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高齢者福祉事業（高齢者福祉施設） 

横須賀老人ホーム 特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設） 

短期入所生活介護、通所介護、居宅介護支援、地域包

括支援センター、有床診療所 

横須賀養護老人ホーム 養護老人ホーム、外部サービス利用型特定施設入居者

生活介護、訪問介護  

箱根老人ホーム 特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設） 

短期入所生活介護、居宅介護支援、診療所 

湘南老人ホーム 特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設） 

短期入所生活介護、通所介護、居宅介護支援、 

地域包括支援センター 

あしがら広域福祉センタ

ー ひかりの里 

特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設） 

短期入所生活介護、通所介護、訪問介護、居宅介護支

援 

高齢者グループホーム

「輪」 

認知症対応型共同生活介護、通所介護 

介護付有料老人ホーム

「結」 

サービス付き高齢者住宅、特定施設入居者生活介護 

 

児童福祉事業（児童福祉施設） 

総合児童福祉施設あいせん 

（施設総称＝複合型施設） 

児童養護施設すまいる、あいせん保育園 

児童養護施設すまいる 児童養護施設、児童家庭支援センター、 

地域交流スペース 

あいせん保育園 保育園 

かんのん町保育園 保育園 

新川崎みらいのそら保育園 保育園 

屏風ヶ浦保育園 保育園 

みなみひの保育園 保育園 

屏風ゆめの森保育園 保育園 

 

 

 

 

 

 

 



法人本部機能 

経営統括管理室 法令遵守、苦情対応 

経営戦略室 事業の調査、経営企画調整、経営改善の推進 

総合経営センター 法人業務、財務管理、職員採用、総務関連事務 

研修センター 受託研修、人材育成研修 

収益事業センター 物品販売事業、新規事業の研究・開拓 

 

短縮、略称、使用例等 

当法人 社会福祉法人神奈川県社会福祉事業団 

本経営計画 社会福祉法人神奈川県社会福祉事業団 

総合経営計画（第４次） 

前経営計画 社会福祉法人神奈川県社会福祉事業団 

総合経営計画（第３次） 

特養 特別養護老人ホーム 

２０２５年問題 昭和２１年から２６年までに生まれた、いわゆる団塊

の世代が７５歳を迎える年が２０２５年であり、多数

の高齢者が後期高齢者となる事からそう呼ばれる。介

護職員が１００万人不足する、財政の逼迫等が予測さ

れている。 

事務当局  総合経営センター 

Ｋａｎａ・Ｌブランド  Ｋａｎａ・Ｌ（かなえる）ブランド 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

はじめに   

 

社会福祉法人神奈川県社会福祉事業団（以下、「当法人」という。）は、国における

社会福祉基礎構造改革等による公設民営方式の時代的役割の変革により、平成２１年

４月１日をもって、第３セクターからの自主・自立を果たし、真に独立した社会福祉

法人となりました。 

 当法人を取り巻く環境の変化に対応するため、これまで、「総合経営計画第１次」

「総合経営計画第２次」を策定し経営基盤の強化を図り、さらに平成２９年度をもっ

て終了する「総合経営計画第３次」では、１００年法人を目指す“あるべき姿”を求

めて法人経営を推進し、新規事業の開設、既存施設の再整備、法人の合併等、事業拡

大を図り、社会福祉法人としての責務を果たしてきました。 

 こうした中で、平成２９年４月１日に「社会福祉法等の一部を改正する法律」が全

面施行され、社会福祉法人には、経営組織のガバナンスの強化、事業運営の透明性の

向上、財務規律の強化、地域における公益的な取り組みを実施する責務等が求められ

ることとなりました。 

 当法人においても、制度改正に的確に対応するとともに、これまで実施してきた「総

合経営計画第３次」について検証及び総括することにより、国が求める方向性と現在

の法人の課題を整理して、今後の具体的な取り組み事項を示すこととし、新たに「総

合経営計画第４次（以下、「本計画」という。）」を策定しました。 

 平成３０年度には、医療・介護・障害福祉制度における報酬同時改定が行われ、社

会福祉法人の経営は厳しさを増すものと考えられます。そうした中でも、当法人が経

営理念の下に、地域住民から信頼され、持続可能な経営を果たすことができるように

本計画を実行してまいります。 

 また、本計画では経営理念を実現するための補完的な定義として「Ｋａｎａ・Ｌ（か

なえる）ブランド」を確立しました。 

 私たち職員一同は、不断の努力と不退転の決意の基に、本計画の達成に邁進するこ

とは言うまでもありませんが、関係各位のお力添え無くして、本計画の達成はあり得

ません。 

本計画の達成のために、ご利用者とそのご家族、関係諸機関、地域の皆様にご理解

をいただき、更なるご支援・ご協力をお願い申し上げます。 

 

  

平成３０年４月 

社会福祉法人 神奈川県社会福祉事業団 
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（平成２１年４月１日制定） 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【経営方針】 

・ 利用者の権利擁護と自立支援 

・ サービスの質の向上と人材の育成 

・ 安全・安心な施設運営 

・ 地域との共生 

・ 法令遵守 

・ 資産の有効活用と透明な事業経営 

・ 現場主義・経営改革による活力ある経営 

 

 

【職員に求める人材像】 

・ 自分で考え行動できる人 

・ 「～したい」と言える人 

・ お互いを支え合える人 

・ コミュニケーション能力の向上に努める人 

・ 自分の与えられたポジションを精一杯果たす人 

  

2 

【神奈川県社会福祉事業団経営理念】 

 

○ 人にやさしい豊かな心 

 

○ 地域社会への貢献 

 

○ 活 力 あ る 経 営 

 

◆ 神奈川県社会福祉事業団は、「人にやさしい豊かな心」を持って、 

 

地域福祉の信頼ある担い手として、「地域社会」に貢献していきます。 

 

また、みんなの笑顔があふれる福祉サービスの向上に努め、日々新 

  

たな気持ちで、「活力ある経営」を目指します。 



 

１ 本経営計画の趣旨及び期間   

（１）本計画の趣旨（方向性） 

当法人は、ご利用者や地域、または法人を取り巻く社会福祉サービスに関す

る社会情勢の変化をいち早く捉え、「地域包括ケアシステム」や「子ども・子

育て支援新制度」等、国の示される制度の動向を見据えながら、提供する社会

福祉サービスや法人経営を随時検証・研究し事業推進してきました。                   

そうした中、社会福祉法人制度が始まって６０年以上が経ち、福祉ニーズの

変化や昨今の社会福祉法人の運営に対する指摘等を踏まえた社会福祉法人制度

改革が行なわれ、平成２８年３月に成立した改正社会福祉法においては、社会

福祉法人に対し、経営組織のガバナンスの強化や財務規律の強化、また、公益

性や非営利性をさらに徹底することが求められました。当法人としては、「社

会福祉法人を基盤とした総合福祉サービス事業体を目指すことが、次世代に繋

ぐ法人のあるべき姿」という法人の基本的概念を崩すことなく、引き続き、経

営の透明性の確保、公益性・公共性における人的資源・財務的資源・物的資源

の追及に努め、時代が求める社会福祉法人のあり方の具現化に向け、一歩一歩

着実に遂行していきます。 

「人に、または、人が生み出すサービスにブランド価値がある」。これは、本

計画を策定するにあたってのキーワードです。当法人は、昭和３０年代から、

ご利用者には、法令に基づき安全・安心を提供し、地域や関係機関とは、連携

・協働・調和をもって誠実に対応してきた伝統があります。その「サービスの

質」や「伝統」は職員にとって誇れるものであり、次世代に引き継ぐべきもの

です。本計画においても、その正統性から外れることなく「Ｌｅａｒｎｉｎｇ ｗ

ｉｔｈ Ｐｒｉｄｅ」（プライドを持って学び続ける）をビジョンとして掲げま

した。職員は組織人として、歴史と伝統に裏付けされた確固たるプライドをも

って学習し続け、法人（組織）が成長・発展を遂げていくことを目指します。

また、当法人のブランド価値を内外に正しく発信し、提供するサービスは常に

高水準に保ち続けます。 

しかしながら、老朽化する建物の修繕や人材の継続的確保、施設の経営状況

を受けての事業再編成等、課題があるのも事実です。また、公益性・非営利性

に重点を置いた地域貢献事業、及び社会福祉法人としての新たに求められる事

業についての創意工夫や展開が必須となっています。そのため、本計画のビジ

ョンに基づいた中期経営戦略を「Ｋａｎａ・Ｌ（かなえる）ブランドの確立・

発信」・「学習し続ける元気な法人」・「財務的生存力の確保と経営の安定」

の３本柱に位置付け、それに基づいて、新たな時代の社会福祉法人としての役

割を果たしていきます。 

本計画を着実に推進し、あらゆる事業リスクに備えながら変化に対応し、着

実で柔軟かつ発展的な成長・経営を実践することは、「１００年法人」を掲げ

る法人として、職員に対する雇用責任を果たすことになると信じます。 
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「Kana・Lブランドの

確立・発信」 

 

 

 

 

 

 

 

 

①  

②  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 本計画の期間 

 計画の期間は、介護保険法改正が、平成３３年度に予定されており、市町村

保健福祉計画・介護保険事業計画第７期が同期間となります。このため、平成

３０年度から平成３２年度までの向こう３か年とします。 
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＜ご利用者・地域・職員のため＞ 

専門性が高く良質な社会福祉サービスの提供 

 地域貢献の実現（公益性・非営利性） 

新時代の事業展開（先進性） 

職員が生き生きと働ける職場作り 

財務的生存力をもった安定経営の実現 

 

本計画のビジョン 

「Learning with pride」 

（プライドを持って学び続ける） 

 

「学習し続ける元気

な法人」 

「財務的生存力の

確保・経営の安定」 

 



 

２ 前経営計画の達成状況と総括 

（１）前経営計画の達成状況   

ア  施設の維持管理 

（ア） 高齢者福祉事業  

前計画に記載されているとおり、当法人が経営する特別養護老人ホーム、養

護老人ホームは、どの施設も新築より２０年前後が経過しており、大規模修繕

を必要とする時期となっています。入所待機者の減少は見られるものの、経済

的な理由で従来型の特別養護老人ホーム利用を希望される利用者は多く、需要

は今後も十分にあると考えられます。特別養護老人ホームの経営は、当法人の

経営基盤を支える中核的な施設として重要な役割を担っており、今後も継続し

て維持管理をしていく必要があります。 

しかし、神奈川県から貸与されいてる当法人の経営する３老人ホームは、旧

措置制度の整備費用で建築されており、介護保険施行後の整備費用に比べて多

額な費用で建築されているため、限られた介護報酬財源では、大規模修繕費用

を賄っていくのが難しい状況です。そのため、今後数十年施設の維持ができる

よう、必要最低限の修繕を計画的に行なっていくこととしています。 

なお、特に神奈川西部地区の入所待機者減少の状況や、職員確保の困難さな

どを勘案し、箱根老人ホームに関しては、プロジェクトチームを立ち上げ、あ

り方についての検討を始めています。 

 

（イ） 児童福祉事業 

当法人理念の下、横浜市磯子区地域等の大規模マンションの建設に伴う子育

て人口の増加による待機児童解消に向けて、屏風ヶ浦保育園については、隣接

の公共用地を購入に向けて関係諸機関と協議を図りましたが、近隣住民の再活

用ニーズとの差異や接道道路と土地の関係により活用が難しいと考えていま

した時に、横浜市が屏風ヶ浦保育園の近隣であり、屏風ヶ浦駅徒歩３分の好立

地であります森五丁目方面保育所の公募をされましたので、当法人といたしま

しては、磯子地区の待機児童解消に貢献でき、隣地ではございませんが、屏風

ヶ浦保育園の姉妹園として運営でき、経営計画に合致することから応募し、採

択され、平成２８年４月に屏風ゆめの森保育園を開所いたしました。また、南

日野保育園は、設立より３５年以上が経過し老朽化が著しく進んでいた状況も

あり、再整備基本計画を立て園舎建て替えと共に平成２９年４月より「みなみ

ひの保育園」と改称し、保育定員も６３名から８０名に変更、さらには０歳児

の受け入れも開始しました。 

地域小規模児童養護施設の設置について、施設のある川崎区内を中心に具体

的な施設に適した住宅の調査を行っていますが、現在のところ見つからない状

況です。児童が地域住民との適切な関係づくり、家庭的環境の中での生活体験

を行えるようになるためにも引き続きの調査を行っていきます。 
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イ  新規事業の取り組み          

（ア） 高齢者福祉事業 

平成２７年５月、秦野市今泉に、介護付有料老人ホーム「結」が開所しまし

た。隣地のグループホーム「輪」と、湘南老人ホームが一体となり、高齢者が、

住み慣れた地域で連続した生活を送れることを目標に、事業を展開しています。

開所から２年は、入居者の募集や職員確保に苦慮しましたが、法人全体のサポ

ートもあり、平成２９年９月に満床となりました。「結」だけではなく、グル

ープホーム「輪」についても、安心した運営、経営がしていけるよう、今後も

継続した取り組みや、集客のための工夫、配慮が求められていきます。 

また、中核となる職員を配置したことにより、職員の育成が体系化され、定

着も進むようなりました。今後は現地採用した職員の中からリーダーを担って

いけるよう、さらなる人材育成の取り組みが必要と思われます。 

昭和６３年に４６通知により設立した社会福祉法人足柄上郡福祉会は民営

化に伴い、自主自立経営を選択せず、小田原足柄地区で特別養護老人ホームを

運営する社会福祉法人を対象に吸収合併法人を平成２７年１０月１日に公募

しました。足柄上郡福祉会は足柄上郡大井町で特別養護老人ホームを１施設経

営し、土地・建物等の資産を保有しており、吸収することにより、土地を所有

することができ、活力ある経営に繋がることから、応募し、採択され、平成２

９年４月１日に吸収合併を行いました。 

合併に伴い高齢者福祉施設が増えたことにより、事業方針、目標等の統一や、

マニュアルの徹底を図りました。運営規程や重要事項説明書、各種指針等の内

容や表現方法の見直しや、生活支援マニュアルの活用により、各施設のサービ

スの質の均一化、向上を目指しています。 

 

（イ） 児童福祉事業  

屏風ヶ浦保育園は、横浜市磯子区地域で長年に渡り、保育事業の実績を積み

上げ、地域の方々や横浜市より厚い信頼を得てきました。この功績により、磯

子区汐見台地区の住宅地再整備計画での大規模マンションの建設に伴う子育

て人口増加解消、並びに子育て支援機能の充実等を踏まえた時代に即した事業

展開を目的に地域に貢献することができるように平成２８年４月より同地区

に定員６０名の新規保育園「屏風ゆめの森保育園」を開所しました。 

そして、川崎市においても、保育所の経営歴５０年という長い実績を持ちな

がら新しい認可保育所の運営実績も有していることが認められ、川崎市幸区北

加瀬１丁目賃貸共同住宅(子育て応援賃貸住宅)内の新規保育園として、地域住

民から親しまれ、さらには、子育て支援機能の充実を図ることを目的に平成２

９年４月より定員６０名の「新川崎みらいのそら保育園」を開所しました。 
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ウ 高齢者福祉事業におけるＩＴソフトの積極的な活用 

これまで高齢者福祉事業では、請求業務のオンライン化、情報開示、施設内多

職種との情報共有、記録業務の効率化・時間短縮、正確な記録作成等を目的に、

ＩＴソフトを積極的に活用してきました。 

平成２８年度に、横須賀老人ホームにおいて音声入力ソフトとＩＣレコーダー

を導入し、記録時間の短縮と記録の電子化による情報共有に取り組み、一定の成

果をあげています。この取り組みは、業務の効率化のみならず、ＥＰＡ等、日本

語が不得手な外国人労働者の記録業務を見据えたものであり、誰もが一定の水準

で記録業務が行なえることを目的に、各施設においても記録業務のあり方の検討

を始めました。 

平成２９年度には、法人全体の取り組みとして、一部の事業を除き施設内サー

バーをクラウド化し、個人情報を含むデータの安全確実な管理を実現しました。 

 

エ 施設経営 

（ア） 高齢者福祉事業 

ａ 人材確保 

人材確保については、社会的に非常に厳しい現状ですが、平成２８年度実

施した職員採用事業では大学・短大・養成校等において、幅広く人材募集を

行った結果、当初予定していた人員（平成２９年度採用者）を確保すること

ができました。平成２９年４月１日採用においては、合併に伴い全体で５６

名程度の介護職員等が増員となりました。 

生活支援マニュアルの導入や研修、ＯＪＴ体制が整ってきたことにより、

未経験者でも安心して仕事に臨む仕組みが整備され、幅広く人材確保の取り

組みを行うことができました。その結果、高等学校の新卒者、異業種から介

護を希望する社会人など、多様性に富む人材を確保できるようになりました。 

また、横須賀老人ホームでは平成２８年１２月から、箱根老人ホームでは

平成２９年１２月からＥＰＡ介護福祉士候補者の受け入れを始め、６名の候

補者が現場で働きながら、介護福祉士の資格取得を目指しています。 

 

ｂ 人材育成 

人材育成に関しては各事業所においては、介護サービス情報の内容を基に

定期的に施設内研修を実施してきました。 

また外部研修（厚生労働省老健局通知に伴う認知症介護実践者研修等）に

参加し、認知症介護の知識・技術のスキルアップを図ってきました。 

人事考課制度に伴う、目標設定面接等を実施し、一人ひとりの悩みや課題

に合わせたＯＪＴを実施し、職員の資質向上を図っていきました。 

階層別の育成に関しては、法人内の階層別研修への参加の他に、各事業所

にても必要な育成を行ってきました。 
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新任職員においては、研修計画を作成し生活支援マニュアルやチェックシ

ートを活用して、新任職員が円滑に介護業務に入れるように努めてきました。 

新任職員の無資格者に対しては、前述の通り、介護職員初任者研修受講を

勧め、介護職員としての必要なスキルの習得を促してきました。 

中堅職員やリーダー職員においては、各委員会や会議等のメンバーとして

経験や能力に合わせた役割を担って頂きステップアップを促してきました。 

居宅介護支援事業所や地域包括支援センターにおいては事業所内で、対人

援助の研修を行ったり、地域の勉強会や事例検討会に参加して、ケアマネジ

メントの知識・技術の向上を図ってきました。 

通所介護においては地域支援課長がミーティングや会議に参加をして、必

要な助言を行って、スタッフの一人ひとりに気づきを促す機会を作りました。  

また介護サービス公表制度に基づく研修を参考に職員研修を行ったり、月

に１回事例検討会を行い、学びを深めてきました。 

 

ｃ 介護保険制度改正対応 

平成２７年４月の介護保険制度の改定により、各事業とも軒並み介護報酬

収入が減額となりました。安定した経営を維持できるよう、各事業所では新

たな加算取得に取り組み、横須賀老人ホームでは、認知症ケア専門加算（Ⅱ）、

居宅介護支援事業所の特定事業所加算（Ⅱ）など、湘南老人ホームでは、障

がい者生活支援加算、個別機能訓練加算を新たに算定できるようになりまし

た。  

また、居宅介護支援事業所においては、特定事業所加算（Ⅱ）の取得に向

けて、主任介護支援専門員研修を受講しました。箱根老人ホームでは平成２

９年度より認知症ケア加算取得に向けて、積極的に認知症介護実践者研修・

認知症介護実践リーダー研修を受講しました。今後も平成３０年以降のさら

なる介護報酬減額も見越して、取得可能な加算を検討していくことや、空床

をなるべく作らないよう更なる取り組みが必要と思われます。 

一方、平成２８年５月には箱根老人ホームの通所介護を事業廃止するなど、

地域のニーズに合ったサービス提供のあり方を見直しました。また、他施設

でも通所介護利用者や特養申込者の減少などにより、事業のあり方の検討を

迫られています。 

 

ｄ 地域包括ケアシステム 

地域包括ケアシステム構築に向けて、各施設は、それぞれの地域の実状に

応じた取り組みを推進してきました。特に、横須賀老人ホームと湘南老人ホ

ームでは、引き続き地域包括支援センターを受託運営し、地域包括ケアシス

テム構築の中核機関として、地域の関係団体とのネットワークを拡充し、定

期的に地域ケア会議を開催する等、地域活動の推進に努めました。また、認
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知症カフェの運営支援や認知症初期集中支援チームへの参加、中学生等学生

向け認知症サポーター養成講座の展開等、地域の認知症高齢者対策を積極的

に展開しました。 

地域包括支援センターの事業以外でも、横須賀老人ホームでは、地域包括

支援センターとともに認知症カフェの企画運営のサポートを行い、特に人的

支援と一部運営費用の負担を行うことで、地域のインフォーマルサービスの

拡充に貢献することができました。箱根老人ホームでは、箱根町社会福祉協

議会と協力し、地域のボランティア育成のための講座を行う等、インフォー

マル資源の開発を行いました。湘南老人ホームでは、平成２８年度に介護予

防・日常生活支援総合事業の高齢者移送サービスを秦野市より委託され、地

域における健常高齢者等の移送支援の一翼を担っています。また、高齢者地

域交流センターぷらっとの機能を最大限活用し、地域の自治会等の協力のも

と、高齢化率約５０％の近隣マンモス団地の相談支援を適切に行いながら、

同所内の地域交流スペースにおいて、介護等の必要な情報が得られる工夫を

したサロン活動を展開する等積極的な事業展開をしています。 

なお、平成２９年度にあしがら広域福祉センターひかりの里が加わり、県

内の多くの地域と当法人施設が関わることになりましたが、地域住民や関連

諸団体と協働するいう原則のもと、地域包括ケアシステム構築に一歩一歩前

進しています。 

 

（イ）児童福祉事業 

ａ 人材確保 

児童福祉事業においても人材確保については、社会的に非常に厳しい現状

ですが、平成２８年度実施した職員採用事業では大学・短大・養成校等にお

いて、幅広く人材募集を行った結果、当初予定していた人員（平成２９年度

採用者）を確保することができました。特に平成２８年度においては、新規

開園や改築による定員増に伴い全体で４６名の保育士等を確保しました。 

 

ｂ 人材育成 

人材育成に関しては各事業所において、定期的に施設内研修の実施、外部

研修の参加など、資質の向上を図っていきました。 

また人事考課制度に伴う、目標設定面接や振り返りの面接を実施し、一人

ひとりの悩みに合わせたＯＪＴを実施し、職員の資質向上を図っていきまし

た。階層別の育成に関しては、法人内の階層別研修への参加の他に、各事業

所において育成を行ってきました。 

保育園においては、事業の拡大に伴う新採用職員に、会議や研修会の中で

マニュアルの周知や保育に関することを伝え、認識や理解を深めていくなど、

各事業所の実態に合わせて適宜実施し、人材育成を行なってきました。 
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また、基準となる階層別のチェックリストと人事考課制度を組み合わせる

ことで、年度ごとに目標設定、その経過を分析し自身の振り返りを直属の上

司と行い、人材育成及び職員の資質向上を進めてきました。 

保育園自己評価では年に１度、園運営及び保育の質について、職員が一人

ひとり評価し質の向上に努めることで、人材育成へと繋げていきました。 

児童養護においては、新採用職員に対して、４月に１週間程度かけ、児童

養護施設すまいるの支援方針、児童に対する支援の姿勢など支援の要となる

こと、勤務に関する事務手続きなど管理部門の内容、さらに入所児童に説明

する「すまいるのルール」を知る、自立支援計画書の理解と作成方法など、

児童養護施設ならではの内容を含めた新採用職員研修を行っています。 

また２年目以降については、法人研修を含む外部研修を中心に職種や経験

年数を考慮し、管理職、研修委員会等で検討し研修への参加を促しています。

参加した研修の報告を職員会議内で行い、研修内容の共有を行っています。 

川崎市内、神奈川県内の児童養護施設において実施する研修等に参加し、

他施設職員との情報共有を含めた交流も積極的に行っています。他施設で実

践していることを施設に持ち帰り、子どもたちに合った方法に置き換え、日々

の支援に取り入れています。 

 

ｃ 子ども子育て支援制度への対応 

平成２７年４月よりスタートした「子ども子育て支援制度」については、

認定子ども園への移行についての調査と検証をし、その結果、現行を維持し

ていく方向性に決めました。保育サービスの多様化が求められる点において

は、各園で地域性や子ども達に求められる保育サービスを検討し、外部講師

による陶芸教室や体操教室等を取り入れ、保育の質の充実を図りました。こ

のように教育的プログラムの導入も行いましたが、それと伴に、非認知能力

(意欲・協調性・粘り強さ・忍耐力)を伸ばすことにも注目し、具体的な保育

の実践も行いました。 

そして、法人保育園の保育方針、保育目標を統一化し、目指す保育を共通

化することで職員組織力の向上と保育の質の確保を図りました。 

 

オ その他 

（ア） 研修センター 

ａ 受託研修 

神奈川県内の認知症介護研修の中核的存在として、研修センターに認知症

介護指導者３名を配置して、「神奈川県の委託研修」「相模原市からの委託研

修」を受託しました。 

神奈川県からの委託研修は、「認知症介護に係る研修事業」の２種類の他

に、「地域密着型サービスに係る研修」の３種類と「身体拘束廃止推進モデル
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施設養成研修」「高齢者の権利擁護に関する研修」２種類、さらに平成２８年

度より「認知症介護基礎研修」を新たに受託し、合計８種類となっています。 

また平成２８年度においては、「認知症介護に係る研修事業」のカリキュ

ラムの改正があり、改正に対応した新カリキュラムで研修を実施しました。 

相模原市からの委託研修は、平成２８年度まで「認知症介護に係る研修事

業」の２種類を受託していました。 

上記のとおり、神奈川県・相模原市と受託契約を行い、県内・相模原市内

の介護保険施設従事者への専門的な知識の向上を図るための研修を実施しま

した。 

 

ｂ 法人研修 

「人を育て、財産にする」という法人の思いを推進するため、「法人内研

修」は、７つの階層別研修（新採用職員研修、新任職員フォローアップ研修、

採用後２年～５年職員研修、中堅職員研修、チームリーダー研修、課長級職

員研修、所属長級研修まで６階層７研修）、２つの専門研修（相談員研修・実

践研究演習）を平成２３年度より実施しています。 

法人の経営理念を実現する「求められる人材像」に沿った人材育成を行う

ため、福祉・介護実践の基礎である「コミュニケーション」を中心とし、リ

ーダーシップ、コンセンサス、チーム作り、アンガーマネジメントなどのテ

ーマをもって各階層別研修を実施しています。 

 

（イ） 地域における公益的活動の推進 

複数法人の連携による外国人介護職員については、平成２８年１２月横須賀

老人ホームでＥＰＡ（経済連携協定）に基づき、インドネシアから介護福祉士

候補者を２名受け入れ、さらに平成２９年１２月には横須賀老人ホーム、箱根

老人ホームで２名ずつ受け入れることができました。今後は外国人技能実習制

度に基づく技能実習生の受け入れの検討もしていきます。 

横須賀養護老人ホームでは、行政の求めに応じて、受け入れ先のない視覚障

がいのある触法高齢者の受け入れを行いました。 

また、老人介護支援センター（仮称）については、県域に視覚障がい者の支

援する関係機関と連携し、高齢化した視覚障がい者の介護に関わる相談を受け

入れられるよう、事業の位置づけを検討しています。 

横須賀老人ホームでの認知症カフェの運営のサポートや、箱根老人ホームで

は無料移送サービスの実施、湘南老人ホームでの地域交流スペースの活用など、

地域のインフォーマルな活動の活性化に取り組んでいます。 

児童養護施設すまいるでは「あいせんこども食堂」と称し、地域の児童を対

象に長期休暇期間を利用して児童の見守り、食事、宿題勉強の補助を試行しま

した。（４回実施し８９名の児童が参加。） 
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（ウ） 職員データの一元管理   

職員データについては、従来の経歴・業務履歴を記録するだけではなく、研

修履歴等を加えた内容を検討した結果、ＩＴ化した人事システムとして導入し

ました。新たな人事システムでは、全職員のデータを管理するとともに、給与

計算システムと連動させて、定型業務の正確性と効率化を図っています。 

また、人事、給与等での活用に留まらず、法人の組織力を高め、人材育成を

図るためのツールとして利用できるものです。 

 

（エ） 箱根老人ホーム課題検討 

箱根老人ホームにつきましては入所申し込み者の減少と職員確保困難の状

況がありました。そこに箱根山の噴火という予想外の自然災害と入所基準の要

介護３以上への引き上げという政策的要因が重なりました。 

職員採用につきましては、箱根業務手当の新設、小田原市内の借り上げ宿舎

の用意、高校卒業者の積極的採用、介護職員初任者研修、ＥＰＡ等により好転

しています。しかし、入所申し込み者につきましては減少が続いています。 

平成２８年度から「箱根老人ホームあり方検討委員会」を設け、ご利用者の

地域分析や待機者の分析を行い、箱根町のご利用者の必要ベッド数や隣接市町

の認知症ご利用者の動向を検討しました。 

あしがら広域福祉センターひかりの里と総合的に考え、県西地区の介護ニー

ズをふまえて適正な介護サービスの量・質を検討しながら、事業再編成を見直

していきます。 

 

（オ）養護老人ホームのあり方検討 

平成２６年度以降、やむを得ない措置入所や、短期宿泊サービスの依頼が減

少してきています。また、入所のニーズはありますが、長期入所の待機者が減

少、新規の入所依頼もほとんど来ない状況が続いています。そのため、平成２

６年度より、横浜市・川崎市内の各区へ周知活動を実施。平成２９年度より、

新たな周知活動として、神奈川県内だけでなく東京２３区内の福祉事務所等へ

案内状とパンフレット、入所案内のチラシを一斉送付いたしました。また、神

奈川県内の病院、地域包括支援センターへ案内状の一斉送付に加え、横浜市・

川崎市内の各区への再訪問、東京２３区への周知活動を実施しました。 

一方で、本来の養護老人ホームの役割を充分に発揮できるよう、要介護３以

上の入所者について、特別養護老人ホーム等への移行を積極的に行いました。 

さらに、前計画の老人介護支援センター（仮称）の設置を検討していました

が、現状のニーズに鑑み、具体的な計画には至りませんでした。視覚障がいが

ありながら地域の中で生活をされている方へのソーシャルワークを活かした支

援支援や、地域のニーズの掘り起こし作業については、県内の視覚障がい者団

体・機関とも連携を強化し、実施しました。 
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（２）達成状況の総括 

ア 今後の課題 

（ア） 法人共通 

法人の存続をかけて、事業拡大を行い、事業所数・職員数・決算額が増えて

きました。しかし、経験豊富な職員が分散することや経験の乏しい職員の採用

に伴い、サービスの質の確保や組織力の強化は継続的な課題といえます。 

また、前述のとおり、決算額は増えましたが、建設資金を調達するために、

積立金を取り崩したりしている現状があり、経営の安定・強化は必要不可欠な

課題となります。 

事業所での人材育成に関してはＯＪＴの強化を図りながら、法人を支える人

財を育て、サービスの質の向上を図ることが必要ではないかと思われます。 

安定的な人材の確保は、将来の安定した運営のためにも、大学・短大・養成

機関との連携による信頼関係の構築を継続し、意欲的に対応できる職員の雇用

につなげられるようにしていくことが求められます。 

一方で人材確保の今後の課題として適正な人員人数を明確にして、適正な必

要人員の確保に努めていく必要があると考えられます。 

受託研修に関しては、単年度契約のため、条件等に変更があると、継続的に

事業を行える保障はありません。研修事業を継続していくためには、今後も安

定した運営を行い、研修の成果を明確にして発信することも必要です。 

法人研修に関しては当法人の経営理念の基にある「求められる人材像」に沿

った実践力を身に付けた人材を育成するために、研修ニーズを把握して、内容

を検討し、研修後の効果測定が必要ではないかと考えられます。 

地域における公益的活動の推進に関しては地域のニーズをさらに把握して

いくことと、ニーズに合わせた事業の展開が求められていると考えられます。 

職員のデータの一元管理に関しては、給与・人事・会計システムの検討なら

びにマイナンバーの取り扱いについても今後検討していく必要があります。 

 

（イ） 高齢者福祉事業 

高齢者福祉施設については、設備等において経年劣化が進行し、修繕費の更

なる負担が想定され、修繕計画を立案、新たな経営戦略も必要です。 

音声入力ソフト等の各事業所への導入に関しては、今後、日本語が不得手な

外国籍職員やパソコン入力が不得手な職員の記録業務を簡潔・正確に行ってい

くために、それぞれの実情に合わせた導入の検討が課題といえます。  

箱根老人ホーム課題検討に関しては、入居申込者より退居者の数が上回って

います。あしがら広域福祉センターひかりの里と総合的に考え、県西地区の介

護ニーズをふまえて適正な介護サービスの量・質を検討します。 

養護老人ホームのあり方検討に関しては、今後は老人介護支援センター（仮

称）を立ち上げなど、地域において公益的な活動についても相談業務の内容を
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精査する中で、業務内容等を明確にし、具体化に向け検討が必要です。 

高齢者事業全般として利用率の不安定さ、利用者の確保など、経営の不安定

要因がある現状で、収支が安定できる経営戦略は最重要課題といえます。 

 

（ウ）児童福祉事業 

ａ 保育園 

平成３０年度保育指針改定に伴い、事業団保育園基本共通である「全体的

な計画」そして、「法人保育園の目指す保育」を基に各園毎に子どもや保護

者の状況及び地域性等を踏まえた保育内容の充実を図り、時代に即した保育

所運営を行っていく必要があります。  

そして、現在、保育者には、子どもが抱えている複雑な課題に対してのス

キルや様々な問題を抱える子育て家庭を適切に支援していくための、高度な

専門性が求められている現状の中、事業拡大による職員層の低下に伴い、職

員の資質向上に向けた取り組みが不可欠です。専門性を高められる研修の充

実、さらには、キャリアパスに応じた研修体系に基づく資質や専門性の向上

に向けた取り組みを行い、必要な知識や技術を身につけられるようにする必

要があります。 

 

ｂ 児童養護施設 

４年目を迎え、児童一人ひとりが施設・地域の中で成長することができて

います。安心安全な暮らしができるよう職員一同、研修や他機関との連携を

継続して行いながら、支援の質を高める努力を続けています。地域の子育て

家庭からの相談件数も増加し続けています。引き続き相談援助の質を高める

とともに他機関との連携、本体施設の機能を活かした支援を行っていく必要

があります。地域小規模児童養護施設の開設に向け、条件に合った物件確保

が難しい状況ですが、継続して物件確保等準備をしていきます。  

イ 総括（前経営計画から本経営計画へ） 

本経営計画の策定にあたり、前経営計画の達成状況を振り返ってみると、計画

通り実行されてきた反面、本経営計画で検討しなければならない課題も明確にな

ってきました。前経営計画の課題からみえてき今後の当法人に必要な経営の３本

柱（本経営計画の３本柱）は下記の通りです。 

① サービスの質の向上（Kana・L（かなえる）ブランドの確立・発信） 

② 組織力の管理・強化（学習し続ける元気な法人） 

③ 経営の安定と強化（財務的生存力の確保と経営の安定） 

法人の存続と職員の雇用責任を果たすために上記の①～③の柱と前述にある本

計画の方向性を基に、総合経営計画（第４次）を作成いたしました。 
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３ 本経営計画の内容 

（１） Ｋａｎａ・Ｌ（かなえる）ブランドの確立・発信 （サービスの質の向上） 

ア 「Ｋａｎａ・Ｌブランド」の定義 

当法人が考える「専門性が高く良質な社会福祉サービス」を、神奈川県社会福

祉事業団の「ブランド」と定義し、当法人の頭文字の「Ｋａｎａ」と、地域が求め

職員が目指す法人実現の指標と考える４つの単語の頭文字 「L」（下図参照）を

取って、「Ｋａｎａ・Ｌ（かな・える）ブランド」と名付けました。 

「専門性が高く良質」とは、当法人が設立当初から培ってきた社会福祉サービ

スのクオリティーを、ご利用者や地域のニーズ、時代の変化に則して、常にご満足

ご納得いただけるサービスとして継続的に提供できている状態のことを指します。

その実現には、「サービス提供が専門職集団によりなされていく」という当法人の

ポリシーの下、研修教育された職員を育成していくことが重要であり推進します。 

なお、「Ｋａｎａ・Ｌブランド」が示すサービス提供の方向性は、当法人が目

指す社会福祉法人を基盤とした「総合福祉サービス事業体」の実現です。社会福祉

法人としての公益的観点と活力のある総合力で、内外に誇れるブランド価値を形成

します。 

 

 

〈地域が求める職員の目指す法人実現の指標（４つのＬ）〉 

神奈川県社会福祉事業団は、かなえます！ 

Ｌｉｆｅ（ライフ） ⇒ 生活【ご利用者の生活の質の向上、職員のライフステー

ジに応じた職場環境の創出】   

Ｌｏｖｅ （ラブ） ⇒ 愛【経営理念：「人にやさしい豊かな心」に基づく。ご

利用者に寄り添ったサービス提供、誇れる法人（職場）】 

Ｌａｎｄｍａｒｋ（ランドマーク）  ⇒ ランドマーク【経営理念：「地域社会

への貢献」に基づく。地域との共生により、社会福祉事

業のランドマークを目指す】 

Ｌａｒｇｅ（ラージ） ⇒ 大きく【経営理念：「活力ある経営」に基づく。ご利

用者、地域、職員の希望を大きく叶える。法人が学び続け

大きく成長する。】 
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イ Ｋａｎａ・Ｌ（かなえる）ブランドの見える化(内部) 

「Ｋａｎａ.Ｌブランド」で定義している「専門性が高く良質な社会福祉サービ

ス」の提供を行うため、私達のサービスを評価して見直していくことが必要だと

考えます。その過程に各事業所の評価を、職員一人ひとりがそれぞれの立場でサ

ービスを振り返り、施設を利用するご利用者やご家族、園を利用する子ども・児

童・保護者のご協力も頂きながら満足度を確認し、外部機関の評価基準も積極的

に取り入れることでサービスを評価して、評価の高いサービスはさらに高める様

に、評価が足りないサービスは改善しながら、誇れるサービスを形にして見える

化を図っていきます。  

 

ウ  Ｋａｎａ・Ｌ（かなえる）ブランドの発信(外部） 

Ｋａｎａ・Ｌ（かなえる）ブランドの見える化を図りながら、今まで培ってき

た専門性を活かし、「Ｋａｎａ.Ｌブランド」を確立し、発信していきます。それ

らを広報していくことで、更なる福祉サービスの質の向上に努めていきます。 

具体的な内容は下記の通りです。 

各事業所共通 
 論文・学会発表の検討（倫理的配慮に関する項目も記載） 

 公表されたものを見ていただく為の工夫を検討し、実施していく。 

高齢者福祉 

事業 

 自己評価の結果や改善への取り組みの公表 

 かながわベスト介護セレクト２０等の受賞歴の公表 

 かながわ高齢者福祉施設研究大会にて実践発表 

 神奈川県からの委託研修「認知症介護に係る研修事業」「地域密着

型サービス事業」を引き続き受託し研修成果を明確にする。 

児童福祉事業 

・保育園 

・児童養護 

施設 

 自己評価や第三者評価 

 保護者アンケートの結果や改善への取り組みの公表 

 ホームページに施設の取り組みや活動を掲載 

 

エ  Ｋａｎａ・Ｌ（かなえる）ブランドのサービス水準の確保について 

（ア） 職員の能力開発と組織力向上（人事考課制度・ＯＪＴ） 

専門性が高く良質な社会福祉サービスの提供を行うと定義している「Ｋａｎ

ａ・Ｌ（かなえる）ブランドのサービス水準の確保」するためには、一人ひと

りの職員が、職務に対する誇りとやりがいを持ち、それぞれの職場で、最大限

に能力を発揮することが重要です。そのためには平成１９年度に導入をした人

事考課制度にて、職員が目標面接を通して、職務遂行上の目標を持ち、その実

践を通じて発揮される能力に見合った適切な評価を行い、この評価結果を能力

開発やサービスの質に効果的に活用していくことで、職員の能力や意欲を高め、

組織力の向上を図っていきます。 
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（イ） サービスの質の標準化（マニュアルの見直し・新たなマニュアルの作成） 

サービスの質に「無理、無駄、ムラ」があることはご利用者に不利益

になり、非効率的な結果を生み出します。つまりサービスの質は低下し、

コストは増え、リスクは拡大してしまいます。 

Ｋａｎａ・Ｌ（かなえる）ブランドのサービス水準を確保するためには、サ

ービスの質の標準化が必要になってきます。当法人の考える標準化とは「サ

ービスの質を一定に保てるようにすること」を示しています。サービス

の「標準化」のために作成されたマニュアルの見直しや不足しているマ

ニュアルを作成することで、サービスの質を保障することにつながると

考えています。 

① 生活支援マニュアルの見直しを行います。 

② 認知症の「人」への実践マニュアル（認知症ケアの方向性・倫理・権利

擁護・アセスメント・コミュニケーション等）の作成を検討します。 

③ 評価基準をより具体化し実践で活用していきます。 

④ 各種マニュアルのチェックシートの検討を行います。 

 

（ウ） 事業別のサービス水準の取り組み 

良質な社会福祉サービスの発展を常に目指し、職員が職務遂行上の目標をも

ち、実践を通じて、能力や成果を公正で客観的に適正な評価を各事業別で実施

します。 

評価を通して適宜検証することにより専門性の向上につなげ、また多様なニ

ーズを把握することで当法人の経営理念を柱に丁寧かつ柔軟な対応を実践で

きるような職員像を目指し、人材育成に注力していきます。 

 

ａ 高齢者福祉事業 

サービス水準を確保するため、「個別ケアの充実」「サービスの質の標準化」

「ご利用者・ご家族満足度調査」「自己評価」等を各施設で下記の内容を実施

します。 

① サービス計画（ケアプラン）のモニタリングによる個別ケアの評価をし、

ご利用者個人の状況に応じたきめ細かいサービスを提供します。 

② ご利用者の生活の質（ＱＯＬ）を確保するためには安全かつ専門性の高

いサービス提供するため、自己評価を作成及び実施します。 

③ ご利用者、ご家族にアンケートの実施結果による改善を行います。 

④ 各職種ごとに下記チェックリストを活用し、評価します。 
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チェックリスト 評価頻度 

生活支援マニュアルチェックリスト 年２回 

相談員初任者チェックリスト  

６ヶ月、１年終了後、1 年半終了後、      

２年終了後、 

看護師初任者チェックリスト 

栄養士初任者チェックリスト 

支援員初任者チェックリスト 

 

ｂ 児童福祉事業 

（ａ）保育事業 

平成３０年度より改定された保育所保育指針を受け、事業団保育園基本

共通である「全体的な計画」、「私たちの目指す保育」を各施設ごとに実践

をし、その中で様々な視点からの自己評価並びに保育園の評価等を実施し

課題改善に努めます。自己評価並びに各保育所の総合評価を以下の通り実

施します。 

 

① 各種指導計画の自己評価 

② 保育園の自己評価(保護者アンケートも実施) 

③ 定期的な第三者評価の実施とその評価による改善 

 

チェックリスト 評価頻度 

保育士初任者自己チェックリスト ６ヶ月、１年終了後、１年半終了

後、２年終了後 

保育士中堅職員自己チェック表 年２回 

主任保育士、保育長自己チェック表 年２回 

業務マニュアル・チェック表（各年齢別） 年に１回以上 

保育園の自己評価 年１回 

 

（ｂ）児童養護事業 

① 第三者評価の受審 

② 全国児童養護協議会「児童養護施設における人権擁護と人権侵害の禁

止・防止・対応のための要項およびチェックリスト」の活用、振り返り 

③ 児童・保護者アンケートを実施していきます。その結果を児童、保護者

に内容をご報告していきます。 

④ 各職種ごとに下記チェックリストを活用し、評価します。評価結果を自

己の振り返りにつなげます。 
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チェックリスト 評価頻度 

児童養護施設初任者チェックリスト 
６ヶ月、１年終了後、１年半終了後、      

２年終了後 
相談員初任者チェックリスト 

支援員初任者チェックリスト 

児童養護施設職員チェックリスト 2年目以降 年 2回 

 

 

オ 職員研修の体系化と確実な実施による人材育成 

Ｋａｎａ・Ｌ（かなえる）ブランドの確立・成長・継続のため、法人各事業所

及び研修センターにおいて、職員階層・職種・専門スキルなどに分類された職員

研修を実施します。また、研修のねらい・内容・効果測定の結果等を各事業所及

び研修センター間で共有しつつ、年度毎の研修計画の策定、研修の実施状況、効

果測定の結果の確認、次年度研修への反映について、横断的に検討する機会を設

け、Ｋａｎａ・Ｌ（かなえる）ブランドにふさわしい、次のような取り組みを実

施します。 

 

（ア）法人各事業所 

① 事業所の業務に応じた専門知識、専門技術・スキル等を習得するための研

修の実施（職場内研修、外部研修への参加） 

② 上記研修の成果と、より精緻な技術・スキルの習得を確実なものとするこ

とを目的としたＯＪＴの実施 

③ 上記ＯＪＴによる指導内容・成果の報告及び次年度研修・ＯＪＴ実施につ

いての協議を行う、事業所ごとの研修計画会議の実施 

 

（イ）研修センター 

① 法人の経営理念、「求められる職員像」、職員行動指針に沿った業務を円滑

に行うための研修の実施 

② 上記研修の成果と、より「求められる職員像」に近づくことを目的とした

ＯＪＴの実施（ＯＪＴは各事業所において実施する。ＯＪＴの成果につい

て研修センターと各事業所とで共有を行う） 

③ 法人各事業所の研修担当責任者と研修センターとの研修計画策定会議の実

施これらを通して、確実なＫａｎａ・Ｌ（かなえる）ブランドの確立・成

長を図り、法人各事業所間で合意され統一された研修計画に基づいて、一

人ひとりの職員が活き活きと、意欲と目標を持った職務が実施できるよう

支援を行います。 
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カ ご利用者の満足度の高いサービスへの取り組み（先進性、公益性） 

（ア） 最先端技術導入の検討（業務のＩＣＴ化やロボットの導入など） 

時代時代に合わせた適切なＩＴソフトや機器など、新システム導入の有効性

を検証し、さらなる業務効率化及び適正な情報管理を図っていきます。 

高齢者福祉事業では、ＡＩ（人工知能）を用いたコミュニケーションロボッ

トの導入を行っていますが、国が推進するＩＣＴ（情報通信技術）・ＡＩを活

用した介護のパラダイムシフトを検証し、最先端の介護技術の導入についても

検討します。 

また児童福祉事業についても業務のＩＣＴ化の有効性等を検証していきま

す。 

 

（イ） 地域における公益的な取り組みの実施   

認知症カフェ等に歩いて通える場所で、地域で高齢者が安心して暮らせるよ

う支援していきます。横須賀老人ホームでは、特別養護老人ホームの休日に福

祉車両を地区社会福祉協議会や町内会会長等に老人ホーム福祉車両を移動手

段として貸し出します。箱根老人ホームでは外出等が大変だというニーズに答

えるために無料移送サービスを実施します。 

児童養護施設すまいるは、虐待通告受理及び生活保護家庭の割合が多く、外

国人児童・母子家庭が多いことも地域的な課題です。また、不登校児童も多い

ことから保護者の養育能力不足等を抱えている場合も見受けられます。 

そこで、こどもが安心して放課後の生活を送る事が出来るように、子どもの

居場所を確保することが重要となりますが、居場所を提供することだけでなく、

こどもの生活を安定させるために必要なことを支援していくことが必要です。 

あいせん児童家庭支援センターでは様々なこども・保護者からの相談等を受

けてきた経験を活かし、こどもの安全・安心を確保できる生活を目指していき

ます。 

この地域では家庭での孤食を改善する活動を実施している団体があるため、

今までの食事メインの企画から心地よい居場所作りをメインとした企画へ視

点を変え活動していきます。 

実施については子ども達の長期休暇期間に行うこととし、固定的なものでは

なく、季節ごとに特色を取り入れたものを提供できればと考えています。、こ

ども達一緒に活動を実施する事を通して、人との関わりの温かさや安心を感じ、

軽食等を取りながらこども達の話し相手となり、家庭以外にも頼れる大人がい

ることを感じられる居場所の提供をして行きます。 

 

 

 

 

20 



 

（２） 学習し続ける元気な法人（組織力の管理・強化） 

ア 組織強化と活性化に向けた取り組み 

（ア） 人材確保の取り組み 

団塊の世代が全員７５歳以上になる２０２５年度には、介護職員が約「２５

３万人」必要になると言われており、今現在の介護職員数にプラスして「３７.

７万人」の確保が必要と言われています。 

また、児童分野においては、厚生労働省より「保育士確保プラン」の公表に

よると、平成２９年度末において必要となる保育士「４６．３万人」から、平

成２５年度の保育所勤務保育士数３７．８万人及び平成２９年度末までの自然

体の増加分２万人を差し引いた、新たに必要となる「６．９万人」の保育士が

必要になると言われています。 

当法人としては、５年１０年先中長期の安定した人材の確保を行うために、

介護職員においては外国人の活用は必要不可欠であると考えています。 

そのため、すでに行われているＥＰＡの実施や、他の制度の枠組みを活用を

検討し、日本人を含めた多様性に富む選択肢の準備をする必要があります。 

具体的に、人材の募集に関しては、就職説明会に積極的に参加し、説明会参

加者に更に施設を知ってもらうために、施設訪問に繋がるような働きかけを行

います。 

また、安定的な人材の確保のために、大学・短大・養成機関・高等学校との

連携による強固な信頼関係の構築を行います。また、「介護職員初任者研修」

への受講支援により、法人内育成の実施に伴う高校生や中高年者等（未経験者

等）の積極的な採用を行います。職員募集については、神奈川県内のみならず、

地方都市への求人広告・学校訪問等の拡大を図るとともに、更にはＥＰＡ介護

福祉士候補生の継続的受け入れ、国が平成２９年１１月より実施の外国人技能

実習生の受け入れなど外国人職員についても、国の法整備の状況を見据えた上

で、優秀な人材を広く確保・養成に努めます。 

前述の地方都市からの保育士、介護・看護職員、外国人介護職員及び、求人

困難地域の職員確保のため、宿舎をはじめとする福利厚生の充実を図り、より

良い勤務環境の整備に努めます。なお、高齢者福祉施設を経営するためには、

一定数以上の有資格者を確保する必要があります。専門学校・大学からの有資

格者の就職が激減した昨今、人材の確保を図るために、無資格者（高校卒等）

も積極的に採用し、入職後の資格取得のために、経済的支援を行います。 

さらに、人材の確保のすそ野を広げる為、日本語学校で学んでいる外国人留

学生の積極的な就労（週２８時間のアルバイト）の受け入れや、介護福祉士養

成校への就学（２年間）資金を一部奨学金として経済的支援を行うことで、介

護福祉士資格を取得した外国人人材の獲得を検討します。そして、当法人の資

格取得支援は、法人の組織としての人材の質を担保し、ご利用者の生活の質の

向上を図る上で、大変重要な取り組みであると考えています。 
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（イ） ビジョンの明確化と共有  

限られた人材の中で活力ある経営を維持、発展させていくためには、高い組

織力を保てるかどうかが鍵となります。特に福祉分野の仕事は、チームとして

高いモチベーションを保てることが良いサービス提供につながり、それに対し

て良い評価を得ることでチームが成長していくという、組織としての好循環を

生みます。 

組織力を維持、向上させていくためには、私たちが何を目指しているのか、

何のために仕事をしているのか、そのためには何をすべきなのか、ビジョンを

明確にしていくことが必要です。福祉が目指すものは形がなく、人の生活に関

することゆえ正解がないため、目標を明らかにするのは難しいところがありま

すが、それを言語化する努力をし、法人として描いたビジョンを職員一人ひと

りが理解し、自分のビジョンとしても共有できるようにすること、また、常に

それができているかを確認していくことなど、組織として意識的に取り組んで

いきます。 

 

（ウ） 職員研修の活用・運用、人事考課 

組織、チームを成す職員一人ひとりが、法人のビジョンを理解し、それが職

員個人が目指すものとマッチし、自分自身の成長にも繋がると思えた時、組織

としての凝集性は高まり、職員個々の成長やモチベーションの維持・組織力向

上に繋がります。そのために次のことに努めていきます。 

 

ａ 職員研修の活用、運用 

職員一人ひとりの能力や個性、特性を十分に把握し、職員自身の希望も聞

きながら、本人に合った研修を主体的に受講できる機会を設けていきます。

また本人の次のステップに繋げていけるような個人の受講履歴を適切に管理

し、そこで得た学びを他職員に伝達していけるようシステム化します。昨今

の新採用職員は多様化しているため、よりきめ細やかな人材育成の仕組みが

求められます。専門職としての倫理、知識、技術を身に付けるものから、社

会人、組織人としての成長を促せるようなものまで、幅広く計画的に職員研

修を進めていきます。 

 

ｂ 人事考課制度の効果的利用 

職員一人ひとりの目標、ビジョンを明確にしていくことと、組織やチーム

とのビジョンをマッチさせていくこと、また、職員の目標達成のための進捗

状況の管理などには、人事考課制度での考課者との面接が非常に有効です。

人事考課はすでに継続して行なっておりますが、面接の内容の質の向上や、

確実な運用を目指して、さらに努力していきます。 
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（エ） 職員交流  

経営理念や組織目標の達成に向けて、職員の自発性を引き出し、職員同士で

相互に理解し、協力し合い、モチベーションを向上させながら、成果を挙げる

組織体制を作ります。そして、そのチームが効果的に動き、組織活性化に繋が

るように職員同士の交流を深めていきます。また、思いを一つにして法人とし

ての職員意識も高められるように交流会等の企画検討していきます。 

 

（オ） ＰＤＣＡサイクル  

ＰＤＣＡサイクルを用い、実現可能な職員提案と仕組みを強固なものにして

いきます。トップダウンだけではなく、職員一人ひとりが提案できるボトムア

ップを図ります。提案については、法人の理念に沿ったものか、現在の組織内

での実現の可能性、課題の抽出、地域ニーズとの合致など、例えば、事業所等

で課題解決や目標達成のために結成した職員によりプロジェクト化し、検証を

重ねます。プロジェクトの進行状況は誰もが見える形にしていきます。 

 

イ 福利厚生と労働環境の充実  

（ア） 福利厚生の充実 

魅力のある福利厚生は就職先を選ぶ一つの選択肢になっています。福利厚生

を充実させることは労働力の確保・定着、労働意欲・能率の向上につながりま

すので、新たな項目等の検討を行い、現状に合った福利厚生の制度を確立する

ことが当事業団の発展のために重要になります。 

そこで職員のニーズを反映させながら、仕事に対するやりがいの為に業務に

必要不可欠な資格取得ができるよう支援をすることや趣味・教養・健康増進に

関することを支援することで職員をフォローできる福利厚生を充実させてい

くことが職員の確保・定着、労働意欲・能率の向上に繋がります。そして、事

業団で働けることが喜びとなるよう創意工夫していきます。 

  

（イ） 労働環境の充実 

働きやすい環境を整えるため、介護・保育の仕事では腰痛になってしまうこ

とがあるので、福祉機器導入の検討や職員の身体ケアを行う必要があります。 

また、一人ひとりの職員が充実した生活を送るために、法人全体としてハラ

スメントの防止に取り組みを行うことを宣言し、各施設へ当法人はハラスメン

トの防止に取り組んでいる旨全職員へ周知し、取り組んでいきます。 

また、労働時間において長時間・過重労働により一人で抱え込み、心のバラ

ンスを崩すことのないように、職場の風通しを良くするために積極的にコミュ

ニケーションをとり、普段と変わった様子があれば、迅速にコミュニケーショ

ンをとり、職員のメンタルヘルス等にも取り組んでいくことで良好な職場環境

の維持または不適切な労働環境の改善を心がけ取り組んで行きます。 
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（３）財務的生存力の確保と経営の安定（経営の安定と強化） 

ア  施設整備               

（ア） 高齢者福祉事業            

老人ホームの建物においては、平成２７年度に外部機関（NTT ファシリテ

ィーズ）に依頼し調査を行った結果、建物・設備等に経年劣化が進んでいる事

が判明いたしました。今後建物の維持保全を優先とし、具体的な修繕計画（緊

急時・計画時）を作成し、ご利用者が安全に生活ができるような修繕を適切に

行っていきます。またベッド・特殊浴槽などの備品更新計画を作成し、計画的

に更新していきます。 

 

（イ） 児童福祉事業 

屏風ヶ浦保育園については築３１年を経過し、平成２２年度大規模修繕は行

っているが、老朽化が進行している現状を踏まえて、建て替えも視野に入れた

再整備を行います。 

 

イ  経営の安定・強化           

前計画に基づき、引き続き財務的資源の検証を行い、あらゆる社会的資源の活

用による「財務的生存力」の確保をもって、法人経営の安定化を図ります。 

 

（ア） あしがら広域福祉センターひかりの里事業再編成 

介護保険事業計画第８期（平成３３年度～３５年度）に向けて、あしがら広

域福祉センターひかりの里の増床を計画していきます。 

あわせて箱根老人ホームにおいても県西地区の介護ニーズをふまえて適正

な介護サービスの量、質を検討しながら事業再編成を見直していきます。 

 

（イ） 既存事業の見直し 

高齢者福祉事業におきましては、介護予防への取り組みや、認知症になって

も地域で生活できるような共生社会実現を目指す、といった社会のニーズに応

じていけるよう、これまで培ってきた認知症介護の知識や技術、ネットワーク

などを活かし、実践を進めていきます。 

一方、居宅・通所・訪問介護といった在宅系のサービスは、各地域でのニー

ズや収支のバランスを勘案しつつ、必要に応じて事業転換も検討していきます。 

また、適正な経費として収入につなげていけるよう、介護保険給付外サービ

ス(居住費・食費・おやつ代等)の見直しを行っていきます。 

法人全体としては、各部署の機能の見直し、強化を行い、効率的で実行力の

ある管理体制作りに努めていきます。 
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（ウ） 経営状況の検証及び見直し 

限られた財源の中で各事業所の財務状況をリアルタイムに把握することは

必須であります。そのことから財務状況を適時適正に管理・把握できるような

システムを構築し、有効的に活用していきます。 

また人事考課・キャリアパス・給与検討プロジェクト報告書（平成２６年１

０月３１日）の内容を踏まえながら、給与の見直しの検討を行っていきます。 

 

（エ） 職員配置基準 

平成２９年度に職員の配置基準を再検討しました。法人経営支出の多くを占

めているのは人件費です。効果的な人件費管理は経営の大きな柱といえます。

職員配置基準を毎年度の各事業所の事業計画に明記します。経営会議等で職員

配置状況を確認し、施設長と協力をして、適正に法人経営を行います。 

 

ウ 新規分野の検証・研究  

児童、高齢者、障がい者の垣根が無くなる地域における共生社会の実現に向け

て、次のような内容の実施に向けて検証・研究を行います。 

 セーフティーネットの検討（低家賃高齢者住宅、母子関係等） 

 共生型サービス事業所の検討（共生型訪問介護事業所等） 

 障がい者等の就労支援 

 移送サービス事業所開設の検討 

 屏風ヶ浦保育園の隣接する土地の活用を検討 

 新規事業の研究・企画・実施 

  

エ その他 

（ア） 事業計画書の見直し 

毎年、事業計画書を作成していますが、より具体的に数値化した内容を追加

した作成方法の見直しを行い、可視化していきます。 

          

（イ） ＩＣＴ化の検討・導入（職員情報の一元管理・音声入力等）           

先行導入した横須賀老人ホームでは、パソコンによる記録システムの導入、

特に音声入力を取り入れたことにより、時間短縮、業務の省力化につながりま

した。ＥＰＡ実習生などでも記録が可能になっています。このことを踏まえて

他の老人ホームへの導入も実情に合わせて検討を行います。 

また、音声入力以外でも新しいＩＣＴ機器の情報収集に努め、時代と現場に

即したＩＣＴ化についても、検討を行っていきます。なおＩＣＴ機器の導入と

介護報酬の影響に関しても、国の動向を把握して、経営戦略を考えていきます。 

職員データの一元化により、計画的、継続的な人材育成と合理的な経営が実

現できるよう活用していきます。 
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４ 資金収支計画 

  本経営計画における「各年度決算」に伴う資金収支計画は、修繕積立金等を勘案し、 

次により推計します。  

 

【年度末資金収支額表】 

  

（単位：百万円） 

区    分 
前経営計画年度 本 経 営 計 画 年 度 

29年度見込額 30年度見込額 31年度見込額 32年度見込額 

社
会
福
祉
事
業 

収入計 4,519 4,263 4,149 4,288 

支出計 4,364 4,254 4,131 4,266 

収支差額 155 9 18 22 

公
益
事
業 

収入計 182 163 163 163 

支出計 193 167 167 167 

収支差額 △11 △4 △4 △4 

収
益
事
業 

収入計 117 117 117 117 

支出計 116 116 116 116 

収支差額 1 1 1 1 

合 

計 

収入計 4,818 4,543 4,429 4,568 

支出計 4,673 4,537 4,414 4,549 

収支差額 145 6 15 19 

 

 

５ 資料編 

 ・神奈川県社会福祉事業団経営理念体系図      ・・・・・  資料１ 

 ・神奈川県社会福祉事業団総合経営計画第４次総括表 ・・・・・  資料２ 
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資 料 １

【経営理念】 【経営方針】 【職員行動指針】

○　人権擁護
 　　 私たちは、利用者の尊厳を守り、人としてあたりまえの暮らしを支えるため人権擁護に努
　　めます。
○　自立支援

◎　利用者の人権擁護と自立支援 　 　 私たちは、利用者の意思を尊重し、その人らしい生活ができるよう支援します。
　　　利用者の人権を尊重し、自分らしい生活が継続 ○　差別の禁止
　　できるよう支援します。 　　　私たちは、出生、国籍、信条、宗教、性別、人種、民族、年齢、知的身体的障がい、

　 病歴、社会的地位等による差別を行いません。

　神奈川県社会福祉事業団は、人にやさしい豊かな ○　サービスの質の向上
心を持って、地域福祉の信頼ある担い手として、地域 　　  私たちは、利用者との対等な関係のもと、必要なサービスを迅速かつ適切に提供すると
社会に貢献していきます。 ◎　サービスの質の向上と人材の育成 　  ともに、サービスに対する意見や苦情は真摯に受け止め、改善・向上に努めます。
　また、みんなの笑顔があふれる福祉サービスの向上 　　　より質の高いサービスの提供を目指し、人材育 ○　福祉の心と専門的技術の修得・実践等
に努め、日々新たな気持ちで、活力ある経営を目指し 　　成による専門性を確保するとともに、その専門性      私たちは、豊かな人間性と思いやりの心を育み、高度な専門的知識や技術の修得・実践
ます。 　　を地域へ還元します。 　 に努めるとともに、その専門性を地域の人々に様々なかたちで還元します。

◎　安全・安心な施設運営 ○　リスクマネジメントの確立
 　日常的に提供する人的・物的サービスの検証、 　　 私たちは、日頃から危険な行為及び箇所をチェックし安全管理の徹底に努めます。
 　改善に努めます。また、清潔で明るい環境保持に ○　清潔で明るい施設運営
   努めるとともに、リスクマネジメントを確立し、安全・   　　私たちは、利用者とともに快適に過ごせるよう清潔で明るい施設運営に努めます。
　 安心な施設運営を行います。

○　地域との共生
  　 私たちは、地域ニーズを的確に捉え地域福祉サービスの拠点として、地域ネットワークの
　 構築に努め、持てる知識、技術を発揮し、地域とともに支え合います。
○　地域交流

◎　 地域との共生 　　　私たちは、地域イベント等の積極的な参加等を通じて、地域社会との交流を深め、その
　　　 信頼される社会福祉法人として、地域とのパート 　 地域の一員として活動します。
　　 ナーシップにより、地域社会に貢献します。 ○　災害への対応

　　　私たちは、災害に対して、日頃から地域と連携し、可能な限り支援活動に努めます。
◎　法令遵守
　　関係する法令の内容と精神を正しく理解し、 ○　法令遵守
　  遵守します。     　私たちは、関係法令や諸規定の内容と精神を正しく理解し、遵守します。

○　規律の保持
　  　私たちは、風通しの良い職場で規律を守り、もとより社会の一員として倫理的な行動を
　　モットーとします。

◎　資産の有効活用と透明な事業経営 ○　環境保全
　　かけがえのない経営資産を有効に活用し、職員が働 　　　私たちは、事業による廃棄物の最少化に努め、併せて資源やエネルギーの効率的利用
　きやすい労働環境づくりや各種の協力体制の強化・拡 　 と再資源化に努めます。
  大に努め、経営責任を果たします。
　　また、個人情報を適切に取り扱った上で、情報の積 ○　個人情報の保護と情報の発信・開示
　極的な発信・開示を行うとともに、外部機関による事業 　　　私たちは、個人情報を適切に取り扱い、情報を発信・開示します。
　評価の実施などにより透明な事業経営を行います。 ○　目標ある自己研鑽

　　　私たちは、仕事を通じて、人生の喜びや自己実現が図られると考え、自分が目指す目標
◎　現場主義・経営改革による活力ある経営 　　を掲げて自己研鑽に努めます。
　 　各施設が自立した事業体として、それぞれが現場
　 を大切にした効率的な事業経営に努めるとともに、 ○　活力ある職場づくりと効果的な業務遂行
　 環境変化に対する不断の経営改革により、持続的   　　私たちは、職員相互が目標・情報を共有し、活力ある職場づくりに努めるとともに、常にコ
　 な活力ある経営を目指します。 　　スト意識をもって、効果的な業務遂行に心がけます。

○　改善意見の提言・企画参加
  　　私たちは、施設運営や業務運営に関し、積極的に改善・改革について意見や希望を提
　　言し、その企画立案に参加します。

神奈川県社会福祉事業団経営理念体系図

　◇人にやさしい豊かな心

　◇地域社会への貢献

　◇活力ある経営

◇活力ある経営

◇人にやさしい豊かな心

◇地域社会への貢献



平成30年4月1日 資　料　２

計画対象範囲

施設事業名（範囲） 27・28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

経営戦略
室

平成２８年４月経営戦略室設置
・保育士確保対策バスツアーの実施
・老人ホーム施設体験見学会の実施
・法人就職説明会の実施
・各種就職セミナー参加
・高校・専門学校・大学等学校訪問
・児童養護施設訪問（2施設）
・既卒求人媒体の導入（4週間）
・求人タウン情報誌の導入
・施設見学の強化
・EPAベトナム現地合同面接会参加
・技能実習生中国・ベトナム視察
・求人用冊子等の見直し実施
・外国人介護福祉士養成校入学支
援の検討
・職員配置基準の見直し

・東北3県高等学校教員面接会参加
・EPAインドネシア現地合同面接会参
加
・外国人介護技能実習生中国（上
海）視察
・外国人介護技能実習生受け入れ準
備調整
・EPA介護福祉士候補生　新規受け
入れプロジェクト　・外国人介護福祉
士養成校入学支援の準備、実施
・有料老人ホーム・GH・（盲）養護営
業活動
・就職ブース装飾の見直し
・法人イメージ画像スライドショーの作
成
・求人用冊子等の見直し実施
・職員配置基準に基づく職員採用計
画実施
・休日日数、求人票の見直し検討
・ハローワークと人材センターとの連
携強化

・法人ホームページの見直し
・法人イメージ動画作成
・児童養護施設連携体制の強化（6施設）
・職員募集の国内広範囲の広報の強化（営
業努力）
・適切な職員配置基準に基づく職員採用の
実施
・年次有給休暇取得率向上策の検討
・施設所在地の市社会福祉協議会との関係
づくりの強化
・職員離職者防止策の検討
・有料老人ホーム・GH営業活動の継続・強
化　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
EPA・技能実習生の現地合同面接会参加
・外国人介護技能実習生受け入れ、プロ
ジェクト
・EPA介護福祉士候補生　受け入れプロ
ジェクト開始
・外国人介護福祉士養成校入学支援の継
続的実施
・外国人介護職員の受け入れ施設マニュア
ルの作成

・法人ホームページの見直し
・法人イメージ動画作成
・児童養護施設連携体制の強化（8施
設）
・学生就職セミナーへの積極的な参加
・職員募集の国内広範囲の広報の強化
（営業努力）
・適切な職員配置基準に基づく職員採
用の実施
・求人冊子等の作成の合理化や印刷経
費の削減の検討

総合経営
センター

●経営理念による
法人帰属意識の
醸成
●次世代法人経
営への基盤強化
（計画的積立金の
創出）
●総合福祉サー
ビス事業体構想
（第４期経営計画）
●地域基幹施設
展開構想計画
（第４期経営計画）

・平成２８年７月法人本部移転
・南日野保育園再整備プロジェクト
・社会福祉法人足柄上郡福祉会合
併推進プロジェクト
・介護付有料老人ホーム「結」利用向
上委員会
・第４次総合経営計画策定委員会
・介護職員初任者研修
・経営執行部の機能強化
・法人経営財源の確保
・経営状況の把握
　人的資源、財務的資源、物的資源
・地域包括ケアシステム等の検証
　地域ケアネットワーク作り
・医療機関経営の検証と経営参入ス
キームの構築
・資金収支計画（財務的資源計画）
　新規事業対応資金計画
　修繕積立金の必要額積増し
　公益的役割への検証

・平成２９年４月社会福祉法改正に伴
う対応
・専務理事の設置
・職員配置基準の作成
・ＩＴ化した人事システムの導入
・法人経営計画第４次委員会（最終
報告）
・経営執行部の幹部職員の養成
・法人経営計画第４次委員会（骨子
案）
・地域包括ケアシステム等の検証
　地域ケアネットワーク作り
・資金収支計画（財務的資源）
　新規事業対応資金計画
　隣接地土地購入の検討
　公益的、公共的役割の検証
・次世代の経営環境の構築
・人材の確保、海外労働者採用計画

・給料の見直しの検討
・修繕計画の作成
・認知症の「人」への実践マニュアル委員会
・Ｋａｎａ・Ｌブランド商標登録
・経営執行部の機能強化
・法人経営財源の確保
・経営状況の把握
　人的資源、財務的資源、物的資源
・地域包括ケアシステム等の検証・医療機
関経営の検証と経営参入スキームの構築・
資金収支計画（財務的資源計画）
　新規事業対応資金計画
　修繕積立金の必要額
　公益的役割への検証
・本経営計画の検証と第４次経営計画開始

・総合経営計画（第５次）策定委員会
・修繕計画の活用
・生活支援マニュアルの見直し
・経営執行部の幹部職員の養成
・地域包括ケアシステム等の検証
　地域ケアネットワーク作り
・医療機関経営の検証と経営参入スキー
ムの構築
・資金収支計画（財務的資源）
　新規事業対応資金計画
　修繕積立金の必要額
　公益的、公共的役割の検証
・次世代の経営環境の構築
・人材の確保、海外労働者採用計画

○その他 法人全体

【経営計画の重点的視点】
・人材の確保と育成
・経営組織体制の強化（法人役員
等）
・財務管理の透明性（27会計基準）
・総合福祉事業サービス事業体の実
行

【社会福祉法人会計基準による検
証】
・平成２８年度財務状況
・社会福祉法人のあり方検討での法
人方向性
・修繕費積立金の強化

【経営計画の重点的視点】
・人材の確保と育成
・経営組織体制の強化
・財務管理の透明性
・総合福祉事業サービス事業体の実行

【社会福祉法人会計基準による検証】
・平成３０年度財務状況
・社会福祉法改正に伴う法人方向性
・修繕費積立金の強化

研　修
センター

○　研修センター 研修センター

・厚生労働省に通知に基づく「認知
症介護実践者研修・実践リーダー研
修」カリキュラム変更
・認知症介護基礎研修（新設）受け
入れ
･地域密着型サービスに係る研修、
身体拘束廃止モデル施設研修、高
齢者の権利擁護に関する研修、受け
入れ
･相模原市認知症介護実践者研修・
実践リーダー研修、契約終了

・受託事業と自主事業の取組みと実
践
・研修事業増加による職員体制の検
証・公共的役割としての収支検証
・受託事業と自主事業の融合
・次世代経営検証での事業推進

【研修センター】
・厚生労働省通知に基づく、認知症介護実
践者等養成事業（「認知症介護基礎研修」
「認知症介護実践者研修」「認知症介護実
践リーダー研修」「認知症対応型サービス
事業開設者研修」「認知症対応型サービス
事業管理者研修」「小規模多機能型サービ
ス等計画作成担当者研修」）の受託及び、
県内介護保険施設等介護職員等へ事業の
実施。
・法人研修の実施。

【研修事業の今後】
　認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）に示さ
れている認知症の容態に応じた適時・適切な医療・介護
等の提供に資するような人材が研修によって育成できる
よう必要な研修内容を検討していきます。

収益事業
センター

○　物品販売事
業

法人代理店

【顧客獲得実施】
・収益事業顧客展開（全国的PR活
動）
【兼務業務】
・法人業務（各種申請業務）
・他施設の会計事務補助

【顧客獲得実施】
・収益事業顧客展開（全国的PR活
動）
【兼務業務】
・法人業務（各種申請業務）
・他施設の会計事務補助

【顧客獲得実施】
・収益事業顧客展開（全国的PR活動）
【兼務業務】
・法人業務（事務執行の収支精算等の確
認）
・他施設の会計事務補助
【事業展開】
・収益事業の次期展開計画
【消費税軽減税率の対応】

【顧客獲得実施】
・収益事業顧客展開（全国的PR活動）
【兼務業務】
・法人業務（事務執行の収支精算等の
確認）
・他施設の会計事務補助
【事業展開】
・収益事業の次期展開計画

【収益事業の将来性】
　社会福祉法人の収益事業の今後については、当面の
間は社会福祉事業の補完的（みなし寄付金）事業として
位置づけます。

老人
ホーム

○経営基盤の安定化
　（介護報酬検証）

○基幹施設地域ネット
ワーク事業

○介護マニュアルの実
施

横須賀老人ホーム
横須賀養護老人ホーム

箱根老人ホーム
湘南老人ホーム

高齢者グループホーム
「輪」

有料老人ホーム「結」
あしがら広域福祉セン

ターひかりの里

・平成２７年５月介護付有料老人ホー
ム「結」経営
・平成２８年１２月ＥＰＡの受け入れ
（横須賀老人ホーム）
・平成２７年４月１日箱根老人ホーム
借り上げ宿舎
・平成２８年５月３１日箱根老人ホー
ム通所介護廃止
・箱根老人ホームあり方検討会
・平成２８年７月箱根業務手当
・かながわベスト介護セレクト２０受賞

・ＥＰＡの受け入れ（横須賀老人ホー
ム・箱根老人ホーム）
･箱根老人ホームあり方検討会
･社会福祉法人足柄上郡福祉会吸収
合併
･４老人ホーム共通目的、運営方針の
見直し
･事故報告書見直し
･かながわベスト介護セレクト２０受賞
･認知症カフェ、おたすけたい
･介護保険給付外サービス（居住費・
食費・おやつ代）の見直しの検討・調
整

･あしがら広域福祉センターひかりの里増床
計画
･技能実習受け入れ（ひかりの里）
･EPA受け入れ（箱根老人ホーム・湘南老人
ホーム）
･サービス区分毎の収支の再検討

･就業規程の見直しに伴う職員配置基準
の改正
･ひかりの里再整備第８期介護保険事業
計画への位置づけ検討

【特養の今後】
　当法人が経営する特別養護老人ホームは、建設より２
０年前後が経過しており、大規模修繕を必要とする時期
となっています。特別養護老人ホームの経営は、当法人
の経営基盤を支える中核的な施設として重要な役割を
担っており、今後も継続して維持管理をしていく必要が
あります。
  今後数十年施設の維持ができるよう、必要最低限の修
繕を計画的に行なっていくこととしています。
・　国においての「社会福祉法人のあり方検討会」の指
摘されている内部留保（余裕財産）について、修繕積立
金等の必要経費を考察した上で、効率的・計画的な資
金収支計画を策定します。

【地域包括ケアシステムの構築】
・団塊の世代が、７５歳以上となる２０２５年を目途に、重
度な介護状態になっても、住み慣れた地域で暮らしなが
ら自分らしい人生を最後まで続けられるように、医療・介
護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供される地域
包括ケアシステムの構築を実現する事を、目的としてい
ます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【平
成３０年度介護保険改正（報酬減算＝公的リスク）】
・平成３０年度の介護保険報酬改正（サービス単位）は、
「改定率+0.54%の引き上げ」となりましたが、今後も社会
福祉法人の経営は厳しさを増すものと考えられます。そ
うした中でも、当法人が経営理念の下に、地域住民から
信頼され、持続可能な経営を果たすことができるように
本計画を実行してまいります。

○　人にやさしい豊かな心　　　　　○　地域社会への貢献         ○　活力ある経営

参　　照　　事　　項

法人全体

【総合経営計画第４次の趣旨】
　制度改正に的確に対応するとともに、これまで実施し
てきた「総合経営計画第３次」について検証及び総括す
ることにより、国が求める方向性と現在の法人の課題を
整理して、今後の具体的な取り組み事項を示すこととし、
新たに「総合経営計画第４次」を策定しました。当法人が
経営理念の下に、地域住民から信頼され、持続可能な
経営を果たすことができるように本計画を実行してまいり
ます。
　また、本計画では経営理念を実現するための補完的
な定義として「Ｋａｎａ・Ｌ（かなえる）ブランド」を確立しまし
た。

【当法人の経営の現況と今後】
　経営基盤の安定化・強化促進においては、前経営計
画からの事業展開を推進しましたが、平成３０年度には、
医療・介護・障害福祉制度における報酬同時改定が行
われ、社会福祉法人の経営は厳しさを増すものと考えら
れます。
　今後も全役職員の一体となった事業展開が必要で
す。
そのためにも、人材の確保は必須であり、育成の充実を
図り、次の世代を育てなければなりません。
　より一層の職員個々の法人への思いを醸成させ、法人
の発展につなげていく時代です。
　
【今後の視点】
　老朽化する建物の修繕や人材の継続的確保、施設の
経営状況を受けての事業再編成等、課題があるのも事
実です。また、公益性・非営利性に重点を置いた地域貢
献事業、及び社会福祉法人としての新たに求められる
事業についての創意工夫や展開が必須となっていま
す。そのため、本計画のビジョンに基づいた中期経営戦
略を「Ｋａｎａ・Ｌ（かなえる）ブランドの確立・発信」・「学習
し続ける元気な法人」・「財務的生存力の確保と経営の
安定」の３本柱に位置付け、それに基づいて、新たな時
代の社会福祉法人としての役割を果たしていきます。

【社会福祉法人の使命と改革の方向】
　厚生労働省老健局高齢支援課資料平成28年3月31日
に成立した社会福祉法等の一部を改正する法律により、
「経営組織のガバナンスの強化」、「事業運営の透明性
の向上」、「財務規律の強化」、「地域における公益的な
取組」、さらに、公益性や非営利性を徹底することが求
められました。当法人としては、「社会福祉法人を基盤と
した総合福祉サービス事業体を目指すことが、次世代に
繋ぐ法人のあるべき姿」という法人の基本的概念を崩す
ことなく、引き続き、経営の透明性の確保、公益性・公共
性における人的資源・財務的資源・物的資源の追及に
努め、時代が求める社会福祉法人のあり方の具現化に
向け、一歩一歩着実に遂行していきます。

総 合 経 営 計 画 （ 第 4 次 ） 総 括 表

法　　　人
事業区分

総合経営計画
（第４次）の諸点

総合経営計画年度（H30年度～H31年度：３か年度） 　　　 　【経　　営　　理　　念】

総合経営計画（第4次）先行実施分
（多面的視野による多角的経営へ） 総　合　経　営　計　画　（第4次）　進　行　表
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計画対象範囲

施設事業名（範囲） 27・28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

あいせん保育園

第三者評価の受審
【保育サービスの充実と人材育成】
・新保育所保育指針と事業団保育園の方針・
目標に則った保育の提供
・人材の確保と職員の定着
・職責に応じたキャリアアップ研修
・職員（新採用・中堅・基幹）の育成
【地域子育て支援の拡充】
・ニーズに即した地域支援
・公益的な事業の取組

【保育サービスの充実と人材育成】
・新保育所保育指針と事業団保育園の方
針・目標に則った保育の提供
・人材の確保と職員の定着
・職責に応じたキャリアアップ研修
・職員（新採用・中堅・基幹）の育成
【地域子育て支援の拡充】
・ニーズに即した地域支援
・公益的な事業の取組

かんのん町保育園

【保育サービスの充実と人材育成】
・新保育所保育指針と事業団保育園の方針・
目標に則った保育の提供
・人材の確保と職員の定着
・職責に応じたキャリアアップ研修
・職員（新採用・中堅・基幹）の育成
【地域子育て支援の拡充】
・ニーズに即した地域支援
・公益的な事業の取組

保育方針・保育目標の周知徹底
【保育サービスの充実と人材育成】
・新保育所保育指針と事業団保育園の方
針・目標に則った保育の提供
・人材の確保と職員の定着
・職責に応じたキャリアアップ研修
・職員（新採用・中堅・基幹）の育成
【地域子育て支援の拡充】
・ニーズに即した地域支援
・公益的な事業の取組

新川崎みらいのそら保
育園

平成２９年４月新川崎みらいのそら保育園開
園
保育方針・保育目標の統一化　　　　　　　【新
保育所制度、職員研修の強化】
（保育園共通事項）
・認定制度移行での保育サービスの充実化
・子ども子育て支援新制度による措置費請求
改正（実績請求）
・基幹（幹部）級保育士の養成
・新規保育園受託、新設の検証
・当該施設待機児童の検証（潜在的想定）

新設園２年目保育運営の検証・充実
【保育サービスの充実と人材育成】
・新保育所保育指針と事業団保育園の方針・
目標に則った保育の提供
・人材の確保と職員の定着
・職責に応じたキャリアアップ研修
・職員（新採用・中堅・基幹）の育成
【地域子育て支援の拡充】
・ニーズに即した地域支援
・一時保育事業の充実
・公益的な事業の取組

第三者評価の受審
【保育サービスの充実と人材育成】
・新保育所保育指針と事業団保育園の方
針・目標に則った保育の提供
・人材の確保と職員の定着
・職責に応じたキャリアアップ研修
・職員（新採用・中堅・基幹）の育成
【地域子育て支援の拡充】
・ニーズに即した地域支援
・一時保育事業の充実
・公益的な事業の取組

【保育サービスの充実と人材育成】
・新保育所保育指針と事業団保育園
の方針・目標に則った保育の提供
・人材の確保と職員の定着
・職責に応じたキャリアアップ研修
・職員（新採用・中堅・基幹）の育成
【地域子育て支援の拡充】
・ニーズに即した地域支援
・一時保育事業の充実
・公益的な事業の取組

屏風ヶ浦保育園

【新保育所制度、職員研修の強化】
（保育園共通事項）
・認定制度移行での保育サービスの充実化
・子ども子育て支援新制度による措置費請求
改正（実績請求）
・基幹（幹部）級保育士の養成
・新規保育園受託、新設の検証
・認定子ども園等に伴う新制度検証
・当該施設待機児童の検証（潜在的想定）

保育方針・保育目標の統一化
【新保育所制度、職員研修の強化】
（保育園共通事項）
・認定制度移行での保育サービスの充実化
・子ども子育て支援新制度による措置費請求
改正（実績請求）
・基幹（幹部）級保育士の養成
・新規保育園受託、新設の検証
・当該施設待機児童の検証（潜在的想定）

【保育サービスの充実と人材育成】
・新保育所保育指針と事業団保育園の方針・
目標に則った保育の提供
・人材の確保と職員の定着
・職責に応じたキャリアアップ研修
・職員（新採用・中堅・基幹）の育成
【地域子育て支援の拡充】
・ニーズに即した地域支援
・公益的な事業の取組
【新たな可能性の検証】
・建て替えを視野に入れた再整備の検討
・近隣の土地活用検討

屏風ゆめの森保育園

平成２８年４月屏風ゆめの森保育園開園
【新保育所制度、職員研修の強化】
（保育園共通事項）
・認定制度移行での保育サービスの充実化
・子ども子育て支援新制度による措置費請求
改正（実績請求）
・基幹（幹部）級保育士の養成
・新規保育園受託、新設の検証
・認定子ども園等に伴う新制度検証
・当該施設待機児童の検証（潜在的想定）

保育方針・保育目標の統一化
【新保育所制度、職員研修の強化】
（保育園共通事項）
・認定制度移行での保育サービスの充実化
・子ども子育て支援新制度による措置費請求
改正（実績請求）
・基幹（幹部）級保育士の養成
・新規保育園受託、新設の検証
・当該施設待機児童の検証（潜在的想定）
・第三者評価受審による保育内容の見直し

【保育サービスの充実と人材育成】
・新保育所保育指針と事業団保育園の方針・
目標に則った保育の提供
・人材の確保と職員の定着
・職責に応じたキャリアアップ研修
・職員（新採用・中堅・基幹）の育成
【地域子育て支援の拡充】
・ニーズに即した地域支援
・一時保育事業の充実
・小規模園との連携
・公益的な事業の取組
【保育の可視化】
・保育内容を伝える取組の工夫と保護者との
連携

みなみひの保育園

【南日野保育園再整備計画】
・仮園舎（敷地内）工事、平成27年12月開始
・平成28年5月仮園舎引越
・本園舎解体工事、平成28年6月開始
・本園舎平成28年7月建替え工事開始
・本園舎完成平成29年3月末
【新保育所制度、職員研修の強化】
（保育園共通事項）
・認定制度移行での保育サービスの充実化
・子ども子育て支援新制度による措置費請求
改正（実績請求）
・基幹（幹部）級保育士の養成
・新規保育園受託、新設の検証
・認定子ども園等に伴う新制度検証
・当該施設待機児童の検証（潜在的想定）

平成２９年４月みなみひの保育園、建替え園
舎で事業を開始。名称を「南日野保育園」か
ら「みなみひの保育園」に変更する
保育方針・保育目標の統一化
【新保育所制度、職員研修の強化】
（保育園共通事項）
・認定制度移行での保育サービスの充実化
・子ども子育て支援新制度による措置費請求
改正（実績請求）
・基幹（幹部）級保育士の養成
・新規保育園受託、新設の検証
・当該施設待機児童の検証（潜在的想定）

【保育サービスの充実と人材育成】
・新保育所保育指針と事業団保育園の方針・
目標に則った保育の提供
・人材の確保と職員の定着
・職責に応じたキャリアアップ研修
・職員（新採用・中堅・基幹）の育成
【地域子育て支援の拡充】
・ニーズに即した地域支援
・一時保育事業の充実
・公益的な事業の取組
【特別保育事業の充実】
・特別な配慮が必要な子どもの積極的な受入
れ

児童養護
施設

○地域社会との共生に
よる要保護児童の自立
促進

児童養護施設
「すまいる」

児童家庭支援センター

平成２８年７月あいせん子ども食堂
【市内社会的児童養護現況】
・事業主体の財務的検証
・職員体制の再検証
・市内養護施設との連携による職員派遣研修
・児童家庭支援センターの役割と実践
※川崎区における児童養護施設として、地域
との共生による社会的役割と、地域での子育
て支援による信頼関係の醸成

あいせん子ども食堂
【市内社会的児童養護現況】
・事業主体の財務的検証
・職員体制の再検証
・市内養護施設との連携による職員派遣研修
・児童家庭支援センターの役割と実践
※川崎区における児童養護施設として、地域
との共生による社会的役割と、地域での子育
て支援による信頼関係の醸成
【地域小規模児童養護施設推進】
・小学校高学年以上の自立度の高い児童を
地域社会の一員として生活させ、社会生活の
学びの場とするため、中古住宅等の改築を含
めて、購入・借り上げにて実施

【新しい社会的養育ビジョンに基づく事業の推
進】
・子どもニーズに応じた養育の提供
・自立支援（リービングケア・アフターケア）
・職員の専門性の向上
・里親支援
・県内児童福祉施設職員研究会への参加と職
員交流研修
・KS委員会（川崎市内児童福祉施設研究会）
への参加と職員交流研修
・児童家庭支援センターの地域包括的支援の
推進
・地域公益事業の推進
【地域小規模児童養護施設の設置に向けての
準備】

【平成28年　改正児童福祉法】
新たな家庭福祉の構築
【平成29年　新しい社会的養育ビジョン】
・市町村の子ども家庭支援体制の構築
・児童相談所一時保護所改革
・里親への包括的支援体制
・永続的解決（パーマネンシー保障）としての特別養子縁組
の推進
・乳幼児の家庭養育原則の徹底と年限を明確にした取組目
標　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・自
立支援・担う人材の専門性の向上
・都道府県計画の見直し、国による支援

【川崎市子ども若者の未来応援プラン】（平成30年～平成33
年）
【川崎市総合計画第2期実施計画】（平成30年～平成33年）

保育園

○新保育所保育指針
と事業団保育園の方
針・目標に則った保育

の展開
　

○職員の人材育成に
よる保育の質の向上
　（認定子ども園等）

【新保育所制度、職員研修の強化】
（保育園共通事項）
・認定制度移行での保育サービスの充実化
・子ども子育て支援新制度による措置費請求
改正（実績請求）
・基幹（幹部）級保育士の養成
・新規保育園受託、新設の検証
・認定子ども園等に伴う新制度検証
・当該施設待機児童の検証（潜在的想定）

保育方針・保育目標の統一化
【新保育所制度、職員研修の強化】
（保育園共通事項）
・認定制度移行での保育サービスの充実化
・子ども子育て支援新制度による措置費請求
改正（実績請求）
・基幹（幹部）級保育士の養成
・新規保育園受託、新設の検証
・当該施設待機児童の検証（潜在的想定）

【保育サービスの多様化と制度改正】
・保育指針改定に向けた取組
・保育士等の処遇改善とキャリアアップ導入に向けた取組
・保育士職員配置の策定に応じた保育士確保と人材育成の
取組
・子育て支援の公益的事業の拡充
・小規模保育園の検証
・今後１０年間での当該保育園住区での経営試算検証

総 合 経 営 計 画 （ 第 4 次 ） 総 括 表

法　　　人
事業区分

総合経営計画
（第４次）の諸点

総合経営計画年度（H30年度～H31年度：３か年度） 　　　 　【経　　営　　理　　念】

総合経営計画（第4次）先行実施分
（多面的視野による多角的経営へ） 総　合　経　営　計　画　（第4次）　進　行　表 ○　人にやさしい豊かな心　　　　　○　地域社会への貢献         ○　活力ある経営

参　　照　　事　　項


