年度 88％）は推移させることが

できたものの、今年度より開始した就労継続Ｂ型事業の報酬単価が極めて低いため、大幅な

減収となった。また、今年度は高浜市内に特別支援学校を卒業した生徒がいなかったため新

規契約につなげることができず減収の補填ができなかった。 

しかし、その減収を埋めるため定期的に地元の特別支援学校の進路指導担当教諭と連絡調

整を図り、卒業後の進路先として当施設を選択してもらえるよう産業現場等実習 8名の受け

入れを行った。さらには、特別支援学校保護者会の勉強会にも積極的に参加することで当施

設の取り組みを理解していただく働きかけをしたことで、年度末から平成２７年度にかけて

５名の利用者と新規に契約を結ぶ運びとなった。 

２０名規模の新規事業所立ち上げについては、利用契約者を６０名まで増やした段階で改

めて検討することとした。 

 

２．工賃倍増プロジェクトにおける「ぱりまる」及び「ぱりまるしょこら」の販路拡大

を図る。 

「ぱりまる」事業については、おとうふ工房いしかわ㈱において、ＰＢ商品（プライベー

トブランド）として、新たなパッケージで販売を開始した。とても可愛いデザインでおとう

ふ工房いしかわの「心シリーズ」にラインアップしていただいた。また、昨今のアレルギー

対応給食に対する注目もあり、徐々にではあるが保育園や児童福祉施設からの受注が増加し

たことと、  今年度も「大地を守る会」や「東都生協」など良質な自然食品を取り扱う店

舗から定期的に大口の受注が入ったことで「ぱりまる」の売り上げは向上したものの、消費

税増税による消費者マインドの落ち込み及び、「ぱりまるしょこら」の冬季売り上げの減少

により、昨年度に比べ約1割の売り上げ減となった(昨年度6,967,629円・今年度5,871,4427

円)。 

 2 月に東京ビックサイトで開催された一般食品メーカーが小売業者にＰＲするイベント

「グルメ&ダイニング」において、福祉施設の食品としては４施設のみしか出品が許可され

ていない厳しい審査を経て「ぱりまる」を出品させていただくことができた。結果として大

手コンビニエンスチェーン店ローソンから「ぱりまる」に関心を示してもらい、現在取り引

きの交渉中で販路拡大を目指している。 

法音寺様には、信教師セミナーで「ぱりまる」「ぱりまるしょこら」の取り組みを発表す

る機会を提供していただいたことで、当施設の取り組みをより深くお伝えすることができた。

それにより法音寺関係者の方からこれまで以上に応援していただけるようになり、たくさん

購入していただいたことで、販売の底支えをしていただいている。 

 

３．菓子製造事業について、より付加価値を上げ商品構成の充実を図る次の展開を考え

る。 

 「ぱりまる」の新しい展開として、おとうふ工房いしかわ㈱において、ＰＢ商品（プライ
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ベートブランド）として、新たなパッケージで販売を開始した。しても可愛いデザインでお

とうふ工房いしかわの「心シリーズ」にラインアップしていただいた。また、地元西三河の

味を全国に届けるため、岡崎市の八丁味噌の老舗「まるや」及び碧南市の「杉浦みりん」と

協力体制を作り、「ぱりまる・八丁味噌味」の試作を行い、近日中には商品化できる見込み

である。 

「ぱりまるしょこら」については、ぱりまるを砕いてチョコレートをコーティングする「ぱ

りクランチしょこら」を新規開発した。（販売は来年度４月から） 

 こうして「ぱりまる」「ぱりまるしょこら」に付加価値をつけ売上げの底上げを目指して

いる。 

 

４．利用者の処遇向上のため職員研修の資質の向上を図る。  

 施設内研修としては、「チームワーク向上研修」に取り組み、ブレーンストーミング方式

で施設内の現状課題を洗い出し改善点を話し合いチーム力の強化を図った。結果として職員

が相手の立場を思いやりながら気持ちよく業務に取り組む姿勢が随所にみられるようにな

った。また、「作業支援の在り方」を見直すための臨時会議（７月・10 月・2月）を開催し、

人員配置や業務分担さらには作業環境の見直しを図ったことで、業務がスリム化し若干では

あるものの労働条件の改善につなげることができた。 

主治医である精神科医を招き「精神障がいの基礎知識習得研修」を開催し、精神障がいと

知的障がいとの重複障がいの利用者に対しての具体的支援の在り方を検討したことで、精神

障がいの方への傾聴姿勢・具体的声掛けの仕方・言動観察方法などを学び、実際の支援に役

立てることができた。さらには保護者会と協賛して(社福)あさみどりの会共同生活事業所総

合管理責任者及びサビ管・世話人を講師としてお招きして「グループホーム勉強会」を開催

し、グループホームに入居するためにどんな準備をしておくべきか、現場の中の生の声を聞

かせていただくことで、参加者のグループホームがどんなところでどんな目的で入居するの

か意識を高めることができた。 

 高浜市の就労支援会議、碧海地区 6市の相談及び就労支援事業所でつくる「Thanks」に参

加し、課題検討や情報交換を行ったことで職員の支援力の向上を図るとともに、より地域で

の連携を密にして福祉ネットワークの構築につなげることができた。 

 

５．授産所の福祉避難所としての機能を高め、防災についての啓蒙活動に取り組む。 

昨年度に引き続き今年度も７月１９日に高浜地区施設協同し、高浜市及び高浜市社会福祉

協議会にも協賛していただき「高浜市民の防災フォーラム」を開催した。地域の方たちと協

力して、耐震車体験、炊き出し訓練、避難所運営ゲーム、消火訓練、煙のトンネル、消防車

体験に加え今年度はＡＥＤ講習も実施した。高浜市民に今一度防災対策を考える機会を提供

することができた。 

 ３月には高浜市と福祉避難所としての協定を結んだ。 
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平成２６年度 事業報告書 （グループホーム高浜安立）  

 

１．生まれ育ってきた地域で、安心で豊かな生活を送れる支援体制を目指す。 

   スタッフが毎晩巡回して利用者との交流を継続したことで、世話人とともに利用者の健康

面や精神状態に気を配ることができ、グループホームで日々充実した生活が送れるようバッ

クアップすることができた。 

 

２．新しい利用者さんを決定し、安心して生活できるよう仲間意識を育てる。 

   新規利用者（ダウン症女性）は性格的に明るくホームのムードメーカーとしてすぐに他の

利用者とも打ち解けることができた。また、「親元から自立しみずから生活が進められるよ

うになりたい」という意思が強いため、洗濯・掃除・炊事など積極的に行う姿勢がみられ、

他の住人にも良い刺激を与えている。 

また、新規利用者の保護者はまだ元気であるため、頻繁にグループホームに顔を見せ、情

報の交換を行ってきた。おかげでホームの生活に非常に満足していただいおり、運営にも何

かと協力していただいている。 

 

３．利用者が明るく楽しく前向きな生活を送ることができるよう、行事などを企画する。 

   ６月のお楽しみ企画で日間賀島に船で渡り、利用者・保護者・世話人・職員で海鮮料理・

島内散策・堤防釣りなどを楽しみ、日ごろ味わえない充実した活動となった。 

８月のお盆休み前には、授産所職員と合同で和食レストランでの食事会や１２月の年末に

はグループホーム内で忘年会（鍋パーティー）開催するなどして、利用者・保護者・世話人・

職員一同楽しい一夜を過ごすことができた。 

３月には地元のカラオケボックスでカラオケ大会を開催した。１年間の労をねぎらいおお

いに盛り上がった。 

   このように年間を通して楽しい企画を実施することができ、利用者さんや保護者にとても

喜んでいただくことができた。 

  

４．安心安全な防災体制を確立する。 

   年間を通して、避難訓令、地震防災訓練、夜間想定避難訓練など、いろいろなケースを想

定して防災に対する訓練をすることができた。バックアップ施設と協力し、安否の確認や避

難誘導などスムーズに行えるよう定期的に訓練することができた。 
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平成２６年度 事業報告書 （安立荘） 

 

1. 高品質な介護サービスの提供 

（1） 年度初旬に清掃業者によりトイレ内の細部まで清掃を実施し臭い対策に努め、その後も

定期的な清掃活動に努めることができた。また、回想法空間でもある教室の TV が PC と

DVD しか映らなかったが、TV 放送が入るように工事した。更には静養室の空間について

も整理し、心地よい生活空間づくりの検討を行うことができた。 

（2） 外部研修にも継続的に参加しながら、自立支援に対する意識の向上を図り施設全体とし

て取り組みを行ってきた。また、入居者の希望する生活や活動を確認し実施できるよう

に取り組めた。 

（3） 安全の確保及び安心した生活の提供に取り組んでいるが、同じような事故が繰り返し発

生し、原因追究の不十分により有効な改善策も導き出せなかった。次年度は更に最重要

課題として取り組んで行くこととする。職員自身の健康管理については衛生管理委員会

が中心となり施設内で研修を実施している。また今年度は感染症による罹患者も殆どな

かった。 

（4） 回想法という手法を使いながら日常的なコミュニケーションツールとして活用できる

ように、回想法委員会を中心に意識向上に努めた。 

（5） 施設内のネットワーク環境を活用し、更に「福祉の森」システムの導入により、入居者

個々の情報がどのパソコンからでも確認できるようになり、ケアプランや栄養ケアなど

も全職員がスムーズに確認できるようになった。 

（6） 定期的な状況報告や随時の連絡などは継続的に行えた。また、ご家族との面談も定期的

に行うことができるようになってきた。また、今までは預金通知書又は預金通帳の写し

により預金残高を入居者又はご家族へ年 4回の報告であったが、ご家族がより確認しやす

いように通帳をご本人又はご家族へ返却し、更にご家族へは安立荘発行の利用料等の請

求書及び領収書の詳細を毎月発行し報告する流れを取り入れる事ができた。 

 

２．職員の資質向上と満足度の強化 

（1） 理念及び基本方針、行動指針に繋がる研修を立案し計画的に実施できた。また、朝礼時

及び全ての会議、委員会開催時に理念などの唱和し、法人の理念がしっかり浸透するよ

うに努めた。 

（2） 役職者及び有資格者、先輩職員による各種研修や勉強会を実施し、社会教育の再構築を

図った。 

（3） 管理課における文書管理及び在庫、備品管理の業務効率化のための整理を行うことがで

きた。しかし業務課に関しては思うように進めることができず、不十分となってしまっ

た。 

（4） 些細な事でも報告、連絡、相談を行うような組織作りを目指し、感謝の気持ちを言葉に

出して伝え合えるような環境作りに努めたが、まだまだ連絡ミスや報告の不備なども見

られている。 
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３．地域に信頼される施設作り 

（1） 地域イベントの「サマーフェスタ」では来場者も増え、今までの活動成果や広報活動の

効果が見られてきた。また「回想法のつどい」等でも独自性のある事業所としてアピー

ルすることができた。更には新たな広報活動として「里山うちこし」新聞を地域貢献委

員が中心となって計画的に発行できた。 

（2） 行政との共働事業が本格的に始まり、回想法を地域へ発信しながら地域連携を図ってい

る。また、小学校や近隣の行政区にも出向き認知症予防に関する情報提供や講習会、認

知症サポーター養成講座なども実施できた。更には試行的に「オレンジ Café」と称し

て地域の福祉関係者による認知症に関する勉強会を実施し地域連携に努める事ができ

た。 

（3） 地域の方との繋がりも深まり、新たな団体活動の受け入れも増えている。しかし受け入

れ状況としてはまだまだ充分とは言えない状況であるため、地域との関わりを更に深め

ながら充実化を図っていきたい。 

（4） 地域イベントには積極的に参加し、また市内のイベントボランティアとしても登録し、

「日本カヌーポロジュニア選手権大会」「みよし市体育祭」「みよしレクリエーション・

スポーツフェスタ 2014」「みよし市マラソン駅伝大会」の交通整理や会場美化活動に参

加した。そのおかげで地域の方との関わりも増え、職員との交流も行えている。 

 

 

４．将来に向けた経営環境の強化 

（1） 短期入所事業での一日平均利用者数は 6.17 名となり目標であった 6.2 名を達成すこと

ができなかった。その理由として 8～11 月に長期利用者の施設入所や新規利用者の利用

日数が増えなかったことが原因であった。本体事業の入居稼働率は 97.58％と年間目標

でもあった 97％は達成できた。入退所のスムーズな受け入れや長期入院などに至らぬ

ような事前の早期対応に努め目標とする稼働率を維持できた。 

（2） 近隣の居宅事業所との連携は継続的に行えている。また新たな居宅事業所からの繋がり

もでき、更に近隣地域との情報提供や連携が行えるようになった。 

（3） 毎月経営会議で収支状況や予算執行状況の確認を行い、節約意識や計画的な予算執行に

努める事ができた。 

（4） 大規模震災に備え、備品や備蓄品などの整理や確認を行い、また職員がスムーズに動け

るようなマニュアル化を進めてきたが、まだまだ検討することや地域連携の部分での話

し合いなども不十分な点もあるため、次年度も引き続き防災意識を高めながら進めて行

きたい。 

（5） 人件費に関わる予算と適正な人員配置を再度見直し、入居者へのサービスの維持に努め

ていけるような体制枠を検討する事ができた。 

（6） 経営的な「数字」が意識できるように、今年度は特に稼働率について全職員が意識でき

るような可視化に努め、経営意識を少しは持てるようになった。 
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     平成２６年度 事業報告書 （高浜安立荘） 

 

１．安定経営による財政基盤の確立を目指す。 

（1）本体事業においては稼働率 97％以上、短期入所事業においては一日あたりの平均利用者数

16.5 名以上を稼働目標に掲げ、安定した財政基盤の構築を目指したが、稼働率平均は特養が

95.7％、短期入所事業が 16.54 名であった。特養の落ち込みは 4・5月稼働率の低迷が原因で

あるが、6月以降は大きく挽回できた。短期入所事業については、目標を達成できた。 

 

２．利用者の「夢」（Make a wish）が叶えられるように個別のサービスを提供する。 

（1）日々の外出活動を積極的に実施するとともに、特に誕生日等の記念日には利用者個々の「夢」

が叶えられるように家族と連携しながら取り組むことができた。 

 

３．人材育成方針に基づく人材育成により職員の資質向上を図る。 

（1）目標統合面接と中間面接の評価者スキルをブラッシュアップするために、グループリーダ

ー・サブリーダーに対し、5 月にコーチングシステムズの稲垣友仁・陽子コーチを講師に迎

え、9 月には労務経営コンサルタントの八木俊介氏を講師に迎え「コーチング研修」を実施

した。 

（2）ケアの振り返りやまとめを重視し、PDCA により施設機能の向上を図るとともに、外部に向

けた報告・発表の機会を設け、モチベーションの向上につなげることができた。 

（3）他施設からの現場実習を積極的に受け入れることにより、業務改善につなげ、自施設のケ

アの向上を図るとともに職員同士の交流の機会を設けることができた。 

（4）認知症の基礎知識を広めるために認知症サポーターとして、また、生涯現役のまちづくり

事業の「健康自生地」としての活動を実践し、専門性を高めることができた。 

（5）愛知県老施協主催の愛知大会において、業務改善にかかる事例発表を行い、日々の活動を

振り返る良い機会になった。 

 

４．利用者の身体機能に合わせた食事を提供することにより満足度を高める。 

（1）常食へ移行することを目的として、咀嚼・嚥下能力の低下している利用者向けにソフト食

や新軟採食を充実させるとともに真空調理の導入強化を推進できた。 

（2）直営調理による利点を活かし、食を通して季節感に満ちあふれ、郷土を懐かしく回想でき

るような企画を実施することができた。 

 

５．特色のある施設づくりを推進する。 

（1）各グループの特性を活かしながらグループケアのさらなる充実が図れた。 

（2）日本福祉大学来島修志助教に回想法委員会の監修を担っていただきながら、各グループと

も継続的にパソコン回想法を実施できた。 

（3）科学的根拠に基づく取り組みとして、「学習療法」や「パワーリハビリテーション」の活用

を確実に実施していくことができた。 

（4）個人浴の環境整備と職員の技術向上により、必要な個浴・移乗技術に対する知識や技術を
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ブラッシュアップするためにグループリーダーや入浴委員会所属職員が指導者役となり研修

会を実施した。 

（5）全国老人福祉施設協議会主催の介護力向上講習会愛知分校の取りまとめ施設として、全面

協力しながらおむつゼロを維持している。また、「在宅・入所相互利用（ベッドシェアリング）」

の積極的導入を推進し、取り組みに賛同した家族からの依頼で、現在複数件取り組んでいる。 

（6）家族との信頼関係を築き、互いに納得できるターミナルケアを提供するように努めた。 

 

６．地域に信頼される施設づくりのため社会貢献事業を推進する。 

（1）回想法・ターミナルケアや自立支援介護等の施設内での活動を外部に伝えるために「市民

向け講座」を 11月に開催した。昨年度同様に「認知症」をテーマにし、認知症専門医である

ブレイングループ理事長長谷川嘉哉医師に講演し、大きな成果をあげた。 

（2）ターミナルケアの体験談や回想法をはじめとする認知症ケアの実践を伝えるために学校訪 

問授業を継続実施することができた。 

（3）地域貢献の一環として、まちづくり協議会・町内会・渡し場かもめ会等の地域活動への積

極的参加により顔の見える関係作りを構築できた。 

（4）認知症キャラバンメイトとして、保険者との連携のもと、市内の企業を対象に「認知症サ

ポーター養成講座」を開催することができた。 

（5）高浜市が主導で地域展開を進めている「生涯現役のまちづくり」事業に積極的に参画して、市

民団体と協力しながら回想法の普及に努めることができた。 

 

７．情報システムを移行することにより業務改善を推進する。 

（1）新しいシステムへの移行をスムーズに行い、確実な記録を実現することができた。 

 

８．大規模震災に備えた防災体制の確立と防災意識の向上を図る。 

（1）法人全体の防災体制と連動しながら、高浜地区の施設間連携が図れるように防災意識の向上に 

努めた。 

（2）津波発生時の防災体制強化を図るため、全国老人福祉施設協議会作成の冊子「特別養護老

人ホームにおける災害時の事業継続計画・復旧に関する調査研究事業」を基に 12 月に図上訓

練を実施した。 

（3）高浜地区施設が協力して、地震体験車を中心とした「防災フォーラム」が開催できた。行

政・高浜市社協をはじめ消防団にも協力をいただき大いに盛り上がる企画であった。 

 

９．創立百周年事業の推進を図る。 

（1）平成 28 年度までの第一期中長期計画に基づき、駐車場不足を解消するために隣地を購入し

た。 

 

１０．空調設備の大規模修繕を実施する。 

（1）経年劣化により頻繁に故障が発生している空調設備の大規模修繕を実施した。一年を通し

て相当の削減効果が現れた。  
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 平成２６年度 事業報告書 （高浜安立荘デイサービスセンター） 

 

１．利用者の個々の在宅生活を把握し、生活との継続性を重視したケアを実施する。 

①利用者の担当制を設けており、まとめの記載は担当者で実施できている。しかし、勤務の

関係上、サービス担当者会議を担当制にすることまでは実施できなかった。 

②通所介護計画書の内容を簡素化して要点を絞って記載するようにしているが、個人のニー

ズに合わせた計画書の作成にまでは至らなかった。 

③レクリエーションを含めた小グループ活動の内容を見直しているものの、大幅な変更は実

施できなかった。しかし、利用者のレベルに合わせたグループ分けを実施することができ

た。 

 

２．科学的根拠に基づく専門的なケアサービスを提供する。 

①水分摂取量の記録はできているが、自立支援についての理論を学び、自立支援への実践に

繋げていくまでの取り組みはできなかった。特養や居宅介護支援事業所と協力して在宅入

所相互利用の一助となることができた。 

②認知症予防の取り組みとして、回想法、パワーリハビリ、学習療法を継続して実施してお

り、３ケ月ごとの検査も実施することができた。今年度、パワーリハビリ実施者は２７名、

学習療法実施者は３５名で年々増加している。 

③学習療法においては、実施者(学習者)全員の個別目標シートを作成することができた。 

④パワーリハビリテーションにおいては、「個別機能訓練計画書」を作成しながら実践して

いるが、実施と評価に留まっており、しっかりとした個別計画を立てることができなかっ

た。 

⑤利用者自らが活動を選択できる環境は作っているが、選択するレクリエーションが利用者

に合っていない。プログラムの見直しは随時実施したが、現状に合っているとは言い難い

状況にある。 

 

３．利用者の確保に努め、安定した経営を図る。 

①月 1回以上は、関係する居宅介護支援事業所を訪問し、デイサービスの魅力をアピールし

ている。新規利用者の受け入れも積極的に行ったが、実利用者数の増加は見られていない。 

②施設参観日は設けていないが、毎月のバイキング食にケアマネジャーを招待して担当利用

者と一緒に食事を楽しんでもらうことができた。 

③一日あたりの平均利用者数は 30.7 名であり、目標数値を上回った。結果として、平成２

７年度からは事業所規模が「大規模事業所Ⅰ」となっている。 

④事業所内の掲示物は定期的に見直しているが、来所者に対するアピールにはなっていない。 

 

４．人材確保に努めるとともに職員の資質向上を図る。 

  ①職員の得意分野を発掘し、クラブ活動等に活かせるような環境作りを行うことができた。 

  ②事業所内でＯＪＴが実施できる体制を作るため、デイサービスのマニュアルを作成するこ

とができた。しかし、マニュアルの活用まではできていない。 
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  ③職員の外部研修の機会を増やし、介護技術や通所介護事業所の社会動向を学ぶ機会を作った。 

  ④「福祉ＱＣ」の手法を用いることはできていないが、委員会等で定期的に業務の見直しを

図っている。 

 

５．大規模震災に備えた防災体制の確立と防災意識の向上を図る。 

①法人全体の防災体制と連動しながら、高浜地区の施設間連携が図れるように防災意識の向上に

努めることができた。 

②デイサービス内の緊急連絡網を随時更新し、様々な情報ツールを用いての連絡体制を強化した。 

 

６．創立百周年事業の推進を図る。 

①平成 28 年度までの第一期中長期計画に基づき、将来的な建て替えを想定しながら、計画

的な「土地の購入計画」について検討することができた。 

 

７．空調設備の大規模修繕を実施する。 

①経年劣化により頻繁に故障が発生している空調設備の大規模修繕を実施した。 
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平成２６年度 事業報告書 （いこいの宿高浜安立） 

 

１．高品質なケアサービスの提供により顧客満足度の向上を図る。 

①自立支援介護（オムツ外し）に向け、利用者への水分摂取や歩行距離を意図した環境整備

（1ｍ毎の距離測定・東海道五十三次の掲示）、職員への理解度テスト等を実施。実践対象

者（3 名）に関しては、一定の効果（昼間帯の傾眠軽減及び夜間の幻覚や不眠の改善、歩

行による浮腫み軽減、他者との会話増加等）が見られた。PC 回想法も余暇活動として定

期的に実施し、市民公開セミナーで活動を報告する。 

②季節に応じた外出企画（バラ園・菖蒲園・吉浜雛めぐり）・慰問ボランティア（耳つぼ・

整膚・ハーモニカ・ウクレレ等）の受入を実施。毎年恒例の蕎麦打ちも楽しんで頂けた。 

③4月より直営調理がスタート。スペシャルランチ（月 3 回）は継続しつつ、新たに「職員

食」（8月）、「新軟採食」（9月）、「ユニットでの炊飯」（H27.1 月）などが始まった。 

また、保健所による衛生監視があった（H26.7 月）が、大きな指摘なし。 

④満足度調査を実施し、「ご家族（87 名）」・「利用者（87 名）」・「ケアマネージャー（22 か

所・44 名）」の三者より回答（回収率 55.3％）を得た結果、獲得した平均点はそれぞれ「現

状維持」「微減」「増加」という結果を得る。 

 

２．対人援助職としての資質及び専門性を向上させる。 

①個々の職員が自己のメンタル面を自覚し日々の接遇へ繋げていくため、介護労働安定セン

ターの協力を得て、“エゴグラム”をテーマとした講師を招聘し、両ユニットで実施した。 

②地域包括支援センター主催の介護者教室（H27.2 月）への派遣や、高浜安立荘主催の市民

公開セミナー（11 月）での取組紹介（回想法）、法人内実践発表及び老人福祉施設大会で

の発表・受賞。また、出張・研修等で得られた知見（法令遵守・レクレーション・虐待予

防・身体拘束廃止等）をユニット会議などで報告・共有した。さらに小原安立からの実践

力強化研修（5回・10 名）の受け入れで、ユニットケアによる援助方法等の情報交換・意

見交換を行う。 

③介護支援専門員（1 名）及び介護福祉士（3 名）の受験予定者が本部主催のセミナーへ参

加。外部研修（事故防止・苦情解決・ユニットリーダー研修・介護支援専門員更新研修 等）

を含め、全職員が参加できた。また、福祉人として職員相互に尊重し合えるツールとして

の「グッド・ジョブ・カード」は、関連事業所（特養・デイ・居宅）を含めることで対象

職員を拡大することができた。 

 

３．無駄の削減・改善を図ることにより業務の効率化を図る。 

①前年度に引き続きノー残業デー（毎週木曜日）を設定。事業所としては、ノー残業推進事

業所として愛知県へ申請・登録することで取組みへの後押しを行う。安全推進者を位置づ

け、職員自身によるセルフメンテナンスを促すため腰痛予防講座を開催。一方で、年間を

通じた計画的な連続休暇の取得には至らなかった。 

②事業所内会議の報告書は、議事進行中に PC 入力（報告書作成）を引き続き推奨。また、

新システム導入に伴いユニット内にノート PC を配置したため、ユニット内で事務処理（次
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第・議事録・伺い・報告書等）ができる環境を整えた。 

③自立支援介護へのうち「歩行」をテーマに発表資料を作成し、施設全体会議（H27.3 月）

で発表した。 

 

４．稼働・経営目標：一日平均 17.5 名（年間延べ 6,400 日） 

①目標達成率 96.3％（6,166/6,400 名）・1日平均 16.9 名。年度途中に非常勤職員の採用を

行ったものの、平均的な看介護配置人員は 8.8：1 であった。 

②ホームページも定期的（月 3回程度）に更新し、行事案内・空床情報を適切な管理を行っ

た。 

 

５．大規模震災に備えた防災体制の確立と防災意識の向上を図る。 

①高浜安立荘（本体施設）と同様、防災会議・防災訓練・防災フォーラム・役職者を対象とした

図上訓練等に一体的に取組む。 

②防火管理者講習修了者 1 名増員。消防署による立ち入り調査（H26.7 月）あり、特に指摘事項

なし。老朽化に伴う火災通報装置の修繕を実施。職員を対象に、メンテナンス業者から防災設

備に関するレクチャーを実施し、防災意識の向上に努めた。 

 

６．創立百周年事業の推進を図る。 

①前年度決算内容をもとに事業シュミレーションを行い、安定しやすい事業形態を協議。近

隣 SS 事業所の閉鎖・開所延期状況や介護報酬改定等の政策動向を踏まえ、次年度も引き

続き検討することを確認した。 
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平成２６年度 事業報告書 （高浜安立荘居宅介護支援事業所）   

  

１．ケアマネジメントに関する技術、知識の向上を図る。 

①週１回の定期ミーティングで困難事例の検討等を含めて、各ケアマネジャーが抱える個別ケー

スについての検討会を適宜行うことができた。また、介護保険制度や解釈についての勉強会も

定期的に行うことができた。 

②９月の高浜市ケアマネジャー情報交換会で高浜市社会福祉協議会障害者相談支援事業所の相談

員：鈴木直美氏を講師に招き、障害者総合支援法についての勉強会を開催し、障害者制度につ

いて学ぶことができた。 

③昨年から引き続き、各ケアマネジャーの新規時、更新時、区分変更時のケアプランを回覧し、

全員でケアプランに目を通し、記載内容等について確認している。職員全員で共通認識するこ

とができている。 

④高浜市主催の研修会(高浜市介護支援専門員研修、高浜市現任介護職員研修に参加)や愛知県 

居宅介護支援事業者連絡協議会主催の研修会(年４回参加)等の外部研修に積極的に参加する 

ことができた。また、高浜安立荘主催の介護力向上講習会(年４回)に参加し自立支援介護に 

ついて学ぶことができた。今年度の新人介護支援専門員は介護支援専門員実務従事者基礎研 

修に参加し基本的な知識、技術を習得。各研修の復命を通じて内部研修も実施した。 

 

２．業務の見直しを行い、残業時間を削減する。 

①「ノー残業デイ」の完全実施はできていない。職員それぞれが週に１回は定時で退社できるよ

う努めていたが、昨年度と比べて残業時間を削減することはできなかった。今年度は認定調査

委託件数の見直しを行い、平成２７年５月から認定調査委託件数を週６件から週３件に削減す

ることにより、ケアマネジメント業務に専念できるよう業務を見直し残業時間の削減を目指す。 

②事業所内の環境整備は実施することができなかった。次年度以降の課題とする。 

 

３．安定した財政基盤の構築を図る。 

①各種加算算定について職員全員が意識して制度を遵守し、独居加算、認知症加算、入院時情報

連携加算、退院・退所加算等、算定できる加算についてはその都度算定することができている。 

②職員１人当たりの給付管理件数は月平均３４，５件であり、３５件以上を維持するという目標

を達成することができなかった。非常勤介護支援専門員１名が１月末で退職し２月以降の給付

管理件数はさらに減少している。平成２７年度は常勤３名体制で業務を開始することになるが、

収支を黒字に転換するためには非常勤介護支援専門員 1 名以上の人員配置が不可欠である。平

成２７年度中に非常勤介護支援専門員の雇用を検討し、収支の安定を図る必要がある。 

③今年度は人員配置の見直しを行った。平成２７年度から非常勤事務員を減員(特養に異動)し人

件費を削減することにより収支のバランスを図る。 

 

４．地域に向けて情報発信を行う。 

①毎月、ホームページのスタッフブログの入力担当を決めて、定期的に更新することができた。 

②研修会の報告はできていない。今後、意識し入力するように努める。 
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③高浜市、市内事業所と共催し高浜市民のための研修会である「介護教室」と「認知症高齢者を

支える家族の集い」の開催企画に参加した。「介護教室」は平成２７年２月７日に開催した。「認

知症高齢者を支える家族の集い」は平成２７年３月７日に開催した。 

 

５．大規模震災に備えた防災体制の確立と防災意識の向上を図る。 

①施設の防災会議、防災訓練に参加し連携を図ることができた。 

甲種防火管理新規講習に参加し課程を修了した。 

②福祉の森介護保険ソフトを活用し緊急連絡網の見直しを行い、緊急連絡網ファイルを作成し直

すことができた。 

 居宅の防災マニュアルについては高浜市と十分に連携することができず、見直しを行うことが

できなかった。次年度の課題とする。 
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平成２６年度 事業報告書 （小原安立） 

 

１．自律支援（自らの意思で決める生活の支援）により、高品質な個別ケア・サービス

を提供する 

① 入居者一人ひとりの「願い」や「希望」の実現については、本人またはご家族から聞き取

り等を行い実施した結果、80 名中 67 名の「願いや希望」を達成することができました。 

② ＮＨＫのクローズアップ現代で放映されていた「ユマニチュード」や、『ＤＶＤ ユマニチ

ュード 優しさを伝えるケア技術（医学書院）』の動画を活用し、認知症ケアの方法論につい

て学習するとともに、1月ユマニチュード入門研修に職員 1 名が参加しました。 

また、ＩＣＦについても昨年度に引き続き、外部講師をお招きし、職員全体研修会や個別

検討会を開催して個別ケアの提供に努めました。 

 ③ 認知症のＢＰＳＤ（認知症における行動・心理症状）の中でも、特に「徘徊」、「興奮・暴

力」、「帰宅願望」については、認知症介護情報ネットワークのホームページに収録されてい

る『Ｗｅｂ学習システム認知症介護基礎講座』を活用して、認知症ＢＰＳＤについて提供事

例をもとに検討会を開催しました。また、（社福）東北福祉会「認知症介護研究・研修セン

ター」発行の「続 初めての認知症介護解説集（徘徊・興奮・帰宅願望）」を、発行者の許

可を得て複製・全職員に配布し、個人学習や各ケース検討会で活用することができました。 

④ 回想法については、外部専門研修に職員 3名を参加させ、知識や技術の習得に努めるとと

もに、各ユニットの回想法担当者を中心にグループ回想法に取り組み効果測定まで行うこと

ができました。また、安立荘での来島氏による「回想法研修」（4回シリーズ）に延べ 9名

の職員が参加し臨場感のある実演を体験することができました。さらに、北名古屋市回想法

センターのスクールアシスタントへの協力については、今年度 8日間を担当し、9 名の職員

を派遣することができました。 

  

２．小原安立が目指すユニットケアのカタチを踏まえ、各ユニットの「暮らし」支援力

を高める 

① これまでの生活が継続できるような各ユニット空間の「しつらえ」の改善については、今

年度の施設収支状況を検討の結果、各ユニット 10 万円を「しつらえ費」として定め、リビ

ングや談話室等、ユニットの特徴を生かした生活環境の改善を行いました。中でも車椅子の

まま利用できるコタツは、入居者の方から大好評でした。 

② 24 時間シートについては、その基礎となる「好みシート（嗜好・生活習慣等確認シート）」

を、先進ユニット型施設の書式を参考に、改善することができました。 

③ 法人内ユニット型施設等を活用した「暮らし」支援力強化研修については、いこいの宿高

浜安立を研修先として、役職者および看護職員等の他職種を中心に、10名の職員が 1日研

修を終えることができました。 

 

３．健全な経営と介護・労働環境の改善を図る 

① 今年度の稼働率については、特養が 97.4％、短期入所は 64.0％で、延べ稼働率は 95.1％

と目標を 1.9％下回る結果となりました。また、日常生活支援継続加算の算定については、
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平成 26年 9 月 1日より、加算適用条件を満たすことができました。また、看護体制加算Ⅰ・

Ⅱの加算については通年で算定することができました。 

② 看護・介護職員配置目標の入居者 1.7 名に対し職員 1以上については、年間を通し維持す

ることができました。 

③ 新たな介護職員求人広告方法の検討については、年間を通し求人広告業者への依頼及び、 

手作り広告の作成・地域店舗への掲示、職員への友人・知人の紹介依頼等を行った結果、高

齢者グループホーム分も含め 14 名（常勤 4名・非常勤者 10 名）の介護職員を確保（次年度

の中途採用職員内定者 2名含む）することができました。 

④ 職員全体研修については、6月講師に石田真紀先生による「接遇」研修、8月には奥田亜由

子先生による ICF 研修、さらに、12 月には渡辺哲雄先生による「認知症高齢者に対するコ

ミュニケーションの本質と方法」をテーマに講義を頂戴し、「ストーリーケア」の重要性を

学びました。 

 ⑤ 褒めて育てる人材育成の推進では、7月 1日より各ユニット等において、所属職員の良い

言動について、専用カード（smile カード）に記入・投函する体制を構築し、年間を通し一

番褒めた人、褒められた人を職員全体会で表彰することができました。また、各委員会・会

議開催ごとに「褒められる職員」を 1名決定し、参加者職員全員でその職員の長所について、

褒める取り組みを展開することができました。 

 

４．地域福祉増進機能を強化するため、その方策について積極的に探求し実践する 

 ① 今年度は、ボランティアを「3団体又は個人発掘する」ことを目標として取り組んでいま

す。個人では 2名の方が新たにボランティア登録いただき、レクリエーション（歌）の実施

やユニット清掃にご協力いただいています。次に、登録までには至らないものの、施設行事

や敷地管理にご協力いただける団体も新たに 2団体発掘することができました。最後に、登

録されているボランティア協力者との定期的な意見交換会については、年間 2回（9月・2

月）継続して実施できており、ボランティア同士の交流も確認することができました。 

    環境整備の面では、トヨタボランティア（トヨタ自動車様）による、草刈り・公用車洗車・

樹木の剪定・車椅子整備等多岐にわたり協力いただきました。 

② 施設ホームページによる実践内容の紹介については、事務室及び各ユニットの地域貢献委

員会の所属職員が、小原安立版「うれしい、たのしい、しあわせ、やくにたつ、きょうみぶ

かい」情報の発信にむけて、8月よりブログの作成や更新（face book へ連動）を行いまし

た。 

 ③ 地域に対する施設ＰＲとして、8月小原上仁木地区、10 月大平地区、12 月道慈地区の 3会

場で開催し総勢 75 名の参加して下さいました。また、7月 7日（月）には初めて「小原中

学校」を訪問し、「介護の仕事やその魅力」について紹介してきました。同時に、夏休み期

間中の施設行事への協力ボランティアについて募集したところ、合計 11名の中学生の皆さ

んが、夏の施設行事に協力して下さいました。 

 

５．個別事態を想定した減災・低減対策を推進する 

① 介護保険運営基準等の法令遵守体制強化の観点から、特養の指定基準（人員・設備・運営・
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単位数）の各条項の遵守責任者及び管轄組織内会議・委員会等、責任所在を明確にしました。 

② 個別実態に基づいた危険予知訓練・不適切ケア防止対策については、事例検討を演習形式

で行うことにより、多くの有意義な意見や気づきを得る結果となり、参加職員からも好評で

した。 

 ③ 全 8ユニットで、10 月に放水訓練、12 月に非常食を使用した炊き出し訓練を実施すること

ができました。 

 

 

２．利用状況報告書 

 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合計 

特養 2305 2429 2354 2471 2430 2322 2375 2359 2429 2404 2145 2428 28,451 

短期 

入所 
115 123 113 129 114 117 109 124 114 102 97 145 1,402 

合計 2420 2552 2467 2600 2544 2439 2484 2483 2543 2506 2242 2573 29,853 

▼特養稼働率：97.4（％）、▼短期入所稼働率：64.0（％）、▼合算稼働率：95.1（％） 

 

 

 

 

  

 

修繕工事　ＮＯ 1 特別養護老人ホーム小原安立

有り （１）補助・補助団体名

　　無し （２）補助・助成金額

４．契約年月日 平成26年8月1日

５．法人、施設以外からの

　　補助金および助成金の

　　有無

　　設置内容の概要 　ファンコイルファンモーター、自動制御盤、冷却塔ストレーナー、

冷温水機内インバータの部品交換等を実施した。

３．修繕工事費 金１，４４１，１３０円也

２．修繕工事の理由並びに

　平成２６年度　施設設備等状況調書

１．名　称 空調設備整備工事

　空調機が年数経過による消耗等により不具合が出ており、入居

者の生活に支障をきたす恐れがあるため修理を実施した。
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平成２６年度 事業報告書 （高齢者グループホーム小原安立） 

  

１．「地域密着型サービス」としての独自理念“わ”をコンセプトに、具体的な推進を

図る 

①豊田市社会福祉協議会小原支所「地域包括支援センター」と共催で、徘徊高齢者の捜索模擬訓練 

を地域住民の協力をえて、11月 8日（土）に実施することができました。 

 ②「小原ふれあい祭り」や「小原文化祭り」等の地域行事や、豊田市社会福祉協議会小原支所主催 

の「いきいき教室（歌、体操、ゲーム等）」に参加し、地域住民とのふれあいを大切にすること

ができました。 

③小原学園就学前児童や道慈子ども園との定期的な交流を継続して行うことができました。 

 

２．個々の尊厳を重視し、個別ケアを推進する 

 ①24 時間シートを作成し、日々の暮らしの中で「できること」の発見に努め、随時、介護計画の 

見直しに活かしています。 

 ②三河温泉への日帰り旅行やお花見、彼岸花ウォチング等実施し、ひとり一人の思いやペースを 

大切に個別支援に努めました。 

 

３．自己点検を行い、安定経営への継続を目指す 

 ①利用者の健康管理、安全管理を行い、退所や長期入院にいたらないよう努めています。 

 ②近隣の居宅介護支援事業所や小原地域包括支援センターとの連携を図り、入所申込者を常時 3

名 

 確保することができました。 

③稼働率については、99.6％と安定した結果となりました。 

 

４．職員の資質の向上と連携・業務の改善を図る 

 ①小原安立主催の施設内研修には参加できましたが、人員体制の問題もあり、施設外研修には参加 

できませんでした。 

 ②職員会議等で虐待や身体拘束防止について話し合い、より良いケアの向上に努めました。 

  

５．個別事態を想定した減災、低減対策を推進する 

 ①一人勤務でも迅速に対応できるよう、非常口の段差解消のため金属製のスロープを 2か所設置 

  しました。また、グループホーム単独の避難訓練を 10月 23 日（木）に実施することができまし

た。 

６．利用状況報告書 

 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合計 

ＧＨ 174 186 180 186 186 180 186 180 185 184 168 186 2,181 

▼ＧＨ稼働率：99.6（％） 
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平成２６年度 事業報告書 （ ケアハウス高浜安立 ） 

 

１．混合型ケアハウスとして、その方の状態に合わせた生きがいや｢夢｣を持ってもらえ

る施設づくり 

  一般型は、元気で生活の継続ができるよう、『一般型クラブ』の強化を実施し、2 年間かけ

て一連の流れを作り上げている。外に自由に外出される方もいるため、参加メンバーの広がり

はないが、参加されている方たちについては、「介護予防」と、ご本人たちの“元気でくらし

たい”気持ちを支える取り組みとなっている。 

  特定型は、昨年度まで全体で動くことが多かったが、今年度は、入居者の状態変化に合わせ、

個別の希望に沿った動きをすることを目標とした。個々の希望を叶えるためには、限られた職

員数と多くの業務の中で時間を作り出す努力が必要であるが、今年度は業務統一委員会を中心

に 1 週間ごとの業務分担表を作成し、効率的な動きをするための努力をしてきた。その結果、

入居者への個別対応を実施する時間を生み出すことができ、一緒に買い物に行ったり、喫茶店

に行くなどの希望を叶えることができた。次年度は更にご本人の希望に即した個別の外出を多

く実施できるようにしていきたい。 

また、3人の方の看取りをさせていただいたが、その経過の中で、どんな状態であれ、最期

までご本人が望まれる生活の提供と、希望を叶える取り組みを、職種を超えて協力の下実施す

ることができた。 

 

２．介護予防や認知症ケアの充実を図り、職員の専門性を高める。 

 当施設の取り組みの一つである学習療法については、新規採用の非常勤職員も含め「学習療

法 1級」を取得しており、どの職員も一定のレベルで取り組めるようにしてきた。新規入居者

の中で、参加希望者も増えており、その方たちも含め、週 4回から 5回の学習時間を確保して

いく取り組みを実施してきた。 

 回想法については、ｸﾞﾙｰﾌﾟ回想法のリーダー役を非常勤職員でも実施できる体制を築き、報

告も含めあらゆる年代層の職員が関わることで、新たな視点で実施することができた。 

 また、クラブ活動の中で、介護予防や認知症進行予防を意図して実施してきているが、集団

回想法である『なごみの会』も職員それぞれが個性を出し、入居者の楽しみとなっている。 

 これらの取り組みを充実させていくために、外部の研修会への参加や、また内部研修にて職

員間の情報の共有を行ってきた。また、内部研修では職員相互で講師役を実施し、介護技術や

医療的な知識も学び、重度化や、看取り実施の当施設の現状に合わせた職員の知識･技術の向

上に貢献してきた。 

 

３．入居者にとっての一番の楽しみである食事の質の向上  

  厨房を直営化したこと、食材の仕入れを極力地元の業者で行い、冷凍食品を減らしているこ

とで入居者の評判もよく、食材は委託の頃よりも向上している。しかし、季節や年間の行事の

際の食事、また栄養士が企画するイベント食については、栄養士が新規採用職員ということも

あり、新たなことを実施できずに 1年が過ぎてしまった。 

  一方で、入居者の方の状態の違いが大きくなってきており、一律の実施方法や行事食の楽し
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み方ができなくなってきているのが現状である。次年度は今年度実施できなかった「楽しみ」

の部分を強化しつつ、今後の実施方法について検討を加えていく 1年としたい。 

 

４．地域の中の資源の一つとして地域への周知と交流、ボランティア等の受け入れを積

極的に行い、開かれた施設をめざす 

  昨年度からの引き続きで、ボランティアの積極的な受け入れを行っている。GL を窓口とし

て、市内のボランティアセンターとの連携で、毎月地域のボランティアによる催し物の実施の

ほか、昨年から引き続き「話し相手ボラ」や「編み物ボラ」を受け入れて、入居者との交流を

図ってもらっている。継続利用で、地域の方にもケアハウスを知っていただく機会となってい

る。 

  更に、地域の活動である「渡し場かもめ会」の清掃活動に職員のみならず、元気な入居者も

参加され、地域の方々との交流を図っている。次年度については、もっと多くの入居者にも参

加していただき、地域の方々との繋がりを深めていただきたいと考えている。 

 

５．老朽化した設備の整備･更新を計画的に実施していくとともに、20 周年に向けた準

備  

  当初から予定されていた空調設備、ボイラーの更新工事を実施。夏･冬の季節を安定的に過

ごせたことと、光熱費が前年度より 120 万円ほど削減できた。今年度、電気代の大幅な高騰か

ら考えれば、大きな効果であった。また、ボイラー等で毎年大きな修繕費を見込んでいたが、

それも無かったため、その費用を居室の給湯器の入れ替えに充当し、設備の更新を計画的に実

施できた。来年度も経費を削減しながら、必要な設備の順次交換を進めていきたい。 

  20 周年事業については、来年度 9 月に敬老行事と併せ楽しめる記念行事を実施し、記念誌

を年度末に発行していくことで準備を進めている。 

 

６．大規模震災に備えた体制の見直しと防災教育・防災訓練の継続 

  法人との奇数月に実施している通報訓練を、昨年度までは電話での報告だけであったものを、

今年度はメールでの報告も実施してきた。毎回対象職員全員が報告できたことが無かったこと

は残念ではあるが、地震発生時に連絡を入れることが少しずつ浸透してきていると感じられる。 

  また、年 5回の避難訓練、消火訓練 1回、AED･心肺蘇生訓練 2回、入居者向け防災勉強会の

開催と、防災対策委員会を中心に計画実施できた。入居者は繰り返しの訓練で、避難行動につ

いてかなり成果が上がってきているが、職員側の誘導方法や、誘導完了後の報告、避難完了者

の把握が十分でなく、引き続き訓練を実施していく必要がある。 
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    平成２６年度 事業報告書 （ ケアハウス大阪安立 ） 

 

１．法人の「基本理念」の基に、「基本方針」、「職員行動指針」の理解と実践を進める

と共に、職員の資質向上、人材育成に取り組む 

職員全員で基本理念・基本方針・職員行動指針を実践する為に、実際に入居者と接する時

間・回数を増やし常に笑顔で対応できるような場として、食堂に「いいね！ボード」を設置

した。これにより「いいね！ボード」への参加人数計測が声掛けの仕組みとなり、ほぼすべ

ての入居者と毎日会話する事が出来た。特に新任職員は、積極的な声掛けを行うことで早い

時期から入居者から信頼を得る事になった。 

また、いいね！ボードで表わされることが入居者の関心の的であるためには、職員の好ま

しい動きや働きかけによるところが大きく、職員自らが基本方針や行動指針の理解と実践に

かかわることになって、それが職員の資質向上に繋がっている。 

 

２．入居者の健康で明るい自立生活を見護る、と共に生活満足度の向上に繋がる支援を

行う 

   毎月行う健康チェックを充実させて、職員全員が把握できるように一覧表を作成し体調把

握がより詳しくなった事で、ひとりひとりへの目配りの仕方や配慮が見受けられ、日々の記

録量が大幅に増えた。情報が増えると話す回数が増え、行事参加への声掛けを自然に行う事

が出来て参加人数が増える結果となった。特にラジオ体操への参加人数の大幅な増加は、健

康に明るく生活する上で、入居者の自立的な意識向上につながっています。 

日常的に介護サービスが必要な方は、参加意欲が低い事もありケアマネージャーと連携し

外部のデイサービスにて機能訓練を加えて健康維持に努める方向性が出来てきた。多様なサ

ービスの中から入居者からの情報を元に、個人に合ったサービスが受けられるように外部の

介護事業者等と連携していけるようになった。 

 

３．互いに喜ばせ合い、喜びが集まる施設をめざす 

食堂に「いいね！ボード」を設置し、入居者と一緒に良かったこと・うれしいことを具体

的に表現し、それが生活の広い範囲に届くようにしたいと考え、現実に届いている状況にあ

ると感じられました。いいね！よかった！の影響が大きく働き、いい関心の輪ができてきて、

話しやすい雰囲気も生まれ、笑顔で声掛けしたり、喜びの下地作りをしたりすることが出来

つつあります。継続が難しいので、喜びを作る小さな仕掛けを少しずつ増やし、自然とほめ

あったり、支えあったり出来る施設をさらに目指します。 

 

４．季節感のあるこころ豊かな食事を提供する 

   献立の作成にあたっては、旬の食材の情報を献立表にのせ、季節感を感じて頂く配慮をす

ることが出来ています。特に今年は個々の状況に応じた食事提供に努め、日ごろの体調不良

や、噛み合わせの不具合等でも細やかな食事に対応することが出来ました。食事は常に入居

者の関心事であるので今後も継続して喜んで頂ける食事が提供できるよう考え続けます。 
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職員は積極的に入居者と一緒に明るく会話しながらの食事に努めた。調理や材料の工夫も

あるが、どんな人と食べるか？どんな話をするか？が食事にとってはさらに大きな課題にな

り、今後もこころ豊かな食事を追及していく必要があります。 

 

５．安心安全の施設を目指し、防災体制の改善・強化に取り組む 

   特に火災時の避難訓練では、入居者の協力を得て全員無事に避難できる体制が整えつつあ

ります。避難困難の人の対する避難誘導の方法は確立され職員の動きも定まってきました。

今後は地震・津波なども現実的な想定を考慮し防災体制を整えていきます。 
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平成２６年度 事業報告書 （養護老人ホーム高浜安立） 

 

   入所者の方々に、安穏な生活をしていただき、明るく生きがいのある生活のために、援助・介

護によって自立した日常生活・社会生活へ繋げる支援をするための事業を行う。 

 

１．一人ひとりが安心して過ごせるように、それぞれの職種の持てる力を活かし、調整・

連携・支援を行う。 

   看護員が安全衛生・感染症対策を進めていき、支援員が入所者に寄り添って頼られる存在

になり、相談員が各職種間や外部関係の調整を行い、厨房関係者は毎日の食の楽しみを提供

してきた。3月にインフルエンザで 8人が罹患した際は、全職員が職種を問わず、施設内の

衛生保持と、入所者への対応を一体的に行った。 

２．入所者が安全に暮らせる施設環境の実現に向けて努力する。 

   要介護認定者が現在の入所者 46 名の半数以上の 24名となり、施設内の環境によるケガな

どで、ADL が低下しないことを求めた。ベッドやイスから立とうとした際の転倒・しりもち

など、体を動かす際に発生するため、環境だけでなく、体操等で入所者の筋力維持に向けて

働きかけてきた。 

環境の工夫と、入所者各自の意識付の両面から、安全な暮らしを求めつつ、居室や集会室

での段差による転倒等の事故に繋がらないように、今後も配慮を継続していく。 

３．経営の継続に努力する。 

   入所率が低下しないように努力したが、5月に死亡や他施設へ移動したため、3 人減とな

った。新たな入所者の補充に努力したが、早急な入所者獲得は難しかった。入退所はあった

が、高浜市からの入所者が 15 人から阿 9人となった。 

   県の補助金関係では、直接処遇職員増配置加算も本年度でなくなり(当初の２５％の額)、

ポイントによる加算も十分に獲得できなかった。入所者の ADL や生活状況を考えると、職員

の減員は出来ず、今年度、人件費積立金取崩で対応した。 

４．職員の意欲向上と技術力強化に向けた研修を行う。 

   法人内の研修以外に、愛知県老施協主催、愛知県社協主催、西三河養護老人ホーム主催の

研修に職員を派遣した。職員全体には非常勤職員も含めて、緊急時の対応ができるように、

消防署にて AED の講習研修を行った。苦情解決とコミュニケーションについては、研修内容

を、参加職員が講師役となって内部研修を行った。 

今年度は、事務員に新会計に向けての研修の機会が、全国の社会福祉施設を対象とした研

修や法人内も含めて多く参加し、来年度開始に備えた。 

５．地域交流を増やし、老人ホームへの理解を求める。 

   地域の老人会と、定期的にカラオケを楽しむ機会を、昨年度と同様に行なった。防災訓練

では、施設内設置のサイレンを合図に、地域学区の住民や消防団の方々にも参加を願い、デ

イサービス・生活支援ハウスと合同で、安否確認・誘導における、それぞれの役割と連携を

確認した。 
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平成２６年度 事業報告書 （養護老人ホーム高浜安立デイサービスセンター） 

 

１．「望まれるデイサービス」を目指し、利用者・家族・職員が連携して生活を作る。 

   利用者、家族がデイサービスに求められる要望等の把握に努め、実現に向けてきた。体調

の変化について送迎時に聴収し、利用中の様子についても連絡ノートにのみ頼らず、口頭で

の伝達にも心掛けてきた。利用者の在宅生活の継続に向けて、デイサービス職員が課題を共

有するだけでなく、担当者会議などを通じて、ケアマネを含めた関係者に伝えてきた。 

   利用者の自主性、積極性が自然に出せる環境をつくることに心掛け、利用者の安全を考慮

して、今後も利用者、家族の思いを反映できるように進めることで、望まれるサービスの提

供に努める。 

 

２．利用者に合わせたプログラムを作成し、他施設にない内容を求める。 

   居宅生活の継続に向けた、OT・看護員を中心に、元気に居宅生活するスキルが現状維持で

きることを目指し、活動の全てが「生活リハビリ」として ADL の維持、向上を目指した。ま

た、脳と手先の運動を兼ねて、計算ドリルや、パズルを自由時間に、自主的に行なってもら

っている。既製品でない手づくりのゲーム(からだ全体を使って行う)を週替わりで行い、全

員参加できるよう工夫した。 

今後は、認知症の方や、介護度が高い方に特化したプログラムが求められるので、そのた

めの新たなデイサービスの機能を、ハード面、ソフト面から、検討する。 

 

３．就業意欲を高め、働きやすい環境つくりをする。 

   やりがいと課題の発見が、就業意欲を高める要素と考え、利用者とのかかわりの中で、お

互いに満足を感じあえるよう、寄り添い、傾聴し、利用者から頼られる存在になることが実

感できるように、介護力を磨き、高めることを求めた。チームとして業務に当たり、チーム

の中で自分を理解してもらっていると実感できることが、働きやすさに通じるので、お互い

の意見交換が障害なく行える環境づくりを目指した。 

自分と意見の違う内容も受け入れれるように、相談員・介護員として、お互いを支え、助

言し解決に向かった。自分に何が求められ、何が出来るか、不足していることはないかを見

いだすために、日常的な打ち合わせや会話の中では、業務の流れを良くし、互いの存在性を

認めることと、意思疎通を大切にするようにした。 

 

４．地域での存在価値を高める。 

   現在高浜市内に大規模・通常・小規模のデイサービスが 9カ所ある。この中で独自性を打

ち出し、地域で必要とされ、望まれるデイサービスとして認識されるように心掛けた。 

利用に当っては、不安を抱いて通所されることが多く、利用される際に、地域の顔見知り

の方がいると知り、とても心強かったと話されることもあるので、口伝手で存在が広まるこ

とも大切なことです。今後も顧客満足度の向上に努め、利用者につながるようケアマネに働

きかけていく。 
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平成２６年度 事業報告書 （生活支援ハウス高浜安立）  

 

１．高齢等のため独立して生活することに不安のあるひとり暮らしの高齢者等に対し、

安心して健康で明るい日常生活を送ることができるよう支援する。 

    日常的に声掛けを多くし、相談・支援や緊急時への対応をしてきた。一人暮らしではな

いと理解してもらい、近くにて見守り、入居者同士の支えあいを大切に、支援してきた。 

   生活支援から、生活介護が必要になる方が増え、認知症や精神不安への対応を必要とする

方も増えて、ますます対応に専門性が求められるようになった。これからも、安心して生

活することができるよう心掛けていく。 

    年度末に、緊急性のあるケースの入所を行った。高浜市の求める機能を果たすことがで

きた。 

 

２．利用状況報告書                   （定員 10 名） 

２６．３．３１現在 ２６年度の入退去の状況 ２７．３．３１現在 

入居人員 入 居 退 去 入居人員 

男 女 合計 男 女 合計 男 女 合計 男 女 合計 

３ ４ ７ ０ １ １ ０ ０ ０ ２ ５ ７ 

 

 

 

月 初日在籍人員 充足

率 

延べ人員（人） 備  考 

男 女 合計 男 女 合計 

４ ２ ４ ６ ６０％ ６０ 120 １８０  

５ ２ ４ ６ ６０％ ６２ 124 １８６  

６ ２ ４ ６ ６０％ ６０ 120 １８０  

７ ２ ４ ６ ６０％ ６２ 124 １８６  

８ ２ ４ ６ ６０％ ６２ 124 １８６  

９ ２ ４ ６ ６０％ ６０ 120 １８０  

10 ２ ４ ６ ６０％ ６２ 124 １８６  

11 ２ ４ ６ ６０％ ６０ 120 １８０  

12 ２ ４ ６ ６０％ ６２ 124 １８６  

１ ２ ４ ６ ６０％ ６２ 124 １８６  

２ ２ ４ ６ ６０％ ５６ 112 １６８  

３ ２ ４ ６ ６０％ ６２ 124 １８６ ３／１３～入居 1名女性 

合計 24 48 ７２  730 1460 2190  

月 

平均 

２ ４ ６  60.8 121.6 182.5 ３／31 現 男２ 女５ 

計 7名 


