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はじめに 

 社会福祉法人中野区福祉サービス事業団(以下「当事業団」という。)では、平

成２４年度から「第３次経営改革計画 」(平成２４年度～平成２８年度。以下「第

３次計画」という。)に基づいて経営改善に取り組んで来ました。中間年度であ

る平成２６年度に、進捗状況や新たな課題の検証等を通じて見直しを行い「第

３次計画(平成２６年度追補版)」として再整理し、平成２７年度事業計画の中で

具体的な取り組みを決めました。本事業報告は、それら取り組みの実績と成果

を、評価検証することが役割です。 

 全体を大きく２つに分け、 

 Ⅰ.事業団事業計画の主な取組結果の報告 

 Ⅱ.しらさぎホーム・小淀ホーム各事業の事業目標と実績 

としてまとめてあります。 

 このうちⅠでは、当事業団の重点事業として平成２７年度事業計画（予算）

に掲載した事業を、当該年度中に達成すべきものとして①達成できた事業【達

成】、②一部達成できた事業【一部達成】、③達成できなかった事業【未達成】、

④引き続き検討中の事業【検討継続】の４つに評価区分しました。 

その上で、 

 ①達成できた事業については、その効果  

 ②一部達成できた事業については、その効果と課題  

 ③達成できなかった事業については、その原因と影響  

 ④引き続き検討中の事業については、今後の検討期間や結論あるいは方向を

示す時期(予定)   

などを明らかにしました。 

 またⅡでは、しらさぎホームと小淀ホームのそれぞれの事業計画の中で数値 

目標を掲げた事項について、実績値を対比させて一表にまとめ示しました。 

 「平成２８年度事業計画書」でも述べているように、平成２８年度は、社会 

福祉法の改正に伴う当事業団を取り巻く諸環境の劇的な変化、国や東京都など 

の施策の動向を見極めた上、 

①当事業団定款の全面的な改正 

②新たな事業目標(利用率)と収支目標の検討 

③(新)５か年計画の策定（平成２９年度～平成３３年度） 

④人材の育成・確保 

など、喫緊の課題に迅速かつ的確に対応すべく、取り組みを進める必要があり 

ます。 

 本事業報告は、本来の役割を若干超えることになりますが、こうした取り組 

みを進める上での指針の役割も合わせ持たせたいとの考えに沿って、内容を精 

査する一方、平成２８年度の取り組みにも言及することになりました。従って、 
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平成２６年度までの事業報告とは、かなりスタイルを変えました。特に実績デ 

ータの性格が強いと思われる記載は報告から割愛し、平成２７年度決算報告の 

付属資料(又は事業概要)として、別途作成し活用を図っていきたいと考えていま 

す。 

 

 

Ⅰ.事業団事業計画の主な取り組み結果の報告 

 

１．第３次計画(平成２６年度追補版)の具体化 

  既に述べたとおり、第３次計画（平成２６年度追補版）の具体化は、平成 

 ２７年度事業計画において、重点事業の中で取り組みの方向と内容を明らか 

 にし、実現を目指してきたところです。従って、その具体的な内容（成果）、 

 今後の課題などは、以下に示す「平成２７年度の重点事業」の中で述べるこ  

 ととします。 

 

２．平成２７年度の重点事業 

（１）効率的な経営と経営基盤の強化 

ア．事業団経営が持続可能となる収支差額の確保 

 （ア）介護報酬収入の確保【一部達成】 

    平成２７年度から新たに適用された介護報酬について、事業ごとに基 

本報酬の変更、新たな加算(減算)の創設、加算の要件の変更など加算要件 

を点検し、介護報酬の改定に伴いより厳しさを増した介護報酬収入の確 

保について算定に漏れがないように努めました。また、各事業で定めた 

利用率等の目標を達成できるよう、事業ごとに居宅介護支援事業所など 

への営業活動等にも取り組み、介護報酬収入の確保に努めました。 

その結果は、しらさぎホーム・小淀ホーム各事業の事業目標と実績に 

関する表 (１３ページ)のとおりです。 

しかし、事業の進行過程において、介護保険センターの特定事業所集 

   中減算への対応から、デイサービスの通所調整を迫られる事態(結果的に 

   は対象とならなかった)が生じるなど、介護報酬体系の複雑化に的確に対 

   処することが難しく、収入確保にとって厳しい状況となりました。また、 

しらさぎ２４訪問介護看護ステーション（以下「しらさぎ２４」という。） 

は事業環境が厳しいことに加え、介護支援専門員などへの事業の理解が 

浸透せず目標を達成するには至りませんでした。今後は、保険者（中野 

区）と連携を図りながら事業の底上げを図っていきたいと考えています。 

その他、しらさぎホームでは、介護度の重度化により、入退院を繰り 

   返し入院期間が長引く利用者が増加したことや、インフルエンザの流行 

が原因となって特別養護老人ホーム（以下「特養」という。）の新規入所、 
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空床ショートステイの受け入れを一時中止したことが、目標利用率の達 

成に大きく影響を及ぼしました。また、デイサービスでも、ショートス 

テイや介護老人保健施設などへの入所により欠席者が増えたことで第４ 

四半期の各事業の利用率が低下しました。 

（イ）看護師夜勤体制の見直し【達成】 

    特養の看護師夜勤体制について、小淀ホームは平成２９年４月から廃 

止することとしました。また、これに伴う夜間勤務体制のあり方や職種 

ごとの業務の見直し、緊急時の対応等を検討してきました。この取り組 

みは、中野区による経営支援補助金のうち、看護師夜勤体制に関わる人 

件費補助が、平成２７年度をもって廃止されたことによります。当該事 

業に要する費用は、当事業団の単独負担となり経営への影響が大きいこ 

とから、小淀ホームでは、平成２８年度中にも段階的に看護師の未配置 

を実行できるよう、事前の準備や体制づくりを強化しています。 

また、しらさぎホームにおいても、夜間勤務体制のあり方の検討を開始 

しました。 

 これに合わせて、小淀ホームでは平成２６年度から介護職員による「た 

んの吸引等の実施のための研修」の受講に積極的に取り組み、平成２８ 

年度も、新夜勤体制の円滑な業務推進のため、引き続き認定特定行為業 

務従事者認定証保持者を増やしていきます。この取り組みは、しらさぎ 

ホームにおいても進めており、今後も認定特定行為業務従事者認定証の 

保持者を増やしてしていきます。 

（ウ）職員定数の見直し【一部達成】 

    小淀ホーム特養において、新たに夜勤 C（２２時から翌７時までの８ 

時間勤務）の一部導入やケアワーカーの担当フロア固定制の廃止を実施す 

るなど、勤務体制の見直しを行いました。また、業務量調査等を通じて業 

務の効率化を促進し、職員配置について検討を進めました。 

また、しらさぎ介護保険センターの配置人員の調整（短時間勤務職員 1 

名減）を行いました。 

当事業団全体の定数管理については、一層の効率化を目指し今後も検討 

   を進めます。 

（エ）給与制度の改善【検討継続】 

    介護人材確保のための給与制度等の処遇改善については、平成２６年

度中に見直しを検討し、平成２７年４月より短時間勤務職員賃金の単価

を増額しました。また、常勤看護師の初任給調整手当、しらさぎ２４に

勤務する看護師の資格手当、及び常勤職員の住居手当などを増額しまし

た。しかし、看護師等や介護職員の求職者のひっ迫した状況は改善の兆

しが見えず、また社会状況や経営環境の変化が激しく、給与を含めた人

事制度全体の適合性を高めることが急務であることから、コンサルタン
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トの支援のもと職員プロジェクトチームを設けて検討することとしまし

た。 

（オ）委託費の抑制【一部達成】 

     しらさぎホームの給食業務委託については、プロポーザル方式による選

定の結果、平成２６年度より４０万円ほど契約額が高くなりましたが、

食材に対する企画内容が優れていた新たな業者と契約しました。利用者

からは「昨年よりおいしい」との評価をいただいています。 

デイサービスの送迎バスの運転業務について、しらさぎホーム・小淀 

ホームとも引き続き運転委託方式としました。両施設とも特養の利用者 

の受診援助やショートステイ利用者の送迎については業務員が行い、送 

迎業務の習熟に努めてきました。なお、小淀ホームでは、平成２９年度 

以降は職員が全ての運転業務を実施することを念頭に短時間業務員を採 

用し、平成２８年度中は段階的に職員が運転業務を担うこととしていま 

す。また、しらさぎホームの平成２９年度以降のデイサービスの運転業 

務については、コストと安全性、安定した運行体制の確保を念頭に置い 

て、平成２８年８月までに職員で実施するか委託方式を継続するかを検 

討します。 

建物管理業務委託については、清掃委託の仕様の一部を見直し、職員が 

使用するスペースについては、職員で清掃することとしました。さらに、 

小淀ホームの洗濯業務は施設内での洗濯から外部委託に変更し、その結 

 果、設備の維持管理費や光熱水費で約５００万円の経費削減効果があり 

ました。しらさぎホームでも平成２８年度の検討課題としました。 

 

イ．組織・職員配置の見直し～事務局体制の強化～【検討継続】 

従来は事務局スタッフとホームの事務スタッフは兼務としていましたが、 

事務局体制を強化するねらいで､平成２６年度に当事業団事務局スタッフは

専任としました。平成２７年度もこの体制を継続し、事務局機能の強化に努

めました。今後も引き続きこの体制を維持し、社会福祉法の改正に伴う諸整

備や当事業団経営改革などに取り組んでいきます。 

 

ウ．事務処理の効率化  

（ア）新会計基準システムの活用【達成】 

新会計基準への移行は順調に行われましたが、新方式による新たなソ 

フトウェアが導入され、法人全体の財務状況の一括管理が可能となり、 

より正確でスピーディな処理が可能となりました。今後も機能を十分に 

活用するための研究を行っていきます。 

（イ）勤怠システムの活用【達成】 

 既存のシステムを更新して新システムに移行し、データの集中管理と 
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勤怠業務の効率化を図りました。今後も機能を十分に活用するための研 

究を行っていきます。 

（ウ）事業団事務処理の適正化【検討継続】 

 当事業団の事務処理の適正化・効率化に向けて、法人内グループウェ 

アによる、文書保存・周知・管理などの運用を積極的に進めました。今 

後も現行システムの更新も含め、機能を十分に活用するための研究を行 

っていきます。 

 

エ．事業評価の実施 

（ア）内部検査の実施【一部達成】 

    平成２７年度に制定した監事監査規程に基づき、決算監査に加え１１

月に定期監査（業務執行状況、財産状況の監査）を実施しました。また、

当事業団職員による内部検査は、内部検査実施基準にのっとり実施方法

をまとめ、平成２８年度中に実施します。 

 

オ．建物・設備改善及び備品の更新 

（ア）しらさぎホーム特養の洗面台の改修の検討【達成】 

車椅子の利用者が自力でうがいや手洗いができるよう洗面台の取替え 

改修を予定しました。しかし、食べかすなどで詰まらないようにするた 

めには、配管工事も必要であることが分かり、当初の予算をはるかに上 

回る経費が必要なことから、実施を見送りました。既存のものでどう対 

応できるか再度検討を重ねた結果、平成２８年度に改めて予算化し実施 

することとしました。 

 （イ）しらさぎホームデイサービスの浴室の改修案のまとめ【未達成】 

浴槽は、開所以来改修しておらず経年劣化が見られるとともに、リフ 

ト入浴については安全面での不安があります。入浴のニーズは年々増加 

し、脱衣所も手狭となっています。そこで、既存の壁を取り除いての脱 

衣所の拡充や浴槽の改修を検討してきましたが、中野区との協議の結果、 

既存の壁を取り除いての拡充は建物構造上困難であることが判明したた 

め、これに代わる方策がないかを含め、平成２８年度中に再検討するこ 

とにしました。 

 （ウ）しらさぎホーム外壁改修工事計画の中野区との協議【達成】 

    建築後２０余年を経過し痛みが目立ってきたことを踏まえ、中野区と

協議を行いました。その結果、中野区の長期保全計画に基づく総合防水

改修工事と合わせて、順次実施することになりました。改修工事の概要

は以下のとおりです。 

【平成２８年度実施】 

屋上防水、屋上設備基礎防水など（工期４か月）     
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【平成２９年度実施】 

壁面クラック補修、タイル浮きの補修、鉄部塗装、庇・ドライエリア 

防水など（工期６か月）      

 （エ）小淀ホームの特養ナースコールの改修【未達成】 

    小淀ホームの開設時に設置したナースコールは、２０年近くが経過し 

不具合が生じることもあります。入所者の日常生活の安全・安心に支障 

を来さないよう設備の改修を計画(予算措置)しました。 

    しかし、ファンコイルユニット（空調設備）や脱衣室等のエアコン設 

備の更新など緊急を要する整備が判明し、優先対応する必要が生じたため、 

平成２７年度はナースコールの改修工事を見送ることとしました。平成２ 

８年度予算の中で、改めて事業計画化を図っています。 

なお、しらさぎホームのナースコールについては、すでに、平成２５年 

度に設備改修済みです。 

 （オ）小淀ホームの特養入所者個室トイレ等の取り替え検討【検討継続】 

    平成２７年度の施設設備の改修の優先順位を検証した結果、平成２８ 

年度以降改めて検討することとしました。 

 （カ）小淀ホーム浴室改修案の取りまとめ【達成】 

    ①冬季を迎える前に工事を完了させる②工事期間中も浴室の一部を使 

用しながら工事を進める等の条件を満たすことができる業者を適正に選 

ぶため、工事手法や業者選定方法について検討し、平成２８年度実施の 

方向で準備を進めることにしました。 

 （キ）しらさぎ・小淀両施設の送迎用自動車の調達【達成】 

  送迎用自動車の購入については、平成２７年度に申請した日本財団の補 

助が受けられなかったため、新車の購入はしませんでした。しかし、老朽 

化したリース車両について、両施設とも２台ずつ新たな車両にリース更新 

を行いました。 

 

（２）地域の高齢者ニーズに対応した事業展開 

ア．しらさぎ２４・ヘルパーステーション中野の事務所移転検討及び訪問看 

護事業所の開設【検討継続】 

しらさぎ２４は、現在ヘルパーステーション中野をサテライトと位置づ 

けており、しらさぎ２４利用者のサービス調整を円滑に進めるためにも、 

両事業所を併設することが効果的と思われ、同一施設での移転を検討しま 

した。また、しらさぎ２４の相談ケースは、在宅看護の要望が多いことか 

ら、利用者サービスの充実・拡大及び利用者数の増加につなげるため、訪 

問看護事業所の開設についても検討課題としました。 

しかし、移転に適した土地(駐輪場必須)・建物の情報が得られなかったこ 

と、また、しらさぎ２４の今後の運営のあり方や、訪問看護事業所開設の 
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是非に関する検討などが改めて必要と判断されたことから、これらの課題 

に関し、改めて平成２８年度内に再整理することにしました。 

  

イ．地域包括ケアの推進【検討継続】 

   介護保険制度の中で強化される地域包括ケアの推進拠点として、地域包

括支援センターの役割はますます重要となります。平成２７年度の地域包

括支援センターの受託更新にあたり、東中野地区以外に、鷺宮地区でも地

域包括支援センターの受託を検討してきました。しかし、必要な職員の確

保ができず断念しました。５年後の更新に向けて、職員の確保と育成に努

めます。 

 

（３）利用者サービスの向上 

 ア．特養入所者の嚥下機能の維持・向上【達成】 

   平成２７年度より新たに実施内容が改善された、歯科医師によるミール

ラウンド（食事観察）や嚥下内視鏡検査を実施し、利用者一人ひとりの状

態に合った食事の提供や食事介助方法の改善、食事介助時の姿勢の見直し

等、安全に食事摂取ができるよう多職種協働で取り組みました。利用者の

介護度が重度化している中で、完全に誤嚥を防止できたとは言えませんが、

できる限り口から食べられるよう利用者の嚥下機能を把握したうえで食事

介助をすることを継続していきます。 

 

 イ．特養入所者の口腔ケアの推進【達成】 

口腔ケアマネージメント計画を作成し、歯科医師との連携により口腔内の

衛生を保つよう取り組みました。その結果、利用者一人ひとりの状態に合っ

た口腔ケア用品の活用が進み、舌苔のある利用者が減少しました。また、す

ぐに歯科治療につなげるなど職員の意識の向上も見られました。 

 

 ウ．看取り介護の推進【達成】 

   老衰にあり終末期を迎える利用者を中心に、看取り介護を希望される方

が年々増加しています。また、医療機関でも、退院にあたり状況に応じて

施設での看取りを勧めるようになりました。こうした状況の中、平成２７

年度は嘱託医からの説明、本人、家族等の意向を確認し、利用者の終末期

を日常生活の延長線上と捉え、施設内での看取り介護を実施しました。看

取り介護を希望された利用者は、しらさぎホームでは１２名（うち６名看

取り）、小淀ホームでは１１名（うち６名看取り）いらっしゃいました。ま

た、逝去されたあと、家族と職員が看取り介護を終えた思い等を話し合う

デスカンファレンスを実施しました。今後の看取り介護に生かしていきま

す。 
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エ．認知症対策の推進【未達成】 

   認知症に対する介護に関し新たな方法が提供され始めています。こうし

た方法に関する外部研修に職員を参加させ、知識の向上に努めました。ま

た、施設内においても認知症介護に関する基礎知識等を中心に研修を実施

しました。しかし、しらさぎ・小淀ホーム間での事例研究等は実施できま

せんでした。平成２８年度中に両ホーム間で事例発表等を実施し、認知症

に対する介護方法の共有に取り組みます。 

 

 オ．BCP（事業団事業継続計画）の策定【未達成】 

   施設ごとに定める消防計画の中で、地震発生後３０分以内の初期対応に

ついては策定していますが、それ以降の事業ごとの詳細な計画までは策定

が進んでいません。平成２８年度は、未策定部分の策定に取り組み、それ

による訓練を実施して、内容の検証を行っていきます。 

 

 カ．個人情報の保護【達成】 

   平成２７年度いわゆる番号法の施行によるマイナンバー制度の開始に伴

い行った、特定個人情報に関する規程等の整備に合わせ、職員には新制度

や今後の個人情報の取扱い方針などについて周知しました。今後も、継続

的に啓発研修等を実施し、個人情報の保護を徹底します。 

 

（４）地域との連携の取り組み 

ア．広報活動の充実【達成】 

   法人や施設の情報をタイムリーに発信できるよう、平成２７年度ホーム

ページのリニューアルと当事業団の広報紙発行を計画しました。 

   ホームページについては、プロポーザル方式により選定した事業者と契

約し、平成２７年度末までにリニューアルを完了しました。提供する情報

がホットで斬新かつ分かりやすく、利用しやすい内容等に改良して平成２

８年４月から本格的に運営を開始しています。 

   当事業団の法人広報紙については、ホームページの有効活用に注力する

こととし、当面発行を見送ります。 

   なお、しらさぎホームでは平成２７年９月、妙正寺川沿いの入口近くの

通行人から見やすい位置に掲示板を設置して、施設の行事や職員募集など

の PR に努めています。小淀ホームにおいても、同様の取り組みを進めたい

と考えています。 

 

イ．ボランティア活動の推進【一部達成】 

 しらさぎホームでは、ボランティアの方々が安心して活動できるようボラ
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ンティア室のロッカーに鍵を取り付けるなど控室を整備しました。毎年実施

している懇談会は開催できませんでしたが、個々にアンケートを行い意見や

感想をいただき、ボランティア活動支援の充実に役立てました。また、敷地

内の掲示版や中野区社会福祉協議会ボランティアセンターなどに、定期的に

活動できるボランティアの募集をしていますが、ボランティアの人数は減少

傾向にあり、より多くの参加を募るための方策検討が課題です。 

小淀ホームでは、ボランティア室と相談室のレイアウト変更を行い、ボラ

ンティアの方が気兼ねなく過ごせるような空間づくりを行いました。平成２

７年度のボランティア人数は、前年度と比較して約９％（年間１２０名）増

加しました。 

 

ウ．地域交流の推進【達成】 

   しらさぎホームでは、納涼祭や文化祭を実施し、地域の方との交流を図

りました。これまで納涼祭は、デイサービスが中心となって実施していま

したが、屋台の数を増やすなど、地域の方にもより楽しんでいただけるよ

う施設全体で取り組みました。 

小淀ホームでは、地域町会の行事（祭礼や餅つきなど）に積極的に参加す

ることで地域との交流を深めました。また、８月の小淀祭ではバザーを開催

し、地域の方にたくさん参加していただきました。 

 

エ．地域貢献活動【達成】 

   平成２６年度末より開始したしらさぎホームにおける鷺宮西住宅（公社）

の高齢者を対象とした食事会は、毎回アンケートを実施し翌月の献立作成

の参考にしました。毎月１２名程度、延べ１３５名の参加がありました。

さらに、平成２７年度より鷺宮西住宅（公社）で実施する「いきいきしら

さぎクラブ」へ毎月２回職員を講師として派遣し、介護予防体操や認知症、

高齢者の健康に関する講座を開催しました。予想以上に参加者の意識が高

いことが分かり、平成２８年度は、参加者の要望も取り入れ内容を充実さ

せたいと考えています。 

小淀ホームでは、地域の高齢者向け食事会「小淀ホームスマイルランチ」 

を１１月から毎月開催し、毎回２０名程度の参加がありました。また、地 

域の方向けの介護予防事業の一環として、１１月から「わくわくダンスす 

くーる」を毎月開催し、小淀ホームの職員や利用者とともにサルサダンス 

を楽しく学ぶ機会を作りました。 

 

オ．地域における認知症対策の取り組み【達成】 

しらさぎホームでは、介護体験の学生を中心に、「認知症を理解し、認知

症の人とその家族が安心して地域で暮らすことができるよう」見守り支援す
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るサポーターを養成するため、「認知症サポーター講座」を８回開催しまし

た。受講者は９４名でした。 

小淀ホームでは、東中野地域包括支援センターにおいて、地域住民に向け

た成年後見制度の学習会を開催したほか、認知症サポーター養成講座により

１５０名を超えるサポーターを養成しました。また、認知症になっても住み

慣れた地域で安心して生活できる街づくりのために、平成２８年４月からの

「認知症カフェ」開設を計画し、開始するための準備をしました。 

 

カ．地域防災会との協力関係【達成】 

   しらさぎ・小淀両ホームとも地域町会との防災協定を結んでいます。災

害時には、町会へ協力を要請し避難誘導等の協力を仰ぎます。平成２７年

度も大震災を想定し、町会との合同訓練、炊き出し訓練を実施しました。 

 

（５）人材育成と職場環境の整備 

ア．事業団職員の研修体系の整備【達成】 

   研修委員会において研修体系の整備を行い、職員の研修参加状況の把握

及び育成のため「職員別研修受講票」を研修体系に沿って作成しました。

所属長が各職員の個人別研修計画に活用できるようになりました。 

 

イ．介護職員によるたんの吸引等の実施のための研修【達成】 

   平成２７年度、しらさぎホームでは４名の介護福祉士がたんの吸引等の

実施のための研修に参加しました。１名は認定特定行為業務従事者認定を

受けましたが、３名は、実地研修終了後の平成２８年度に認定となります。 

小淀ホームでは平成２７年度末までに７名がたんの吸引等の実施のため

の研修を受講し、３名が認定特定行為業務従事者認定を受けました。４名は、

実地研修終了後の平成２８年度に認定となります。 

たんの吸引等の実施のための研修の受講については、しらさぎ・小淀両特

養のみならず、しらさぎ２４を含む当事業団の施設・在宅介護の円滑な運営

に資することができるよう、今後、資格取得可能な職員の受講を順次計画し、

認定特定行為業務従事者認定の取得者増に努めます。 

 

ウ．職員の資格取得を奨励する奨励金制度【達成】 

   平成２７年度自主研修等助成制度による助成制度利用職員は８名ありま

した。自主研修等助成制度の活用は順調に職員に浸透し、介護福祉士資格

１０名、社会福祉士資格１名、介護支援専門員８名など、資格取得者が増

えています。 

 

エ．新規採用職員の育成制度の充実【一部達成】 
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  新任職員の研修カリキュラムの検討を行いました。採用者の前歴が多様な 

 ため、共通プログラムでは有効性に乏しく、経験に合わせた個別プログラム 

 の作成が課題として残りました。 

 

オ．職員の健康管理制度の充実【達成】 

  職員の腰痛予防研修を行いました。今後も継続的に実施します。また、 

インフルエンザ予防接種の助成制度は多くの職員が利用し、平成２７年度 

の接種率は、９２．５％でした。 

 

（６）その他 

ア．給食調理の実施方法の検討【検討継続】 

委託方式のしらさぎホームと直営方式の小淀ホームの給食調理について、

今後の実施方法について多角的に検討するため、検討会を立ち上げ、「給食

調理業務収支シミュレーション」や「人件費シミュレーション」などによる

検討を進めました。 

   平成２８年度は、これまでの給食調理業務の検討経過を再整理し、９月

頃までに検討を終え方向性を明確にすることとしました。合わせて、利用

者の食費の金額について検討することとしました。 

 

イ．契約事務マニュアルの作成など【検討継続】 

   業務委託、工事請負及び高額備品の購入等の契約事務については、経理 

規程に基づいて契約を行い、業者選定や機種選定会議などを実施して競争 

の公平性の確保と経費の削減に努めてきました。しかし、単純な価格競争 

では当事業団が必要とする成果物を得ることが難しく高度な技術・ノウハ 

ウ・契約履行を行える業者を選ぶためには、いわゆる「プロポーザル方式」 

などの採用が迫られるなど、現場を取り巻く諸環境が高度・複雑化してい 

ます。改めて事務マニュアルが必要と考え整備を進めようとしましが、具 

体的な検討には至りませんでした。こうしたことを踏まえ、今後、経理規 

程に含まれる契約規定について、単独の契約規程の制定やマニュアルの作 

成を進めていきます。 

 

ウ．施設サービスの見直しの検討【検討継続】 

   しらさぎホームの障害者ショートステイ（２床）は、利用者がほぼ決ま

っており、新たな利用はわずかで、利用率も４０％前後（日中一時支援事

業を含む）と低迷しています。利用率の低い障害者ショートステイの居室

の有効活用を図るため、高齢者ショートステイ等に活用したいと考えてい

ますが、しらさぎホームが中野区と交わしている建物使用賃貸借契約の指

定用途に含まれているため、中野区との協議が必要です。平成３０年度の
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契約更新時に向けて更新内容の検討事項の一つとし、今後、障害者ショー

トステイ運営継続の是非も含めて中野区と協議を進めていきます。 

 

エ．第三者評価結果に対する改善策の実施 

  第三者評価の中で、特に改善が必要とされた事項のうち、しらさぎホー 

ム特養では、物的環境整備の一環としてさらなる福祉用具の積極的な導入 

を図ることとし、今後は移乗用の介護ロボットの導入を検討し、利用者の 

安全と職員の身体的な負担の軽減を図って行きたいと考えています。 

また、人的環境として介護職員が行うサービスに対し、機能訓練指導員に 

よる積極的な助言等でバックアップを継続して行っていきます。 

デイサービスでは、利用者の帰宅までの時間を「活動の延長線上」の時 

  間であると捉え、より活動の充実を図った個別のプログラムを提供してい 

くことに努めることとしました。 

小淀ホーム特養では、「さらなる改善が望まれる点」として、「施設の理念 

や方針などや会議での重要事項決定について監督職層の役割が今後の課題」、

「自分が受けたい介護が提供できているかを、現場での場面に照らし合わせ

て確認し合うことも期待される」、「個別性の高いサービス内容で利用者のケ

アを実施するため、記録の記載内容、方法について工夫することが期待され

る」という３点があげられました。 

このことについては、平成２８年度事業計画において重点目標と位置付 

け、改善に向けた取り組みを開始しています。 

 

 オ．東京都と中野区による実地検査 

   しらさぎホーム特養・短期入所及び一般型通所介護(介護予防を含む)事業、 

小淀ホーム特養・短期入所について、施設等の適正な運営及び介護給付等 

対象サービスの質の確保並びに保険給付の適正化を図ることを目的として、 

東京都と中野区による実地検査が実施されました。 

   検査内容は、事業運営、利用者サービス、会計経理について書類等の確

認及びヒアリングにより行われました。その他、施設見学を行いました。

検査の結果、以下の文書指摘がありました。 

①介護報酬の算定方法の誤りの是正（しらさぎ特養、短期入所と小淀特養) 

   対応⇒指摘内容の再算定を行い、速やかに清算しました。 

  ②人員基準の遵守（しらさぎ一般型通所介護事業、小淀特養) 

   対応⇒検査時点では、すでに欠員採用済みでした。 

  ③建物の用途変更届漏れ（小淀特養) 

   対応⇒速やかに変更届を提出しました。 

その他、当日の講評等で口頭による指導事項がありましたが、速やかに 

改善策を検討し適切な対応に努める旨、口頭で回答しました。 
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Ⅱ.平成２７年度しらさぎホーム・小淀ホーム各事業の事業目標と実績    

 

事業名 目標 実績 

特養（空床含む） 利用率 99％ 
しらさぎ 97.2％  

小淀 99％ 

特養ショートステイ 利用率 100％ 
しらさぎ 100％  

小淀 100％  

デイ（一般型） 利用率 87％ しらさぎ 77.3％ 

デイ（認知症型） 利用率 85％ 
しらさぎ 72.8％ 

小淀 78.1％ 

介護保険センター 
ケアプラン件数１人あたり 33

件(予防含む) 

しらさぎ 31.7件  

小淀 32.9件  

中野 31.2件  

しらさぎ２４ 
９月までに利用者 10人 12人 

３月までに利用者 20人 １４人 

ヘルパーステーション

中野 

老人介護  

身体介護１か月 890時間 1037時間 

身体生活１か月 1283時間 966時間 

生活援助１か月 716時間 803時間 

介護予防１か月 800時間 837時間 

障害者介護  

身体介護１か月 170時間 174時間 

家事援助１か月 230時間 238時間 
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