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はじめに 

 

平成 30年度は、前年度末に取りまとめた「第４次経営改革（経営再建）計画」の初

年次として、令和 2 年度（平成 32 年度）末に収支の黒字化を達成することを目標に

様々な取組みを進めました。その結果、幸いなことに予算を上回って赤字額を圧縮す

ることが出来ました。 

取組みの一端を述べると、職員へ支給する賞与の見直し、超過勤務の縮小、業務執

行の見直しに合わせた職員定数の削減などによる経費節減、その一方で各事業の利用

率と収入の目標達成、居宅事業所等への営業活動の継続実施などによる収入増に務め

たことが上げられます。収支改善に貢献したと考えています。 

さらに、事業経営上の重要課題である介護人材の安定的な確保等を狙いに、新たに

介護職員初任者研修事業を始めたほか、外国籍の人材活用に向け情報収集や研究を進

めました。介護職員の資質向上を図るため、キャリア段位制度を導入しアセッサー育

成を進めるとともに、実務経験豊かな職員を指導担当に任命し指導方法の改善や業務

マニュアルの見直しなどにも取組みました。 

懸案の「しらさぎ２４」事業については、他法人への事業譲渡の可能性などを調査

しましたが、想定している事業者の受入れ体制が十分に整わないこと等から、当面、

ヘルパーステーションとの連携を深めて事業効率を高める方策を探ることにしまし

た。 

これらは、状況や効果を見定めながら地道に進める必要があります。これからも、

折りにふれて振返りながら取組んでいきます。 

これまでは、施設建物の維持管理や老朽化に係る的確な情報を十分に持ち得ないで

いました。そこで、専門家に依頼して調査等を行い、有益なデータを得ることができ

ました。今後、事業団の一層の経営改革や経営基盤強化、さらには中野区との協議等

に役立てていく考えです。 

令和元年度は、取組みの成果を活かしつつこれまでの勢いを持続して目標の達成に

さらに近づくことができるかどうか、事業団の各組織の真価が問われる年です。 

「質の高い福祉サービスを提供し地域社会に貢献する」という自らの使命にあらため

て思いを致し、皆で力を合わせて日々の業務にまい進していきましょう。 

 

 

中野区福祉サービス事業団理事長  山 下 清 超 
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Ⅰ 事業団の年間計画に対する取り組み 

 

１ 第 4次経営改革（経営再建）計画の取り組み 

  第 4 次経営改革（経営再建）計画（以下、「再建計画」という。）では平成 32 年

度において収支を黒字化することを当面の目標として掲げ、収支の改善に向けた取

り組みを進めています。平成 30 年度の収支見通として、赤字の額を 4,669 万 2 千

円とすることを計画していましたが、赤字の額は計画から 2,700万円以上圧縮する

ことができました。また、平成 30 年度事業計画の中で、再建計画に位置付けられ

た事業団の経営上重要な事項については、経営会議等の場で年間を通じて進行管理

を行い、事業の進め方の改善など必要な点検と整理を行いました。計画に遅れがみ

られる事業に関しては、その原因や理由などを明らかにし、必要に応じて計画の見

直しなどを行い、平成 31 年度以降の計画につなげることとしました。以下に、そ

の取り組み結果を報告します。 

 

項  目 
今年度の目標 

（又は実施状況） 
取り組み状況 

[人件費の見直し] 

基本給の改正 

キャリアパスの変更に合わせて

基本給を改正する。 

平成 30年 4月改正 

[人件費の見直し] 

諸手当の廃止・改正 

介護サービス業務従事者の人材

確保及び処遇改善対策として支

給していた調整手当を廃止し、

新たに直接処遇職員を対象に処

遇改善手当を新設する。その他

の手当についても必要性・妥当

性などを検証し、見直しを行

う。 

平成 30年 4月改正 

(調整手当・特別業務手当の廃

止) 

(資格手当・初任給調整手当・

主任手当の見直し) 

(処遇改善手当の新設) 

[人件費の見直し] 

賞与の見直し 

年度当初に賞与の支給月数を決

定し、職員に周知する。 

平成 30 年度の夏季、冬季賞与

は、あわせて 3.2 月の支給とし

た。(前年度比 0.4 月減)支給額

は 82,709,163 円で、前年度比

22,370,392 円の減となった。 

[人件費の見直し] 

超過勤務の縮小 

超過勤務時間を年間 5％縮減す

る。 

毎月、超過勤務実績を確認のう

え、職務分担や業務執行方法の

工夫を図った。超過勤務時間は、

前年度比 2,429時間 22.6％縮減

した。 

[人件費の見直し] 

定数計画の改定 

再建計画において示した定数計

画を見直す。 

再建計画で示した定数計画に基

づき職員配置を行った。平成 31
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年度は、さらに常勤職員 2名減、

非常勤職員 16 時間減の見直し

を行った。 

[人材の確保] 

新卒者の計画的な採

用 

都外からの職員募集について研

究する。あわせて住宅確保につ

いて検討する。 

新卒者の採用計画数は毎年度 4

名としたが、平成 31年度新卒採

用者は 1 名であった。また、都

外からの採用や新卒者の採用を

図るため、住居手当の加算や奨

学金返済支援手当などの新設を

行った。 

[人材の確保] 

外国人の活用 

将来的に外国人を活用する方向

で研究する。 

技能実習生の平成 32 年度受け

入れに向けて、2 監理団体と実

務交渉に入った。また、しらさ

ぎホームと小淀ホームにおいて

は外国人派遣職員の活用を開始

した。さらに、しらさぎホーム

においては外国人の非常勤職員

1名を採用した。 

[人材の確保] 

介護職員初任者研修

の実施 

平成 30年度より、通学式の介護

職員初任者研修を実施する。 

平成 30 年度は、小淀ホーム（8

名）、しらさぎホーム（6名）に

おいて実施した。平成 31年度も

実施する予定である。 

[人材の育成] 

指導担当係長（主

任）の設置 

各施設に特養ケアワーカーの指

導担当を配置する。 

各施設に特養ケアワーカーの指

導担当を配置し、マニュアル等

の整備や職員育成にあたった。 

[人材の育成] 

介護プロフェッショ

ナルキャリア段位認

定者の育成 

平成 30年度中に、アセッサー講

習修了者を 7名とする。 

平成 30 年度アセッサー講習修

了者は、各施設 2 名の 4 名であ

った。今後、各施設において段

位認定者を増やす。 

[業務の見直し] 

小淀ホーム給食調理

業務の委託化 

小淀ホームの給食調理業務は委

託化する。 

平成 30年度 4月から実施した。

毎月実施状況を確認調整する機

会を設け、安定的に運営できた。 

[事業運営の見直し] 

しらさぎホーム特別

養護老人ホーム 

年間利用率 97％、308,885,000

円の収入を確保する。 

利用維持・向上のために、待機

者管理の方法を見直し、ショー

トステイ新規利用登録者増を図

る。 

利用率の平均は 94.4％、収入は

300,637,977 円で目標には達し

なかった。ショートの新規利用

はあるものの、レスパイト目的

でのリピーターは少なく、登録

者増には結びつかなかった。 



- 4 - 

 

[事業運営の見直し] 

しらさぎホームデイ

サービスセンター 

年間利用率 76％、65,208,000 円

の収入を確保する。 

利用率維持・向上のために、利

用者状況と実績報告書を毎月居

宅介護支援事業所へ届け、営業

を行う。個別機能訓練の充実と

入浴回数増に取り組む。 

利用率の平均は 78.1％で目標を

2.1ポイント上回ったが、収入は

64,776,608円と若干目標には及

ばなかった。利用者状況報告書

を毎月手渡しし、居宅介護支援

事業所への営業を継続して行っ

たことが新規利用者の獲得につ

ながったと思われる。 

[事業運営の見直し] 

しらさぎホームデイ

サービスセンター認

知症型 

年間利用率 67％、61,919,000 円

の収入を確保する。 

医療的ケアが必要な中重度の利

用者の受け入れや入浴回数増、

個別プログラムの充実を図る。 

また、一般型から認知症型への

移行を促す。 

利用率の平均は 70.6％で目標を

3.6％上回り、さらに 64,536,302

円と目標を超える収入を確保し

た。 

通所回数増と一般型デイからの

移行で利用率の向上が図れた。 

[事業運営の見直し] 

小淀ホーム特別養護

老人ホーム 

年間利用率 97.5％、290,446,000

円の収入を確保する。 

サービス向上も含め新規加算の

要件整備を行い適切な時期から

算定する。 

利用率の平均は 98.3％で目標に

達した。 

10月は一時的に入院者が増加し

利用率が低下したがその後、回

復した。新設加算の褥瘡マネジ

メント加算の運用は安定的に実

施している。 

[事業運営の見直し] 

小淀ホームデイサー

ビスセンター認知症

型 

年間利用率 81％、79,250,000 円

の収入を確保する。 

サービス向上も含め新規加算の

要件整備を行い適切な時期から

算定する。 

利用率の平均は 80.0％で、目標

に達しなかった。１月から施設

入所等による退所者が増加し目

標利用率には至らなかった。個

別機能訓練加算は、職員体制が

整い算定を再開した。 

[事業運営の見直し] 

ヘルパーステーショ

ン中野 

月 3,100 時間の援助時間を確保

する。また、人材確保や人材育

成を行う。 

生活援助の時間数減、ヘルパー

数の減、総合事業利用者増等に

より目標援助時間数を大きく

（毎月 500 時間以上）下回る状

況が続いている。 

1 月以降新規依頼が増加してい

るが、他の訪問介護事業所の閉

鎖の影響によるものが多い。 

[事業運営の見直し] 

しらさぎ 24訪問介護

利用者数 23名を維持する。職員

配置を見直し、チームメイト事

新規利用者がコンスタントに確

保できており、目標利用者数を
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看護ステーション 業所の拡大を行う。 維持している。他の訪問介護事

業所もヘルパー不足であり、チ

ームメイト事業所の拡大が難し

い状況である。 

[事業運営の見直し] 

しらさぎ介護保険セ

ンター・小淀介護保

険センター 

各介護保険センターに常勤換算

で 4.8 名の介護支援専門員を配

置し、特定事業所加算Ⅱを算定

する。困難ケースに積極的に取

り組み、介護支援専門員 1 名が

33件以上担当する。 

各施設の地域活動における役割

を担い、地域住民からの介護に

関する相談に対応する。 

職員により担当件数に差がある

が、両事業所ともに概ね目標は

達成できている。小淀介護保険

センターは、1月に異動により 1

名減員となっている。 

各施設と連携し、地域活動の役

割を担っている。 

[事業規模の拡大・

廃止] 

小淀ホームの増床 

収支改善を図るため、小淀ホー

ムの増床について中野区と協議

を進める。 

平成 30 年 9 月に増床案を中野

区に示したところ、平成 31 年 1

月に中野区から「合併等で安定

した経営の見込みができた段階

で検討すべきである。」との回答

があった。専門家による建物等

に関する調査結果を踏まえ、計

画内容を精査し、引き続き中野

区に協議を求める。 

[事業規模の拡大・

廃止] 

しらさぎホームの定

員の見直し 

しらさぎホームの特別養護老人

ホームの定員増、老人短期入所

事業の定員減、障害福祉サービ

ス事業の廃止について中野区と

協議を進める。 

平成 30 年 9 月に中野区に提案

したところ、平成 31年 1月に中

野区から「現段階で老人短期入

所事業の定員減の検討はできな

い。障害福祉サービス事業は継

続する必要がある。」との考えが

示された。改めて事業団内で検

討を進める。 

[事業規模の拡大・

廃止] 

定期巡回・随時対応

型訪問介護看護事業

の見直し 

事業継続の可否について、平成

30年 9月頃を目途に判断する。 

他法人への事業譲渡が困難な状

況であることから、平成 31年度

は、ヘルパーステーション中野

との一体的な運営を推進し、職

員配置を見直すとともに、看護

師によるアセスメントを外部委

託することとした。 



- 6 - 

 

[工事計画] 

大規模・中規模修繕工事及び事

業団施工の改修工事計画につい

て中野区と協議を進める。 

・ (しらさぎ)1 階浴室の修繕 

・ (しらさぎ)1 階床面の修繕 

・ (しらさぎ)来訪者用簡易洗

面台の設置 

・ (小淀)増床 

・ (両施設)トイレ設備の修繕 

・ (両施設) 洗濯室の改修 

・ (両施設)居室の改修他 

平成 30 年 9 月に中野区に協議

を求めたところ、平成 31年 1月

に中野区から「経営状況を鑑み

不急不要な工事は控えるべきで

ある。」との回答があった。改め

て精査の上、協議を求める。な

お、しらさぎホームの来訪者用

簡易洗面台は設置した。 

 

２ その他の重要事業の取り組み 

 (1) 業務管理システムの見直し 

   現在導入しているグループウエア、会計システム、就業システム、人事管理シ

ステム等について、平成 31 年度の更新に向けてより一層の業務の効率化を図る

ための検討を進めました。 

 

 (2) 広報活動の充実 

   ホームページの更新、ソーシャルネットワーキングサービス（ＳＮＳ）の活用

など、平成 31年度実施に向けて検討を進めました。 

 

 (3) メンタルヘルス対策 

   法令に基づくストレスチェックを行い、高ストレスを訴える職員に対して適切

に対応するため、医師による面談を行いました。 

    

 (4) しらさぎホーム及び小淀ホームの建物老朽化等に係る調査の実施 

   法人の経営改革を進めるにあたり、現有施設の修繕の必要箇所とコストを正し

く見積もるとともに、今後の経営にとって有益な改修プラン等の提案を受けるこ

とを目的として、第三者機関に調査を依頼しました。その調査結果を受け、平成

31年度に、小淀ホームの増床案など、改修計画を作成します。 

 

 

Ⅱ 部門別の年間計画に対する取り組み 

 

１ しらさぎホーム 

 (1) 平成 30年度重点目標に対する取り組み状況 

   平成 30 年度重点目標に対する取り組みは、次のとおりです。なお、年間運営
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計画(施設全体)及び事業単位ごとの計画の取り組み状況に応じた利用率、事業の

実施回数などの統計資料については、資料編に取りまとめています。 

  ア 安心・安全なサービスの提供 

   ① 介護職員による安全なたんの吸引等の実施を行います。 

     吸引等については、事故もなく目標を達成できました。 

   ② 「手洗い」を徹底し、感染症は「持ち込みません！」「拡げません！」 

     インフルエンザ A型が発生し、職員７名、特養特養 2階利用者 2名、ショ

ート利用者 5名が罹患しましたが、3階への感染拡大はありませんでした。 

   ③ 「見守り不足」や「確認不足」による介護事故の減少に取り組みます。 

     マニュアルを見直し、介護事故減少に取り組みましたが、服薬忘れや吐き

だし等を含めると、誤薬は、前年度の 4倍も増加してしまいました。返却忘

れは前年度より 26％ほど減少しました。 

   ④ 安全かつ清潔な生活環境に取り組みます。 

     一年を通じて安全かつ清潔な環境整備を図りました。 

 イ 人材の育成 

   ① 非常勤職員が施設内研修に参加できるよう研修の実施日や時間を調整す

るほか、外部研修参加も計画し、人材を最大限に活用できる体制を作ります。 

     施設内研修は、複数回の開催やミーティングの時間を活用するなど、より

多くの職員が参加出来るよう調整を図りました。 

   ② 東京都が主催する認知症ケアに関する研修を計画的に受講させ、専門性の

高い職員を育成します。 

     認知症に関する研修は計画通りに受講し、情報共有を図るため伝達研修を

実施しました。 

   ③ 介護プロフェッショナルキャリア段位制度を活用し、アセッサーの増員と

レベル認定者の配置に努め、介護技術と職員の意欲向上に取り組みます。 

     アセッサーは 2名増員しましたが、シフト調整が困難なことから評価が進

まず、レベル認定者の配置には至りませんでした。 

   ④ 利用者の尊厳を保持するため、接遇向上に努めます。 

     利用者家族より言葉遣い等不適切な職員がいるとの意見があり、これにつ

いては直ちに部門別会議を開催し職員間で話しあい改善に向けて取り組み

ました。 

  ウ 地域貢献活動の充実 

   ① 一人でも多くの職員が地域活動に関心を持ち、活動に参加するよう取り組

みます。 

     毎月 1 回まちなかサロンには、デイサービス職員が積極的に参加し、「頭

の体操」等で好評を得ました。 

   ② 介護用品の貸出や困った時に相談できる「相談窓口」として施設を気軽に

利用してもらえるよう掲示板等を活用し地域に向けて発信します。 
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     地域住民からは、受診や散歩用に車いす借用の申し込みが 24 件ありまし

た。また、敷地内の掲示板に食事会の次月メニューを掲示したところ、新た

に、西住宅以外の住民からの申し込みがありました。施設の取り組みが徐々

に地域に浸透してきており目標を達成しました。 

  エ 運営基盤の強化 

   ① 目標とした収入を確保し、適切な予算執行を行います。 

     目標とした収入には若干届きませんでしたが、支出の執行管理を徹底し収

支差額はプラスとなりました。 

   ② 事業の安定化を図るため、業務の見直しや必要な職員定数について検討し

ます。 

     職員定数については、法人全体で見直しを行ったほか、施設内では、どの

フロアでもローテーション業務ができる常勤職員を増やし体制の維持に努

めました。 

  オ 一体となった施設運営 

   ① 専門職は所属を超えて定期的に情報共有と検討の場を設け、それぞれの事

業のサービスの質の向上に貢献します。 

     機能訓練指導員、管理栄養士については小淀ホームの同職種と情報共有、

サービスの向上について検討の場を設け連携を図りました。特に、給食調理

業務については、小淀ホームの平成 31年度からの委託化に貢献しました。 

   ② 報告・連絡・相談を徹底し、チーム力を高めます。 

     報・連・相については、より一層の徹底が求められます。 

 

 (2) 施設全体計画に対する取り組み状況 

  ア 会議・委員会活動状況 

    概ね計画通り開催しました。入退所検討委員会は、多職種が集まり、随時開

催し、事前面接候補者の選定、入所の順番等について協議したほか、在籍して

いる利用者の状態についても情報を共有し、看取り介護等の推進を図りました。 

  イ 職員研修 

    施設内研修は、概ね計画通り実施しました。複数回の開催や、ミーティング

の時間を活用するなど、より多くの職員が参加できるよう工夫しました。また、

専門的知識の向上を図るため、専門職については外部研修を積極的に受講しま

した。 

  ウ 利用者安全対策 

   ① 災害対策 

     平成 30 年度自衛消防訓練年間計画に基づいて訓練を実施しました。繰り

返しの訓練により職員の防災意識を高めることに取り組みました。 

   ② 感染症対策 

     来訪者が館内に入りすぐに手洗い・うがいができるよう正面玄関前に洗面
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台を設置しました。さらに、より衛生的に使用するため、全館の手指消毒用

アルコールを詰め替え式から使い捨てボトルに変更しました。 

   ③ 介護事故防止対策 

     前年度の事故原因を踏まえ「確認」の徹底を図るよう、主に「荷物の返却」

と「配薬」業務の手順を見直しました。また、日常的にミーティングで事故

の検証、対策等の検討が行えるよう取り組み、同様の事故が起こらないよう

周知を図りました。 

  エ 意見・苦情等への対応 

    苦情については、直ちに事実確認をし、改善が必要なものについては、苦情

を申し立てた方に対して改善策を説明し理解を得るよう努めました。 

  オ 地域活動 

   ① ボランティアの受け入れ 

     定期的に来訪し、車いすの点検や清掃等利用者の安全を確保するために活

動をするボランティアが 1名増えました。その他、様々な余興ボランティア

が普段の生活と違う楽しみを提供してくれました。 

   ② 実習生・介護体験等の受入れ 

     養成校の生徒の数が激減しているため、実習依頼があっても途中で中止の

申し入れがあり介護福祉士の実習生は 1 名のみでした。介護等体験の大学生

の受け入れは例年どおりです。 

   ③ 食事会 

     食事会は鷺宮西住宅で暮らす独居の方々の安否確認や交流の場として定

着しました。敷地内の掲示板で次月のメニューの貼り出しを行ったところ、

西住宅以外の住民からの申し込みがあり、こちらは「しらさぎランチ」とし

て同日に実施しました。 

   ④ いきいきしらさぎクラブ 

     鷺宮西住宅の集会場へ理学療法士や看護師、管理栄養士、介護支援専門員

等を派遣し、月 2 回の介護予防体操や介護予防講座を行いました。延べ 387

名の参加があり、前年度より 39名増加しました。 

   ⑤ 広報活動 

     「広報しらさぎ」を年 6回発行しました。また、敷地内の掲示板に、職員

募集や広報紙、毎月のデイ通信、食事会の次月メニューなどを貼り出し、地

域に向けて情報を発信しました。 

  カ 行事 

    主な行事である納涼祭では、地域開放が土曜日であることや夏休みに入った

ばかりということもあり、年々、親子連れの参加が増えています。利用者は、

年 1回のかき氷や綿あめ、夜の花火大会などを楽しみました。また、年末には

デイサービスと特養の利用者が代わるがわる杵を持って餅つきを楽しむなど、

利用者の笑顔あふれる行事を実施しました。 
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 (3) 各事業の実施状況 

  ア 特別養護老人ホーム 

    入院者数の増加、長期入院による空床、さらに転院等での退籍後の空床を埋

めることができませんでした。このため、平均利用率は 94.4％で目標利用率は

達成することができませんでした。 

  イ ショートステイ 

    利用したいときにすぐ利用できる有料老人ホーム等のショートステイが増

加しているため、希望者数が減少しており、平均利用率は 95.7％で目標利用率

は達成できませんでした。 

  ウ 身体障害者（児）・知的障害者（児）短期入所事業 

    毎月、リピーターの計画的利用だけで新規利用申し込みが無かったため、平

均利用率は 29.5％でした。 

  エ デイサービスセンター（一般型・認知症型） 

    一般型は毎月の居宅介護支援事業所への営業活動を継続し、平均利用率

78.1％で目標利用率を 2.1 ポイント上回り目標を達成しました。認知症型も、

一般型からの移行や回数増で登録者数を増やし、平均利用率 70.6％でこちらも

目標利用率を 3.6 ポイント上回り目標を達成しました。 

 

 

２ 小淀ホーム 

 (1) 平成 30年度重点目標に対する取り組み状況 

   平成 30 年度重点目標に対する取り組みは、次のとおりです。なお、年間運営

計画(施設全体)及び事業単位ごとの計画の取り組み状況に応じた、利用率、事業

の実施回数などの統計資料は、資料編に取りまとめています。 

  ア チーム力アップと働きやすい職場づくり 

   ① 職員同士のコミュニケーションを活性化し、チーム力をアップします。 

     ミーティングにて事故防止策の検証をすることで意見交換の機会を増や

しました。人材確保のひとつとして介護福祉士資格取得を目指す外国人留学

生の受け入れを開始しました。これは、未経験者の受け入れになりますが、

ケアの質の維持と実践で活躍できる技術力を習得させるための丁寧な指導、

育成を通じて職員間の連携、コミュニケーション力のアップにもつながりま

した。 

   ② 業務の進め方を見直すことで利用者と触れ合う時間を生み出します。 

     特養では、業務手順書を見直すことで改めてケア方法を統一することがで

きました。しかし、職員体制が安定しない状況があり、利用者と触れ合う時

間を増やすまでには至りませんでした。デイサービスでは、五感で感じるケ

アのアロマでの取り組みを充実させることにより利用者がリラックスでき、
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コミュニケーションの機会を増やすことができました。 

   ③ 認知症ケアの専門職としての力が発揮できるようにします。 

     認知症ケア研修を開催し、基礎知識と実践に関するケア方法を学びました。

個々のリスクマネジメントを実施することで、その方にあったケア方法は何

かを考察し、認知症に対する個別ケアを充実させました。 

   ④ 特養とデイサービスの職員間交流を実施することでケアに関する視野を

広げます。 

     行事やイベント時に職員間と利用者間も交流し、互いの状況を知る機会を

設けました。また、双方の部署の主任同士が協議し、職員間の交流方法や意

義を確認しました。 

  イ 利用者個々にあった個別ケアの充実～小淀ケア～ 

   ① 全職員が同じ視点で利用者をケアすることができるようチームケアの体

制を整備します。 

     手順書を見直すことで業務執行方法が改めて統一されました。それにより

新人指導内容も統一され、一体感が保てるようになりました。 

   ② 認知症の理解を深めるための教育を進めます。 

     研修の実施により基礎知識の再認識とケア実践を学びました。 

   ③ 利用者本位のケア（個別ケア）を充実することが事故防止につながること

を認識し、ケア方法の見直しを実施します。 

     各専門職が連携することで最期まで尊厳あるケアが行えていると第三者

評価でも良い評価を得られました。ミーティングにおいても個々の状態を話

す機会を増やし、個別ケアの充実や事故防止の意識を高めることができまし

た。 

  ウ 安定した基本サービスの提供 

   ① 介護プロフェッショナルキャリア段位制度の活用により、適切な介護技術

の定着に取り組みます。 

     介護プロフェッショナルキャリア段位制度の評価者であるアセッサーに

なるための講習を２名が受講し、合格しました。これにより、統一された介

護技術を提供する環境が整備されました。 

   ② 我がことと捉え、より細やかにサービス提供が行えるようにするためプロ

意識の向上に取り組みます。 

     丁寧な介護、その方にあった介護を提供するため専門職間の連携に努めま

した。看取り介護においては、看取り後にカンファレンスを行い振り返るこ

とで次につながるようケアの質の向上、職員の意識の醸成を図りました。 

  エ 地域福祉の未来を担う活動の実践 

   ① 地域活動の充実を図り、地域の認知症の人と家族、地域住民、専門職等が

一体となった福祉サービスの展開に取り組みます。 

     地域ニーズの把握のため地域住民と懇談する機会を設けました。住み慣れ
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た地域で高齢や認知症になっても安心して暮らし続けるにあたり不安に思

うことや要望について意見交換をしました。 

   ② 地域の一員として、地域の活動に積極的に参加します。 

     町会の行事には積極的に参加・協力を行い、地域との連携、関係性が強ま

りました。 

  オ 安定した施設運営 

    給食業務委託化による運営を円滑に移行、実施していくため、進行管理と関

係部署及び業者との情報交換、調整を適切に実施しました。 

    食事の提供に関しては、委託業者と定期的及び適宜に情報交換、協議する場

を設け安定した運営ができるように努めました。その結果、日常の食事提供も

行事等の食事提供も安定して実施することができました。 

 

 (2) 施設全体計画に対する取り組み状況 

  ア 会議・委員会活動状況 

    身体拘束廃止推進委員会では、制度上、身体拘束の管理が強化されたことを

受けて指針の整備と確実な研修実施により、管理を徹底しました。機能訓練・

褥瘡予防委員会では、特養での褥瘡マネジメント加算取得のため体制整備を行

い、適正な管理運営ができました。 

  イ 職員研修 

    認知症ケアの基礎と実践について学び、認知症への対応力を高めました。そ

の他の研修に関しては、予定に沿って開催し、知識・技術の維持向上に努めま

した。 

  ウ 利用者安全対策 

   ① 災害対策 

     浸水想定区域内要配慮者施設及び土砂災害警戒区域内要配慮者利用施設

に指定されているため、避難確保計画を策定の上、中野区に届け出を行いま

した。また、避難確保計画に基づき避難訓練を定期的に実施しました。 

     火災発生を想定した初期消火・避難訓練を概ね毎月実施しました。 

   ② 感染症対策 

     「食中毒予防研修」「冬季における感染症予防（インフルエンザ・ノロウィ

ルスを中心に）」研修を各々複数回実施しました。流行期は、ホーム内各所に

ポスターを掲示し感染症予防の周知を図りました。平成 30 年度シーズンの

感染症の集団発生はありませんでした。 

   ③ 介護事故防止対策 

     安全なサービス提供のために、毎月 1回リスク管理委員会において発生し

た事故やヒヤリハットの分析、事故防止対策について検討し、再発防止につ

いて職員に周知を図りました。 

     また、ミーティングにて事故防止対策を考察することで再発防止に努め、
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さらに個別ケアにも活かしました。 

  エ 意見・苦情等への対応 

    苦情を受けた場合は速やかに事実確認をすると共に迅速に対応しました。ま

た、改善したものについては、苦情を申し立てた方に対して説明し理解を得る

ように努めました。 

  オ 地域活動 

   ① ボランティアの受け入れ 

     繕いものや下膳、クラブ活動の補助、行事などの余興を行っていただきま

した。特養利用者家族からの申し入れもあり、車いす清掃や清掃用のぼろ布

の裁断などをご家族と職員、地域住民がともに行う機会を毎月設けたことに

より、特養の生活環境が清潔に維持できるようになりました。 

   ② 実習生・介護体験等の受入れ 

     職場体験や介護等体験については、近隣小学校や大学生を受け入れました。

また、初任者研修や介護福祉士取得を目指す学生の受け入れも積極的に行い

ました。 

   ③ 小淀ホームスマイルランチ 

     毎月第 4 日曜日に開催しました。小淀東町会の高齢者を中心に、毎回 20

名程度の地域住民の方が参加しました。参加者同士の情報交換の場となると

ともに、介護や地域の情報提供を行いました。 

   ④ 小淀ホームスマイルサルサ 

     毎月第 3月曜日に開催しました。地域の元気な高齢者の方を対象としたサ

ルサダンス教室を実施しています。職員がペアダンスの相手を行いました。

また、入所者やデイサービス利用者もダンスや応援に参加するなど、地域の

方との交流の場となっています。 

   ⑤ 小淀ホームスマイルカフェ 

     毎週火曜日に開催しました。参加者同士の交流が深まり、シンボルになる

マスコットキャラクターも生まれ、一体感が強まりました。お互いの近況を

ざっくばらんに話せる憩いの場になっています。 

   ⑥ 小淀祭 

     8 月 16 日～18 日に開催し、18 日（土）を地域開放日としました。近隣の

お子様から高齢者の方まで、88名の方が参加されました。ボランティアの方

にも、たくさんの方に協力していただきました。ゲームやワークショップ、

かき氷やポップコーン、カレーの提供、西瓜販売、バザーを実施しました。

さらに、東中野に所在する「あとりえふぁんとむ（就労継続支援 B型事業所）」

による革細工・焼き菓子販売を依頼することで、地域包括ケアの一環である

障害福祉サービスとのコラボレーションをしました。 

  カ 行事 

    季節を感じることのできる行事や、日々の生活の中で楽しみを持っていただ
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けるような行事を企画し、実施しました。 

 

 (3) 各事業の実施状況 

  ア 特別養護老人ホーム 

    インフルエンザ等の感染症の拡大もなく、入院者も前年度に比べて 23％減

少した（29年度 1107 人 30 年度 849人）ことも影響し、目標利用率 97.5％を

達成することができました。また、新規入所に関しては、円滑な入所が行える

ように管理方法を変更したことで、入所までの期間を短くすることができまし

た。 

  イ ショートステイ 

    利用申し込みは、月平均して 30 名超あり、新規申し込みも毎月平均 2 名あ

りました。利用予定は、問題ない状態でしたが、急なキャンセルが発生するた

め目標利用率 100％を達成することはできませんでした。 

  ウ デイサービスセンター（認知症型） 

    職員体制を整備することで機能訓練の再開をしました。安定した運営になっ

ていますが 1月から施設への入所等が相次ぎ、退所者が連続したため年間平均

で目標利用率を達成することはできませんでした。 

 

 

３ 事業担当部 

  事業担当部は、訪問介護事業、居宅介護支援事業、地域包括支援センターの各事

業において、だれもが住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるように、適切か

つ公正な事業の実施し、地域包括ケアの推進と質の高いサービスが提供できるよう

取り組みました。 

  訪問介護事業では、ヘルパーの高齢化による人員減が続く状況ですが、介護職員

初任者研修の開講や中野区認定ヘルパーの雇用等によりサービス提供体制の維持

に取り組みました。また、平成 26 年度の事業開始から収支差額にマイナスが続く

しらさぎ２４訪問介護看護ステーション（定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業）

では、利用者の確保による収入増と人員配置見直し、一部業務の外部委託による支

出削減により、赤字を大幅に縮小することができました。 

  居宅介護支援事業では、平成 29 年度末まで 3 拠点であった事業所を 2 事業所に

統合し、人員配置見直しによるサービスと収支改善を図りました。 

   平成 30 年度の主な取り組みは、次のとおりです。なお、事業単位ごとの計画の

取り組み状況に応じたサービス提供時間数、利用件数などの統計資料は、資料編に

取りまとめています。 

 

 (1) ヘルパーステーション中野 

  ➀ 利用者が自立した日常生活を営むことができるよう適切であたたかな介護
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サービスが提供できるよう、ヘルパー研修等で利用者の権利擁護や介護技術向

上に取り組みました。 

  ② ヘルパー登録していた中野区認定ヘルパー3 名が、事業団が開催した介護職

員初任者研修を修了し、活躍の幅を広げています。 

  ③ 利用者数やサービス提供時間の拡大に取り組みましたが、ヘルパー不足や総

合事業（要支援１，２）利用者の増加により、目標を大きく下回りました。 

  ④ 中野区介護予防・日常生活支援総合事業では、中野区独自の緩和基準の生活

援助サービスを開始しました。（平成 31年 3月現在 3名） 

 

 (2) しらさぎ２４訪問介護看護ステーション 

  ① 月間利用者数 23 名を目標としましたが、実績は平均 24名と、事業開始以降

初めて目標を達成することができました。 

  ② 事業周知活動の一環として、区内の居宅介護支援事業所への営業活動及び事

業を推進するために、他の訪問介護事業所との連携を拡大しました。平成 30年

度中に2事業所の閉鎖があり、チームメイトとしての契約解除となりましたが、

新たに契約を締結した事業所もあり、チームメイト事業所数に変化はなく、平

成 30 年度末現在 8 か所の訪問介護事業所と業務委託契約を結び、サービスを

提供しています。 

 

 (3) 介護保険センター 

  ① 事業目標は介護支援専門員 1 人当たり月 33 件のケアプランを作成すること

とし、2 か所の介護保険センターともに概ね目標を達成しました。しかし、要

支援利用者が想定以上に増加したため、介護報酬収入は目標を下回りました。 

  ② しらさぎ、小淀両介護保険センターは、しらさぎホームや小淀ホームの一員

として、それぞれの地域活動に積極的に関わり、地域住民からの介護相談の窓

口としても機能しました。 

 

 (4) 東中野地域包括支援センター 

  ① 包括的支援事業では、中野区のアウトリーチチームと連携を図り、生活上の

問題が発見されにくい高齢者の支援に取り組みました。また、認知症対策とし

て、認知症サポーター養成講座受講者を対象とした実践的なフォローアップ講

座を開催するなどして、認知症になっても安心して暮らせる地域づくりに取り

組みました。 

  ② 介護予防支援事業では、中野区介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）

において、地域の介護支援専門員向けの勉強会等の開催や総合事業の各サービ

スの周知に取り組みました。特に、中野区独自の緩和基準の生活援助サービス

や住民ボランティア等が提供する生活サービスの利用促進に取り組みました。 
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４ 経営担当部 

  経営担当部は、理事会及び評議員会の事務局をはじめ、事業団経営における計画

の進行管理や、財務、法務、人事などの事務を担いました。平成 30 年度の主な取

り組み事項は、資料編に取りまとめています。 
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