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平成 25 年度の主な事業報告 

                                                      社会福祉法人 育 心 会 

[総括] 

 平成 25年度は、中長期経営計画及び財政計画に基づき、育心会が提供するサービス内容の充実を

図るとともに、5 つの重点目標を掲げ、その達成に全力を傾けた。 

 

１ 地域に開かれ、地域の役に立つ福祉相談体制の充実を図る 

  当地域は、少子高齢化が急速に進み、人びとの不安や悩みが複雑多様化している。このため、

専門機関である介護支援センターを窓口とした生活相談をはじめ、各事業所の生活相談員による

個別相談、他関係機関への紹介など、不都合なたらい回しを避け、解決に向けた「ワンストップ・

サービス」を心掛けてきた。ご家族や親類縁者の気持も汲み取り、地域の民生委員様、町内会の

協力も得て、課題解決に努めた。 

 

２ プライバシーに配慮した福祉サービスの提供を行う 

  ご利用者の人権を守り、その人の生き方に配慮したサービスを提供することを基本に、集団生

活とプライバシーが調和する施設づくりに力点を置いた。生活相談員、看護師、ケアワーカー、

栄養士、ケアマネージャーによるケースカンファレンスを定期的に行い、ご利用者の小さな変化

を見逃さず、情報を共有し、適切な対応に努めた結果、健康で前向きな生活スタイルが見られる

ようになった。また、将来に備えた「遺言書」の作成などにも側面的に支援した。 

 

３ 開拓的、創造的事業に取組む 

  過去の慣習にとらわれない新たな発想を大切にし、第一線のケアワーカーを中心に事業の改善

に取り組んだ。稲や野菜の育成、花の栽培をご利用者、地域の保育園児が共同して取組み、四季

折々の楽しみが実現し、また、毎日変化のある手作りおやつの制作、冬場のホットドリンクの提

供など、各事業所では、メリハリのある生活に向けて改善が図られた。 

 

４ 地域とのパイプを広げ、協働活動を深める 

  社会福祉法人の使命の一つに「地域との協働」があることを認識し、法人独自の活動を進めた。

支援センターでは、町内会、民生児童委員協議会、老人クラブとの共催による出前型「脳いきい

き教室」や「介護講座」の開設をはじめ、暖炉の家を会場とした子育て支援活動などを行い、地

域のニーズを取り込んだ事業を実施した。また、配食事業をとおした見守りとコミュニケーショ

ンの充実、ヘルパーの「お助けサービス」等、一人暮らし高齢者への生活支援を継続して行った。 

 

５ 施設環境を整え、安全・安心の確保を図る 

  特別養護老人ホームのお風呂場のリニューアルをはじめ、ハード面の改善に努めた。また、ご

利用者を含め職員の健康管理に様ざまな工夫を凝らし、冬場から春にかけて発症する感染症の予

防に全体で取り組んだ。その結果、感染症の発生を未然に食い止め、安全・安心の生活環境が保

たれた。食事関係では、食の安全に万全を期し、また、地産の食材による郷土料理の提供に努め

た。 



 

 

社会福祉事業 

 

［特別養護老人ホーム第二松園ハイツ］ 

 
 平成 25年度は家庭的な雰囲気を感じていただけるサービスを意識しつつ、これまで築いてき 

たチームケアの実践や家族・地域との連携を大切に、更なる利用者満足に向けた取り組みを行っ 

た。 

  栄養課から毎日提供される手作りおやつの充実や、選ぶ楽しみの選択食の実施のほか、月に１ 

度の郷土料理では、食事提供するだけではなく、作り方や由来を掲示板や朝の放送で紹介するな 

どし、食する以外の楽しみを感じていただく工夫に取り組んだ。誕生会では手作りケーキでお祝 

いするなど、家庭的なあたたかさも演出できた。また、趣味活動で製作した作品を展示し、イン 

テリアとして楽しんだり、屋外への活動は、車で外出することのほか、天気の良い日は、中庭や 

暖炉の家、軽費老人ホームの庭まで散歩するなど、家（施設）周辺の恵まれた環境を活用し、ご 

利用者に毎日の生活を楽しんでいただけるよう取り組んだ。その他、地域の子供たちとの交流や 

ボランティアとの関わりも定着し、年間を通じての各種行事へのご家族の参加や協力も得ること 

ができた。 

  ご利用者に直接関わる設備整備では、食堂椅子の更新と一般浴槽の改修を行った。特に椅子の 

選定ではご利用者を交えて座り心地をサンプルで試すなど、吟味した結果、満足の行く椅子を購 

入することができた。 

  経営面では、長期・短期入所の合計稼働率が 95.2%となり、目標を達成することができた。そ

の理由として、疾病の早期発見、早期受診、感染症対策に重点を置いた健康管理などに取り組ん

だほか、各職種の連携によるヒヤリハット・事故件数の減少などにより、入院者数が昨年、一昨

年に比べ減少した。また、退所があった場合の新規入所者受け入れについて、現状把握や関係機

関との調整期間を昨年に比べ約 1/2短縮でき空きベッド数が抑えられたことなどが主な要因とし

て挙げられる。サービス提供体制では、ご利用者の重度化に伴い、職員の有資格者数などが加算

要件を満たしたことにより、日常生活継続加算を受けたサービス提供となった。 

  職員教育では、昨年の感染症発生状況を反省し、マニュアルをより具体的なものに作り替え、

演習を中心とした研修を行うなど、基礎知識の理解だけで終わらせず、適切に対応できる職員が

増えた。 

  利用者の状況を見ると、平均年齢は 86.9 歳で 90 歳以上の方は 19 名となっている。介護度や

認知症状のレベルも昨年に比べ重度化しており、今後ますます利用者の状態に合わせた個別ケア

が必要となり、チーム連携によるプロとしてのサービス提供がさらに試される。 

  利用者１人ひとりの思いに寄り添いながら、できるだけ多くの笑顔を引き出せるよう、今後も

サービスの質の向上に努めていきたい。 

 

［特別養護老人ホーム北松園ハイツ］ 

  
北松園ハイツが創設され、2 年が経過した。平成 25年度は、施設利用されている方々の日常生

活を更に豊かにすることを目標に、全職員 力を合わせサービス向上に努めてきた。また、ショー 

トステイも顔なじみの関係が築かれ、継続的な利用に至った。根底にあるのは、ご家族様や地域と 

の結びつきを重視し、地域密着型施設の特質を最大限生かす運営である。 

  25 年度は健康管理に十分配慮した結果、入院者が激減し、年間を通じてのベッド稼働率は特養 



 

 

で 96.9%となった。とりわけ感染症予防対策として、手すり・ノブなどの徹底消毒、室内の温度・ 

湿度の適正管理を行い、健康保持に万全を尽くした。ショートステイ部門では、ご利用者様の定着 

が進み、また口コミなどを通じて施設周辺の方々に利用して頂いたが、体調不良などによるキャン 

セルや利用希望日と空き状況のミスマッチ等により、年間稼働率は 89.7％にとどまった。平成 26 

年度は、さらに魅力のある取り組みを進め、空きベッド情報を瞬時に発信し、利用に繋げていく計 

画である。 

  各ユニットでは、自由裁量により活用できるユニット費（月 1 万円）の使用を行い、手作りお 

やつやご利用者の誕生日に合わせたお祝い会、各種レクリエーション、行事など行い、毎日が楽し 

く、メリハリのある生活が過ごせるよう創意工夫を重ねてきた。また、施設内の畑やプランターを 

活用して、お米の育成や各種野菜づくり、四季の花々の栽培などを、ご利用者とともに行い、一昔 

前の懐かしい生活の再現に向けた取り組みも行った。 

 当施設は、来所者、面会者が後を絶たず、地域に開かれた施設として評価が高まりつつある。単 

なる「収容型」の施設に陥らないよう、今後も改善意識を絶やさず、サービス向上に努めていきた

い。 

 

［軽費老人ホーム B 型松園ハイツ］ 

松園ハイツの入居者は年々高齢化が進んでおり、その 7 割が要介護認定を受け、1 割が要支援 

となっている。また、身体機能や判断能力低下のみられる方も増える傾向にあり、本人の自由意

思のみを基本とした施設運営＝軽費Ｂ型施設機能では対応しきれない実情を抱えている。 

このため、平成 25 年度は、個人が生活するうえで何が不安か、困っていることは何か、などを

把握するために、2 名の生活相談員が定期的に居室訪問を行い、きめ細やかな相談に応じるととも

に、その状況をご家族様に報告し、法人内の居宅支援事業所や訪問介護、通所介護事業所等との

密接な連携を図りながら、総合的なバックアップ体制を整えた。 

また、活字中心の情報伝達のみでは不十分なことから、会話を通した確認や毎朝管内放送によ

る周知を図り、耳からの情報受け入れも行うよう改善した。事務部門では、25 年度から入居料金

の納入について口座振替制に切り替え、銀行窓口での手続きや金銭管理の困難さが解消した。入

居者からは「納め忘れが無くて安心できる」との声が聞かれる。 

ハイツでの生活が楽しくメリハリのあることを目指して、季節感のある行事を企画し、自主的

参加が目立つようになった。お隣りの愛育園児との畑づくりや訪問など切れ目のない交流を通じ、

新鮮な空気が施設に舞い込んでくるようになった。さらに、初めての試みであった「お米づくり」

は、春から秋まで連続して楽しみが続いた。それぞれがプランターの脇に名前を付け「マイ田ん

ぼ」として育てあげ、収穫の時にはお米を炊いて、全員でおにぎりを美味しく味わえることがで

きた。 

「安全・安心な暮らし」を確保する一端として、昨年に引き続き毎月の避難訓練を実施した。訓

練が定着したこともあり、早朝、夜間帯での発生を想定した訓練なども重ね、最近では短時間で

の避難が可能となった。訓練の成果が反映してか、消防署の査察でも高い評価をいただいている。 

本年度の入居および退去数では、新入居者 4 人、退去者 5 人で、差し引き 1名の減員となった。

年度末では、46 室中 40 室のご利用となっている。退去者のうちその大半が要介護状態の重度化に

より、入院または特別養護老人ホーム等に移行されたことが主たる原因となっている。今後もこ

のような傾向が予測されるため、利用拡大に向けた広報活動をさらに充実する予定である。 



 

 

 

［第二松園ハイツ指定通所介護事業所］ 

 
当デイサービスセンターは、介護サービスを必要としている高齢者の通所生活の場として利用 

をされ、本年度も、ご利用者 1 人ひとりのニーズに寄り添って、楽しさの絶えないメリハリのあ 

る運営に努めてきた。 

25 年度の目標数値は 1 日平均 38 名とし、新規受け入れを行ってきたが、最終的に 35.9名(目標 

対比 94.4％)となった。また、年間総開設日 308 日間で総計 11,069 名 となり、前年度に比べ 0.8

ポイントの減となった。2月からのインフルエンザと感染性胃腸炎の流行による利用中止が主な原

因である。この間、利用者様の体調管理に力を注ぎ、部署内の感染症研修、看護師とケアワーカ

ーの連携などにより、最小限の減少に食い止めた。 

 また、今年度から施設長を交えての主任会議を定例化し、新たな取組みに着手した。給食部門の

配慮による「ホットドリンクサービス」や地域の喫茶店を利用した誕生会、利用者のニーズに即 

した図書の整備、座り心地よい椅子への切換えなど、これまでにない改善に努めた年となった。 

所内におけるレクリェーション活動において選択肢を広げ、小グループ編成による自主的参加が 

定着しつつある。また、楽しみである入浴について、利用時間のフリー化を進めゆったり感のあ 

る入浴サービスが実行できた。さらにご利用者の送迎時間について、ご家族様のご要望を取り入

れ、出勤時間前のお迎えや残業時の延長サービスなどに配慮した。 

配食サービスでは、前年度と比べ、年間延利用者数が 43 名増加し、7,803 名のご利用となった。 

新規依頼件数は 21 件と前年度(23 件)より 2件減少したが、利用開始直後は 1，2 回だった方が他社と 

比べて美味しいと評価され、追加希望される方が増えたため全体の増加につながった。 

また、夕食を希望される方が増え、厨房スタッフの工夫により対応できた。配食サービスは、盛岡市 

の委託上限 4回を超えることができないが、生活状況を考慮しご希望の場合は、法人独自の上乗せサー

ビスを追加してお届けした。26年度は、さらに夕食提供体制を充実させ、ご希望者への要望に応えてい

きたい。 

 

［第二松園ハイツ指定訪問介護事業所］ 

 
訪問介護事業は、介護を必要としている地域の高齢者が、可能な限り在宅での生活を継続できる

よう、身体または生活面への側面的支援を目的に事業を進めています。平成 25 年度は、サービス

内容をさらに高めご満足していただける体制に向けて改善を図ってまいりました。 

利用状況ですが、前年度に比べご利用者数は若干減少しましたが、利用総件数に変動はありませ

んでした。1 人当たりの利用回数の増によるものです。また、世帯構成は、ご家族同居の方が減り、

逆に一人暮らしで認知症と診断された方が急増しつつあります。  

そのため、訪問時間内の支援に加え、ケアワーカーの退去後のご利用者様の安全、安心にも目を

向けた訪問介護サービスの在り方を検討してまいりました。 

朝の職員ミーティングをこれまで以上に重要視し、サービス提供責任者同士の情報共有と提供責 

任者からの各ケアワーカーへの適切な伝達が功を奏し、苦情につながる事例が数少なくなりました。 

また、月 1 回定例のサービス検討会議の開催を行い、施設長も含めた困難ケースの検討により、 

その後、各種社会資源との結びつきやご家族との協力も得られ、円滑で効果的なサービスへの改



 

 

善が図られた事例が多く出てきました。今後も、ご利用者一人ひとりのニーズに合わせた適切な

対応を進めたいと考えます。 

他の事業所では行っていない、低額の「おたすけサービス」は、とりわけ一人暮らし高齢者の心

の拠り所となっています。介護保険制度の適用外となる「入退院」や「美容室への同行」等々、福

祉の谷間に存在する課題に積極的に取り組みました。利用件数は年々増え続け、ご自宅で少しでも

長く暮らしていただくための法外サービスとなっています。 

 

公益事業 

 

［第二松園ハイツ介護支援センター］ 

 
高齢者が住み慣れた地域で安心して生活することを目指し、地域包括支援センターとの連携を図り、

総合相談窓口としての相談業務、介護予防教室、地域ネットワーク会議等の実施のほか、福祉交流館「煖

炉の家」の運営管理を行った。 

〈地域の相談事業〉 

総合相談事業の分野では、相談総件数が 637 件（昨年 678 件）、このうち新規相談は 87 件（83 件）

と昨年より 4 件多かった。 

相談経路は、本人、家族の順であるが、新規相談では、特に娘からの相談が多かった。次に多かった

経路は、市高齢者支援室、医療機関と続いた。また、前年度に比較し民生委員からの相談が減少したが、

原因として、12 月の民生委員児童委員一斉改選による影響が反映したものと考えられる。このため新任

委員向けの当センター事業や介護保険制度などに関する情報提供の機会をさらに増やすこととしている。 

当センターを紹介された機関は、医療機関、盛岡市、社会福祉施設（特養、軽費老人ホーム、ショー

トステイ）、民生委員、地域包括介護支援センターの順に多いことが、相談者からの聞き取りで判明した。

日ごろからの各機関との密接な連携が紹介件数の増加につながったものと思われる。 

相談内容は、介護保険に関する事項が一番多く、介護認定が得られた後は、直ちに地域の居宅介護支

援事業所を照会するなど、ワンストップサービスに努めた。 

本年度の特徴的な相談として、認知症の独居高齢者に関わる相談が多数あった。徘徊による捜索活動

や光熱費滞納を理由にお金を無心するケースなど、それぞれ近隣からの苦情を受け付けた。認知症を患

い、キーパーソンとなるご家族が近くにいないため、生活行動や日常生活の実態把握が難しく、介護保

険制度を扱うケアマネージャーへの連絡や社会福祉協議会の生活支援事業（金銭管理）に結びつけるま

で時間を要することが多々あった。このことから、早期発見、早期治療、サポート体制構築を進めてい

く必要があり、地域ネットワーク形成に向けた「認知症サポーター講座」を有効に生かしていきたいと

考える。 

〈介護予防事業〉 

地域関係機関との共催企画「脳いきいき教室」が定着しているが、参加者の減少が昨年度からみられ

ている。このことは、各地域でいきいきサロンの開催が増えたことや、ほかの教室と重なったこと、疾

患による体調不良が理由としてあげられるが、新しい参加者が少なかったことから、今年度は松園新聞

や自治協議会様の広報誌に掲載していただくなど広報活動を強化していきたい。 

【地域福祉コーディネート】 

地域密着型施設「北松園ハイツ」の地域交流室にて、入居者様、民生委員様で陶芸を楽しみながら交



 

 

流を図り、ハイツ秋祭りで作品展示をするなど初めての試みを行った。今後、北松園ハイツの機能を活

用しながら、地域福祉の充実に向けた取り組みを企画していきたい。また、認知症になっても安心して

暮らせる地域づくりを目指した活動＝「認知症サポーター養成講座」を年 4 回（前年度 2 回）開催し、

101 名（同 33 名）のサポーターを養成することができた。 

〈地域支援事業〉 

「地域ケア会議予防部会」の名称を改め「地域ネットワーク会議」とし、松園地域で 2 回開催した。

第 1 回会議では、国の基本政策である「地域包括ケアシステム」の構築に向け、地域ネットワークを 

充実させることを確認し合った。警察、消防署関係者から徘徊が増加傾向にあり、また見た目だけでは

認知症か否かが判断しにくいことも課題としてあがり、今後認知症に焦点に当て、検討を進めることと

なった。 

第 2 回会議では、前回作成した「松園地域見守りネットワーク図」に、医療機関や見守りを実施して

いる民間宅配業者を加えること、県営住宅が多いことに着目し県住宅センターも構成員に加えるべきと

の提案があり、また、シルバーメイトについても「松園」ならではの独自スタイルに切り替えていく必

要性などが話し合われた。 

〈地域包括支援センターの設置について要請〉 

2 月 14 日に松園地区自治協議会、松園地区民生児童委員協議会、育心会の三団体代表が、盛岡市長に

対し地域包括支援センターの設置について要請を行った。当法人では、平成 27 年度実施に向け、準備

を進めていきたい 

【福祉交流館の運営】 

 福祉交流館「煖炉の家」は、地域福祉推進の拠点施設として開設され 5 年目を迎えた。本年度、地域 

の利用人数は延べ 742 人（昨年度 693 人）となった。社会福祉の学習会や介護予防教室、子育て支援の 

活動の場として活用されたほか、11 月の「介護の日」に配食サービスご利用者、軽費老人ホーム給食利 

用者、地域の民生委員様の参加による「鍋交流会」は、施設と地域との連携が促進された場となった。 

 

［第二松園ハイツ居宅介護支援事業所］
 

居宅介護支援事業では、サービス提供事業者や地域包括支援センターなど関係機関との連携を図り、 

在宅での自立支援を目的としてケアマネジメント・給付管理業務、および介護予防プランの作成を行っ 

た。また、盛岡市などから要介護認定調査業務を受託し 134 件（昨年 183 件）の認定調査を行った。 

〈プラン作成数〉 

介護ケアプランおよび介護予防プラン作成数は、2,827件と前年度より97件減少した。内訳としては、 

介護ケアプラン作成数が 2,444 件と前年度より 91 件減少、介護予防プラン作成数も 383 件と 6 件減少 

した。減少した原因は、法で定められている介護支援専門員一人当たりの作成数を基準値（一人当たり

平均 35 件）以下にするために新規利用を断ったことによる。 

新規のプラン作成数は 30 件。昨年は 47 件であったので 17 件減少。2 月には基準の数まで減らすこ

とができた。終了ケース数は 31 件。内訳は、死亡 9 名（在宅 3）、施設入所 7 名（北松園ハイツ 3・ 

第二松園ハイツ 1・老健 2・小規模多機能 1）であった。 

〈職員体制〉 

介護支援専門員が 2 月で 1 名退職となったため、法人内部の配置換えにより職員補充を行い基準数

を遵守することができた。また、新年度においては、地域のプラン作成需要に応えられるように、職

員 1 名を増員し、新規ケースを断ることなく受け入れる体制を取ることとしている。 



 

 

〈要介護度〉 

介護度は要支援者や要介護 1、2 の軽度者が減少、要介護 3、4 が増加した。25 年度は、新規ケー

スが少ない分、長年かかわっている利用者が、認知症や病状の進行、転倒骨折などの原因で重度化し

てきているためである。 

〈加算体制〉 

本年度も「事業所加算Ⅱ」の加算体制を維持し、加算要件でもある部署会議の実施、24 時間緊急連

絡体制と相談対応体制をとっている。その他の加算取得件数は、合計で 72 件減り 1,305 件であった。 

その中でも、認知症加算は 12 件増の 370 件、それ以外はケアプラン作成数に比例し減少した。独

居加算が目立って減少したのは、12 月の盛岡市介護高齢福祉課の会議で、有料老人ホームの「独居」

の解釈についての説明があり、曖昧な点を事業所として明確にして加算をとらない方針を決めた事に

よる。 

〈利用者の状況〉 

独居高齢者の中には、季節によっての体調管理（脱水や夜間の失禁による体温低下）や温度管理、

水道凍結で生活に支障をきたし在宅困難となった方に対しては、特養入所までの待機として、ショー

トステイを長期で利用する例が目立った。 

ショートステイの事業所は近年増加しているが、冬季は満杯の事業所が多くベッド確保が困難であ

ったり、ショートステイの保険給付できる限度日数の関係で利用継続ができなくなり、老人保健施設

や小規模多機能施設へ入居したケースもあった。 

〈震災 3 年目〉 

3 年経過した東日本大震災で被災されてきた方 8 名の状況は、沿岸を離れ、それぞれ変わった環境

の暮らしに慣れ、前向きに気持ちを転換させて頑張られていたが、体調を崩し入院を繰り返す方 5 名、

認知症が進行している方 2 名おられ、想像以上に、時間の経過とともに及ぼす震災の影響を知った。

一人ひとり、それぞれ家族の「復興」を願いたい。 

〈平成 26 年度に向けて〉 

今後も、要介護になってもできるだけ住み慣れた地域で暮らせるよう、利用者と向き合い、また介

護支援専門員一人ひとりが法令を正しく理解し、保険者（盛岡市）が示す法の解釈の共有を図り、専

門職として地域に貢献できるよう努めていきたい。 

また、地域のニーズを介護支援専門員の立場から発信し、地域包括システムを念頭に地域資源の開

発に役立っていきたいと思う。 

 

 


