
今年度の目標 
（事業計画に

示したもの） 

平成 26年度聖愛育成会運営方針について 
Ⅰ運営方針 

(1)事業所の健全な運営と、全事業所によるワンストップサービス体制の構築 
(2)第 6期介護保険事業計画の対応と短期・中期・長期業務改善計画の見直し 
(3)「子ども・子育て支援新制度」移行判断と保育事業所複数化 
(4)人材の確保と職員の養成 
(5)聖愛園の改築計画に向けた課題の整理 

Ⅱ運営目標 
1短期・中期・長期業務改善計画の確実な実行と評価、そして見直し 
2年間収入目標 

Ⅲ事業計画 
1利用者に配慮した施設運営 
2人材の育成 
3職員処遇の改善 
4施設間の連携 
5法人の機能強化 
6施設・設備の整備、改修計画 

Ⅳ予算編成方針 
1高齢者福祉事業 
2児童福祉事業 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

目標に対する 
成果 

運営方針 
(1) 全事業所の健全な運営は、 
・聖愛園拠点は、長期入所の稼働率の減少分をショートステイサービス、デイ

サービスセンターの頑張りによっても年間収入目標額を達成できませんでし

た。なお、運営に課題のあったホームヘルプ事業は、6月末で事業休止としま
した。 
・聖愛園にっかわ拠点は、長期の稼働率が年間目標に近い実績を残したものの、

複合型サービス事業所は契約者目標に届かず、在宅支援センターの運営も目指

すところの事業運営に至らず、管理者と兼務者の応援により年間実態調査数を

達成した状況に終わりました。 
・聖愛ベビーホーム拠点は、順調に事業運営しました。 
・平成 27 年度の介護保険制度の改正と介護報酬改定は、今後の事業所運営に
大きな影響をもたらし、かなり厳しい経営環境に置かれることになります。こ

こを乗り切る運営体制の再構築が求められます。 
・利用者・相談者へのワンストップサービスの構築は、序々に浸透しつつある

ものと認識しています。 
(2)	 第 6期介護保険事業計画の対応と短期・中期・長期業務改善計画の見直し 

	 	 ・第 6期介護保険事業計画は、2月策定、3月議会における関連条例改正、か 
つ、総合事業は 29年度の移行予定とさました。当法人の施設整備・改修費補 
助の意向も計画に取り上げられませんでした。素案策定前のヒアリング実施な 
ど今までと異なり計画策定への意欲は感じられたものの、より地域の実態に添 
う計画には程遠く、地域包括ケアシステムの一方の柱をなす医療連携について 
や、そもそもどのような地域づくりを目指すのかは今後に先送りされました。 

	 	 ・短期・中期・長期業務改善計画の見直しは、介護保険事業、児童福祉事業の

制度改正・介護報酬改正等の情報不足から見直しを先延ばししています。改め

て、見直し案を示すこととします。 
(2) 「子ども・子育て支援新制度」に伴う新制度への移行判断と保育事業所複数 
	 化 

	 	 ・認定子ども園への移行は、新制度の詳細に不確定要素が多いことから当面移

行せず、要請があった 15名の定員増で 27年度から運営することとしました。 

社会福祉法人聖愛育成会	 平成 26年度事業報告書 



	 	 ・保育所の複数化は、市事務事業・公の施設見直し案の工程表が 10 月発表あ
りましたが「公立保育所運営の在り方の見直し検討、内容の見直し、平成 27
年度検討完了、保育所の待機児童が常に生じている現状を踏まえた、市民のニ

ーズに沿った保育施設を官民合わせて整備する。」といった内容です。再度の

先送りとなっていますが、その動向に注視していきます。 
	 (4)	 人材の確保と職員の養成 
	 	 ・ハローワーク、専門学校等の訪問、ホームページ情報、職員からの情報など

職員の確保に努めていますが、必要とする要員に達することができない状態が

続いています。一方、今年度末の退職者が多かったことも職員が不足する要因

です。退職に至る動機は多様で、待遇面の不満とは限りませんが、日頃から地

道に職場環境と処遇の改善、そして職員との意思の疎通を密にすることに努め

少しでも職場に定着する職員を養成していきます。 
	 	 ・主体的に事業に参画する職員の養成は、事業計画立案への参画、3ケ月毎の

業務の振り返り、年度の事業報告(評価)、その総括のもとに次年度事業計画へ
の反映、並行して施設長等連絡会議による進行管理しています。この場合に、

全ての情報を職員にフィードバックして情報の共有も図っています。この手法

を継続してひとりひとりの職員が事業への参画意識と資質を高める努力をし

ています。 
	 (5)	 聖愛園の改築に向けた課題の整理 
	 	 ・取得済みの用地の規模では、一設計業者によると 60床(2階建て)程度までの

施設が整備可能との意見でした。 
	 	 ・改築(改修)は、補助金の導入無しには施設改築(改修)は考えられないので、

第 6期介護保険事業計画策定に際して計画期間内の施設整備意向を求められ、
既存施設の改築(改修)と小規模養護老人ホーム整備の考えを示したところでし
たが、予定する施設整備計画には位置づけられませんでした。引き続き補助金

へのエントリーと同時並行し施設改築(改修)の基本計画を策定してまいりま
す。 

 
Ⅱ	 運営目標 

1 短期・中期・長期業務改善計画の確実な実行と評価、そして見直し。 
・業務改善計画の見直しは、1運営方針で述べた現状認識等踏まえ、早い時期
に見直すこととします。 

2 年間収入目標 
	 ・年間収入目標の実績は、次のとおりです。 

 
事業所 

目	 	 標 実	 	 績 
稼働率% 額(千円) 稼働率% 額(千円) 

聖愛園 97.5 276.100 93.9 268.128 
ショートステイサービス 94.0 68.800 96.4 69.373 
デイサービスセンター 85.0 80.600 87.1 84.434 
ホームヘルパーステーション ― 9.340 ― 9.385 
聖愛園にっかわ 97.0 96.000 96.6 99.389 
複合型サービス事業所 17名 50.500 14名 39.840 
居宅介護支援事業所 ― 24.000 ― 22.318 
居宅介護支援事業所大通り ― 4.700 ― 5.177 
在宅介護支援センター ― 4.395 ― 4.767 
聖愛べびー★るーむ ― 1.200 ― 2.171 
聖愛ベビーホーム ― 108.460 ― 111.049 
地域子育て支援センター ― 7.920 ― 7.920 

 
	 	 ・ショートステイ、デイサービス、聖愛園にっかわと聖愛ベビーホームが収入 

目標を上回り、居宅介護支援事業所大通り公園が地の利を活かした運営になり 



ました。事業計画を確実に実施するためには、この目標値を達成することが前 
提です。日々の積み重ねを大事にしつつ、早い時期で課題・問題点への対応策 
が必要でした。 
・ホームヘルパー事業は、ここ 9年間連続して赤字運営(総額約 26.000千円) 
でした。これから制度の改正、介護報酬の減額、人材難、顧客の漸減等が見込 
まれ、これ以上の運営は無理があることから事業休止の判断に至たりました。 
・複合型サービス事業所の運営は、開設当初で慎重な事業運営に終止したきら 
いがあります。利用したいとの情報が寄せられる割には、契約者に結び付きま 
せんでした。 
 

Ⅲ	 事業計画 
	 (1)	 利用者に配慮した施設運営 
	 	 ・利用者・家族への満足度調査(アンケート)、第三者委員による苦情処理及び 

家族会・運営推進会議等からの意見を施設の運営に反映するよう努めていま 
す。 

	 	 ・施設の運営は、地域と連携した事業の展開が大事です。災害時の対応に限ら 
ず、専門職集団として職員が積極的に地域とかかわり、情報や技術を提供して 
いく姿勢で臨んでいます。 

	 	 ・地域貢献活動は、障がい者雇用や中間就労的な雇用などに取組み、一緒に普 
通の生活を営んでいくことを学んでいます。また、法人独自の配食サービスの 
取組みについて検討しています。 

	 	 ・家族会、地域の皆さまの施設運営への協力は非常に力強く・建設的です。い 
つの場合でも参集者が多く「花の植栽」、「施設の清掃活動」、「避難訓練」「イ 
ベントのボランティア」等々の活動は入所者や職員の刺激と励みになっていま 
す。 

	 (2)	 人材の育成 
	 	 ・職員の確保は、難しい状況でした。現状は人と人の繋がりを手繰り寄せて雇 

用に結び付け、仕事をしながら初任者研修の受講・資格取得(4名。うち 1名退 
職)をする取組みが主になっています。 

	 	 ・あいさつ運動は、継続して取組んでいます。 
	 	 ・新たに介護福祉士の資格取得した職員や社会福祉主事の資格取得に取組んで 

いる職員がいます。職場内での資格取得に向けた事前講習等を支援していま 
す。 

	 (3)	 職員処遇の改善 
	 	 ・正規職員に 5名を登用しました。積極的な応募を期待しています。 
	 	 ・人材の養成は、目標管理の手法で主任が中心になり取組んでいます。実効が 

上がるまでは試行錯誤の繰り返しにはなりますが、この取組みも人材養成の一 
貫になります。主任として人事管理の一端を学んでいます。 

	 (4)	 施設間の連携 
	 	 ・施設長連絡会議において、各事業所における業務経過報告を 3ヶ月、6ヶ月、 

9ケ月経過時に提出を求め、事業の進行管理をしています。その総括を次期事 
業計画と当期事業報告に反映するよう取組んでいます。この取組みで各事業所 
の動向も情報提供しています。 

	 	 ・各種委員会は、年度ごとに委員の構成が変わり事業の引継ぎが充分でない委 
員会も見受けられます。また、一部の委員に任せ切りで主体的な取組みに疎い 
委員もいます。組織全体で事業に主体的に参画する意識の醸成を図る必要があ 
ります。 

	 	 	  
	 (5)	 法人の機能強化 
	 	 ・理事会の例月開催、理事会・評議員会へ管理者、副管理者の説明員として出 

席することによって、役・職員の情報の共有化を図りました。ただ一部に、会 



議での議論を実務に活かしていない状況もなしとはしないので、この姿勢は改 
める必要があります。 

	 	 ・役員研究会は、法人の周年事業の持ち方について検討し、創立 40周年記念 
事業の取組みを確認しました。 

 
	 (6)	 施設・設備の整備、改修計画 

・防災計画に、災害(水害)時の避難場所確保について指導ありました。種々検
討しましたが、必要性は充分認識しつつも次期施設改築時に整備することと

し、当面は、一時的に緊急避難する場所を関係者のご協力で確保できましたの

で、避難訓練を通じて避難方法等災害時の対処を早急に取ることとします。 
・施設の改築に向け、基金を次のように積み立てています。 
	 	 	 聖愛園 
	 	 	 	 23年度	 200,000千円 
	 	 	 	 24年度	 80,000千円	  
	 	 	 	 25年度	 用地取得(4.020㎡	 土地代 24.843千円	 造成費 4.168千円) 

26年度	 30.000千円	 累計	 310,000千円・用地 
	 	 	 聖愛ベビーホーム 
	 	 	 	 23年度	 5,000千円 
	 	 	 	 24年度	 6,000千円 
	 	 	 	 25年度	 5,000千円 

26年度	 5.500千円	 累計	 21,500千円 
 

・施設・設備の工事、修繕及び機器の更新を行い、日常業務の改善を図りまし

た。主なものは、次のとおりです。 
(1) 公用車更新 
	 	 特殊送迎車両(9人乗り・車いす 4台登載) 
	 	 	 契約金額	 3.894.364円(税込み) 
	 	 	 納車	 	 	 平成 26年 7月 23日 
	 	 福祉送迎車両(10人乗り) 
	 	 	 契約金額	 3.295.333円(税込み) 
	 	 	 納車	 	 	 平成 26年 7月 23日 
	 	 特殊送迎車両(7人乗り・車いす 2台登載) 
	 	 	 契約金額	 3.163.450円(税込み) 
	 	 	 納車	 	 	 平成 26年 7月 30日 
(2)	 聖愛園エアコン更新	 6台 
	 	 工事費	 1,479.600円 
	 	 工	 期	 平成 26年 5月 15日～平成 26年 5月 28日 
(3)	 聖愛ベビーホーム工事等 
	 	 ・園内物置設置工事 
	 	 	 	 契約額	 432.000円 
	 	 	 	 工期	 	 平成 26年 8月 31日 
	 	 ・園内アスファルト敷設工事 
	 	 	 	 契約額	 448.200円 
	 	 	 	 工期	 	 平成 26年 8月 31日 
	 	 ・調理室、軟水機・電解水設置 
	 	 	 	 契約額	 491.940円(税込み) 
	 	 	 	 納期	 	 平成 27年 3月 31日 

 



 

課題・問題点 

Ⅰ	 運営方針 
(1)	 特別養護老人ホーム聖愛園は、来期開設 30周年を迎えます。数々の制度の
変遷を経て今日の経営基盤をつくりあげてきました。これまで培った運営ノウ

ハウを傾注して次世代まで事業継続し地域の皆さまの信頼に応えていくこと

が求められます。勿論、事業体ですから制度の改正・事業量等の繁閑に応じた

事業の見直しは適時講ずる必要があります。 
(2)	 27年度事業スタートする「介護保険制度改正」、「介護報酬改正」そして「子
ども・子育て支援新制度」は、当法人が運営する事業に大きな影響をもたらし、

かなり厳しい経営環境に置かれることになります。加えて、事業所を支える人

材の確保も困難な状況にあります。この状況は、容易に解消するものとは考え

られません。 
(3)	 しかしながら、私どもに求められる地域の福祉ニーズは依然高く、「地域包
括ケアシステム」や「待機児童の解消」が早期に実現される展望が開けない現

状を見るとき、何としても地域の皆さまの信頼に応え、この困難なときを乗り

越える運営体制の構築を図る必要があります。 
(4)	 そのためには、職員一人一人の資質を高め、水準の高い福祉サービスを徹底
して提供していくこと。この地域に必要な事業を起業した原点に立ち返るこ

と。そして、社会福祉法人本来の使命、地域の皆さまと共生する社会、地域づ

くりへの参画、言われている社会貢献活動に一人一人の職員が能動的にかかわ

っていくことが大事な取組みになります。 
(5)	 大きな課題の聖愛園の改築(改修)について、基本計画の策定が必要な時期に
なっています 

 
Ⅱ	 運営目標 
	 (1)	 運営方針で述べた課題・問題点を総括し、早期に業務改善計画の見直しを図

る必要があります。 
	 (2)	 業務改善計画の策定とその確実な実行は、事業運営の基盤を確固たるものに

するため最低限履行しなければならないものになります。過去はどうであった

かを問題にすることなく、これからに向って利用者に満足度の高い福祉サービ

スの提供はいかにあるべきに智恵を集約していく必要があります。 
	  

解決・対応策 

Ⅰ	 介護保険事業 
(1)	 第 6 期介護保険事業計画期間(平成 27 年度～平成 29 年度)は、介護保険制
度・介護報酬の改正に伴い経営基盤を確固たるものにする努力が何より求めら

れます。同時に、将来の事業所運営に再配分する財の確保と運営を支える人材

の確保・養成が課題です。 
Ⅱ	 保育事業 

(1)	 「子ども・子育て支援新制度」が事業実施します。今後、ますます地域から
子どもの姿が少なくなる傾向にあることから、これまで取り組んできた聖愛ベ

ビーホームの特徴を鮮明し、入所児の確保に努め運営基盤を堅実に築いていく

こととします。 
 
 


