
 

 

 

総    括 

                                   社会福祉法人 札幌厚生会 
 

社会福祉法人制度の意義、役割を問い直す厳しい指摘がある中、社会福祉法人の役割や存在意義が広く認

識され、今後も福祉の担い手として地域住民等から信頼を得るためには、制度で定められた社会福祉事業にとど

まらない地域貢献の必要性も求められます。 

 救護施設においては定員割れ状態が続き、施設運営にも大きな影響を与えた年でもありました。また、特記とし

ては、昨年４月から施行された「生活困窮者自立支援法」による中間的就労訓練事業の受け皿として協力体制をと

っております。 

 介護保険制度は１６年目を迎え、今回大幅な制度見直しと中重度の要介護者や認知症への対応の強化を軸とし

た新たな改正となりましたが、基本報酬は減額となり厳しい経営を迫られることになりました。一方、処遇改善の面

では２０１２年度から３年間の臨時措置とされていた介護職員処遇改善加算は継続されましたが、人材不足の解消

に至るものではありませんでした。 

 保育関係では、２０１５年度から始まる子ども・子育て支援新制度による加算や「保育士処遇改善特例事業賃金」

の交付により処遇の改善が図られ、今年度も、職員配置の改善等は図られるものの、人材確保は難しい問題とな

っています。 

 法人としては、大規模化、複数法人による連携、経営の高度化、透明性の確保、地域への貢献等具体的対応が

求められていると共に、特に社会福祉法人への理解を高めるために経営情報の公開も求められています。 

 支援ニーズは益々多様化して来ており、当法人としてはサービスの質の向上、人材育成、給与改善、第三者評

価の受審、理事会・評議員会等の機能強化に努めると共に、社会福祉法人が地域社会の目線に立ち、重要な社

会資源として公益性を発揮して行く準備期間の年となりました。 

 今後は制度の改革をしっかりと見極めながら、利用者さんが健康で安心、安全に暮らせるよう健全な施設運営を

心がけ、その内容を実行性のあるものしていかなければなりません。 

 そして、その理念『人とともに、人のために』を踏まえて、利用者さんの人格、人権の尊重、その人らしい自立した

生活の確立、ならびに生きがいと喜びのある生活ができるよう努めて参ります。 

 

＜重点目標＞ 

1．利用者さんのニーズの把握と、人権尊重の生活援助 

2．質の高いサービスの提供 

3．虐待、拘束の防止 

4．地域における公益的な活動の推進 

5．法人組織の体制強化と運営の透明性確保 

6. 環境整備と安全対策の推進 

7．防災対策と危機管理意識の高揚 

8．関係法令の遵守（コンプライアンス）と情報開示 

9．人材確保と職員の資質向上 

10．ヒヤリハットの活用と職員相互の牽制 

11．苦情解決(第三者委員)制度の活用 

12．福祉サービス第三者評価の受審 

理事会・評議員会 

・事業報告及び収支決算 ・その他必要の都度開催(別紙報告書) 

監事による監査 ・別紙報告書のとおり実施 



 

 

静 心 寮 

《事業報告》                   

今年度は消費税が１０％になると云う前提において社会保障がどう充実し、どう変化するのか不透明

ながらその動向に注視して参りました。 

その結果、介護労働者不足と同様に法人改革及び制度改革は施設に大きな影響を与えて来ているもの

と思われます。 

又、「地域における公益的な活動の推進」が掲げられていますが地域に密着した施設が地域での施設

サービスとして還元する事が求められている中、実現に向けて歯車は動き出していると思われます。一

方、４年目に入った「居宅生活訓練事業」は順調に地域移行支援が進んでいるものと考えます。そのよ

うな中、施設における今年度平均取扱い人員は９３．５名と定員を下回りましたが、予算運用の見直し

を図りながら乗り切ることが出来ました。 

 

＜重点目標＞ 

１． 生活意欲の醸成 

 日常生活を通して生活の主体者としての「自覚」と「自主性」を養い、施設内（ＡＤＬ）自立を目指

し、個別支援計画書に基づき支援をして参りました。 

また、行事の見直しを継続し、『個別レク』も多く取り入れ、生きがいとしての生活目標を持つことに

より、生活意欲の醸成を図りました。 

２．健康管理 

利用者さんのうち精神疾患者が半数を上回る現状においては、精神科嘱託医とより連携を密にし『日

常の観察』に重点を置き、疾病への対応と早期発見・早期治療に当たると共に感染対策及び、各種検査

等の充実を図り施設内リハビリ訓練の充実も図りました。 

３．給食 

 食堂カウンター改修に伴い、配膳方法の見直しを図ると共に、外食レク、選択食の充実を図ると共に

食事時間の見直しの検討を継続し『楽しみな食事』となるよう利用者さんの声を反映しました。 

４．環境整備 

  高齢化、重度化による日常生活動作（ＡＤＬ）の見直しに基づき、今年度も給排水設備、居室及び、

共用部分、外構の改修など保守点検を含む『施設整備』を継続しました。 

５．虐待・拘束の防止 

  重度高齢化に伴いＡＤＬの低下は顕著であります。しかし、身体拘束を含め個々の人権を十分尊重し

た対応を心がけると共に、利用者さんの安全確保に努めることが出来ました。 

６．防災・訓練 

例年実施している『職員非常呼集』を継続し、施設として職員の危機管理意識を高めると共に、高齢化、

重度化に対応した「介助避難」に重点を置き、非常食（飲料水）の更なる備蓄増及び、防災用品の充実

を図りました。 

 一方、訓練の一環として、作業は利用者さんの自主性を促すと共に『生きがい』につながることから作

業量の確保に努め継続することが出来ました。 

７．地域交流 

 施設行事や町内会行事を通して交流を密にし、施設資源の活用として施設の開放、器具、備品等の貸

し出しに協力し、施設主催の行事等には『ボランティア』としての協力も継続して頂きました。又、一昨

年度新たにスタートした白石区社会福祉協議会による地域の福祉除雪への参加と、地元町内会事業によ

る地域高齢者世帯の見守り活動にも参加協力し地域貢献の一環として今年度も継続しました。 

８．家族との交流 



 

 

 毎年の帰省に加え、刊行物（みちしば）の発行による「情報の開示」と、施設行事に来て頂くなど積

極的に交流を図りました。又、『ホームページ』の活用も図り、より一層の理解を深めることが出来まし

た。 

９．緊急一時保護 

 近年は減少傾向にありますが、必要不可欠な事業として行政と連携し、社会的ニーズに対応すべき『セ

ーフティネット』の役割を果たしました。 

10．マニュアル対策 

 各種マニュアルの整備を行うと共に、リスクマネジメントへの対応として、苦情解決委員会、ヒヤリ

ハット対策委員会など「各種委員会」の活用を図り、危機管理に対応すると共に『実践的なマニュアル』

の見直しに取り組みました。 

 又、「第三者評価受審」の結果を踏まえ施設の資質向上に繋げている所です。 

11．職員体制 

 配置基準を厳守し業務の見直しと共に利用者さんの日常生活動作（ＡＤＬ）の変化に対応した「勤務

体制」を確立し、より良い処遇の向上に努めました。又、利用者さんの多様なニーズにこたえる為には

職員の資質の向上は欠かせないことから、『内部研修』の充実を図ると共に資格取得にも積極的に援助を

行って参りました。 

12．職員処遇 

  職員処遇関係は、定期昇給の継続と昨年度特に契約職員規程の大幅な見直しを図り、職員の資質向上

と人材育成に努めました。又、健康管理面では生活習慣病検診における「検査項目の増設」と『感染症

対応の検査』なども積極的に実施継続しました。 

最後に措置費の減額改定の続く中、運営方針は『定員確保』（100 名）を最重点に置き、職員の創意工

夫と協力のもと効率的な予算執行を心掛けた施設運営を実施することが出来たものと考えます。 

 

※救護施設居宅生活訓練事業 

 【事業概要】 

   救護施設に入所している被保護者が円滑に居宅生活に移行できるようにするため、施設において居

宅生活訓練を行うとともに、訓練用住居(アパート、借家等)を確保し、より居宅生活に近い環境で実

体験的に生活訓練を行うことにより、居宅生活への移行を支援するものです。※実績（Ｈ２５年度２

名、Ｈ２６年度１名、Ｈ２７年度１名） 

 

 

静心寮老人デイサービスセンター 

  

 今年度については、昨年の 26 年度から引き続き退職した職員の補充が図れず、体制としては 1 名少な

い中でのサービス提供となりました。こうした中でも、利用者様には快適に安心して過ごして頂ける環境

づくりを大切に考え、勤務の時間や各サービスの調整もしながら、業務をおこなっていきました。利用者

様の人数の多い曜日や職員が休みの日など、事前にシフトの調整をおこない、送迎や入浴といったサービ

スに関しても、その日の人数によって柔軟に対応できるよう工夫を努めていきました。各自の仕事の割り

振りも、少ない人数で負担にならないよう、現状の人数で対応できる環境づくりのため、業務の整理もお

こなっていきました。 

 サービスの向上を目指した研修計画を作成し、外部での受講はもちろん、当センターでの現状に照らし

合わせた内部研修もおこない、知識の向上も含め、職員一人一人が課題を見つけ、それを目標にしながら

業務をおこなえる目的意識も図っていきました。  

 そして、今後も予想される送迎時のトラブルを少しでも回避できるよう、専門の研修に向かい、内部で



 

 

もその受講内容をもとに、送迎車の基本操作から運転の注意点などを学んでいきました。 

その他にも認知症について、利用されている方をケースに今後どのような対応が必要かなどのディスカッ

ションを交えながら、情報の共有をおこないました。 

 レクリエーションについては職員全員で話し合って作成した年間計画をもとに、昨年度の反省点を踏ま

えながら、より良いものを考案して提供できるよう努めました。考案する際には、他者との交流や運動能

力の向上、その時期の季節を感じられることも考慮し、参加する皆様が楽しんで頂けるように工夫をおこ

ないました。 

 運動については、生活機能向上を目的に、無理なく体を動かすことができるものを提供していきました。

その都度内容を変化させいく全体体操に加え、建物の広さを生かした歩行運動などもおこない、心身のリ

フレッシュやストレス解消の側面も持たせ、継続しておこなえるような工夫も図りました。 

 様々な利用目的や疾病を持っている方がいる中、それぞれのニーズに応えることができるよう、利用者

様の声に耳を傾け、特色を持った計画を作成することに努めました。個別の計画を作成し、ご家族様と介

護支援専門員にも計画書を確認して頂くことで、より細かいサービス状況を知ってもらうことができまし

た。利用者様に変化があれば、すぐに電話連絡や連絡帳の記入によって報告をおこない、内容によっては

直接出向いてご説明をすることで、わかりやすく安心して状況把握して頂けるよう努めました。 

 

白 石 福 祉 園 

 

はじめに 

  社会福祉法の改正が審議され、社会福祉法人に求められる責務が大きくなっていきますが、その責務

を具体的に担っていくのが各施設でもあり、地域貢献活動として、白石区北郷瑞穂福祉推進委員会活動

（高齢者世帯の見守り・訪問活動）と、白石区社会福祉協議会の福祉除雪サービス活動（お年寄りや障

がいのある方宅の除雪）を継続して実施しました。 

  また、救護施設が取り組む生活困窮者支援の行動指針による居宅生活訓練事業等も継続実施すると共

に、生活困窮者支援にかかるホームレス支援センターや生活就労支援センターなどの関連機関との協力

を進めました。 

  利用者の状況については、定員割れする中、高齢化による介助を要する場面が多くなり、レクリェー

ションの実施内容など一部生活の見直しを図りながら、個々の利用者のニーズに対応していくことに努

めました。 

 

 

＜重点目標＞ 

1・社会貢献事業への参加協力 

  北郷瑞穂福祉推進員活動に関しては、3 名の職員が福祉推進員として見守り活動に参加し 8 名の方を

担当しました。途中、職種の変更や異動(退職)により委員の交代はありましたが、引継ぎに留意しなが

ら活動を継続することができました。 

  福祉除雪サービス活動に関しては、期間内 40 日の担当でしたが、今冬は、降雪量が平年の 75％程度

と少なかったこともあり、7回の活動実績でしたが 3世帯(3月は 2世帯)の除雪を継続して行いました。 

 障害者雇用に関しては、清掃作業での雇用を考え、求人登録も続けてきましたが雇用に至っていないの

が実態です。 

2・居宅生活訓練事業の展開 

  3 名の訓練参加者で継続して行いましたが、アパートへの訪問等では部屋の整理などに問題があるな

ど個々の課題を話し合いながら進め、1 名については、社会復帰への意欲から就職に結びついた事例も

あり事業の成果として捉えることができると思います。 

3・施設実習研修等の強化 

  複雑化・多様化する福祉ニーズへの対応と、施設に求められる機能強化には、職員資質と処遇技術の

向上をより一層高めることが重要であります。 



 

 

  このことから、他の施設の見学のみならず、25 年度から展開している救護施設親愛の家（歌志内市）

との相互による実習研修を継続しつつ、新たに救護施設東明寮（帯広市）と実習研修を実施しました。 

  もとより、利用者への身体拘束、虐待防止に関する研修や、相互信頼の職場環境づくりにメンタル・

ヘルス対策の研修を施設内で実施するとともに、各種の外部研修への職員参加を例年同様に計画的に進

めることができました。 

4・安心・安全な施設生活のための健康保全対策 

 感染症対策には、保健衛生委員会を中心として利用者の健康管理と衛生指導の強化に取り組み、感染

症の発症を防ぐことができました。 

また、利用者の高齢化により日常生活動作（ＡＤＬ）の低下が認められることから、事故防止等対策

を進めるため、ヒヤリ・ハット委員会において報告されたインシデント・レポートを精査した上で、そ

の対応を図るとともに、嘱託医をはじめ協力医療機関との連携のもとに、安心・安全な生活の維持に努

めました。 

5・計画的な資金運営と業務の見直しの強化 

  ここ数年、新規入所者の取扱が少ないことから（問合せあるも入所に至るには難しい問題を抱えたケ

ースが目立つ）、定員割れが続いており、全般的に安定した施設運営を維持するためには定員確保が必

要なことから、市内に留まらず、医療機関や措置機関の訪問も行い、対応が難しいと言うより、どうし

たら対応していけるのかを考え、依頼のあった相談に対応し、平均措置人員は 91.75人となりました。 

  そうした中、20年を経過し施設設備の老朽化に伴う改修及び故障等による器具・備品等の入れ替えが

増えつつある現状から、利用者の施設生活に支障を来たすことの無い様、業務内容や職員配置の見直し

を図り計画的な資金運営に努めました。 

6・食の安全と栄養管理の徹底 

  施設生活を安心・安全に維持するためには、利用者の医療的健康管理はもとより、個々の利用者の身

体状態にあった安全な食の提供による健康管理が重要であります。また、食材に限らず厨房設備備品の

衛生管理及び従事する厨房職員並びに介助する職員全員の衛生管理も徹底する必要があります。保健衛

生委員会及び栄養士の主導のもとに、利用者を含めての衛生教育、管理を積極的に進めました。 

7・地域との連携強化と安全対策 

  施設における地域貢献事業は、これまでの関係団体（町内会や社会福祉協議会等）との関係をより一

層深めることとなります。また、記念事業や行事にボランティアとして参加していただき協力関係を築

いてきました。     

また、救命効果の向上を図るため、全職員を対象とした救急救命講習の継続実施や施設内研修を行い

ました。 

8・防災計画による安全対策への取組 

  想定外の風水害や数十年に一度の暴風雪等など、大規模な被害をもたらす災害の発生がみられるよう

になり、施設としてはあらゆる災害に対応する策を構築しなければなりません。そうした災害の想定も

意識しながら、防火管理者の主導のもとに職員、利用者への安全教育・指導・総合訓練等を定期的に実

施致しました。   

 

 札幌市あけぼの荘                       
 
はじめに 

  我が国におけるセーフティーネットに係る施策のうち平成２７年度においては「生活困窮者自立支援

法」が施行され、生活保護に至る前の自立支援策を強化する動きが始まりました。 

全国救護施設協議会においては、「救護施設が取り組む生活困窮者支援の行動指針」が平成２５年度

に示されて以後、「利用者様の地域移行推進」や「循環型施設」としての機能が求められており、平成

２７年度を一旦の節目として総括されました。 

  こうした背景のなか、当施設として以下の項目を大きな柱と掲げ取り組んでまいりました。 

 

 １．利用者支援の充実   

  個別支援計画に基づく支援体制については、ここ数年来当施設の課題としており、利用者様に対する

認知、理解も概ねなされてきたところであります。初期のアセスメントに加え複数回のモニタリングを

重ねており、より細かな支援体制が出来つつあります。しかしながら新規入所者様等の未計画である方



 

 

も数名いることから今後に課題を残しております。日常生活の中でのちょっとした外出やご家族の所へ

の訪問、お墓参り、あるいは中長期的には施設を退所し地域で暮らしたい等の多岐に渡るニーズが具現

化してきております。 

「居宅生活訓練事業」については、開始以降 1年が経過し、無事３名の方が訓練を終え施設を退所し

近隣アパートでの地域生活へと送り出すことが出来ました。小さな一歩ではありますが「循環型施設」

としての実績となりました。また退所された方のうち２名については施設自主事業としての「通所事業」

を開始し、施設内の軽作業に参加していただいたり、集会室等で今までのお仲間と談笑していただいた

りと日中の居場所づくりを提供いたしました。また定期的にその方の自宅を訪問し、生活に変化や支障

が無いかを見守ることも行いました。 

生活困窮者自立支援法に基づき札幌市が設立した「生活就労支援センター（ステップ）」の協力施設

として「就労訓練事業」を申請し対象者の受け皿となる枠組みを構築しました。 

  また、社会的課題となっている身体拘束廃止や人権擁護を基本とした支援については、毎月検討委員

会を実施することで職員間の理解と意識向上を促しました。「身体拘束廃止検討委員会」はその対象者

がゼロであることはもとより、そうした状態に陥る懸念がある方への予防策を講じてきました。「人権

擁護委員会」においてはセルフチェックによる実態調査や職員間の意識の差異を縮めていくことを目標

としてまいりました。今後もより高い接遇を目指し継続実施してまいります。 

２．健康支援と感染予防 

  健康支援については、日常生活における観察や声掛けにより表情、顔色、口調、歩行状態等の状況把

握をしていくこと基本としております。小さな変化や何がしかのサインに気づくことで重症化を防ぐよ

う努め、必要に応じて専門医療機関への受診をこまめに行いました。 

  予防を目的とした「ラジオ体操」「リズム体操」は基本的に毎日行い、それに加え「バランス訓練」、

「筋力低下防止訓練」等のリハビリを行い、少しでも自立した日常生活が維持できるよう努めました。

また新年度に向けた新たな運動啓発カリキュラムを模索しました。 

感染症対策については、インフルエンザ予防接種に加え一部対象者には肺炎球菌ワクチンを接種しま

した。また一昨年のインフルエンザ施設内流行を教訓とし、冬期には職員と利用者様にも協力をいただ

きながらうがい、手洗い、手指消毒の徹底（職員には携帯用消毒剤も配布）、及び室内の換気、湿度の

確保に努め、今年度においてはインフルエンザの罹患者を出すことなく終えることが出来ました。また

利用者様の食事前と排泄後の手指消毒については習慣化することが出来ました。 

３．食事と栄養管理 

食事については、栄養価や衛生管理はもちろんのこと、利用者様にとって毎日の食事が楽しみとなる

ことを大切にしております。季節感のある献立や希望を取り入れ、「適温」にこだわった食事内容の提

供に努めました。 

また、利用者様の個々の身体状況、喫食能力に応じて、粥食、きざみ食、極きざみ食、ミキサー食、

とろみ食等の対応を行い摂食障害等がみられる方への適切な栄養摂取の確保に努めてきました。 

非常時の対応としては、３日分の非常食の備蓄と避難訓練時には実際に非常食を試食し熱源や水道が

出ないことを想定したものといたしました。 

４．安定的な施設経営と効率的な施設運営 

平成２７年度の年間平均措置人員は、当初の予算を大きく下回る９２．９人にとどまりました。新規

入所者数は増えているもの他施設への移行、入院、死亡等による退所者数も増えており、従来型の滞留

型から循環型（通過型）に変わる傾向もみられております。実施機関や精神科病院等各機関へのＰＲ活

動や救護施設の存在や新たな機能の周知を行い、救護施設を必要とする方の利用増に繋げるべく働きか

けをしてまいりました。しかしながら実績としては不十分であることから今後の継続課題としてまいり

ます。 

リスクマネジメント対策の一環として実施してきている「ヒヤリ・ハット」及び「事故報告書」につ

いては、逐次報告と対策も都度講じられているが、課題が具現化している事案については更なる改善に

向け今後の検討課題としていきます。 

平成２６年度に受審した「福祉サービス第三者評価」結果が到着しました。施設サービスのあり方に

関する客観的指標となるものであることから今後に活用していけるものと考えております。 

  資質の向上の観点から職員研修については積極的に実施してまいりました。それぞれテーマを掲げ外

部機関への研修参加はもとより、研修委員会において吟味された提案内容について外部講師を招へいし

二度の施設内研修を行いました。   

５．施設の維持管理・環境改善 

施設の維持管理については、建築後相当年数が経過していることから大小様々な不具合が生じてきて

おります。発生した故障、破損個所については迅速に修繕してきたこととともに、定期的な確認や専門

業者等による保守点検により発覚した不具合箇所についても都度対処してきました。 

 



 

 

 

北広島市高齢者総合ケアセンター聖芳園 

は じ め に 

 平成２７年度は介護報酬改定の年でした。今回は地域包括ケアシステム構築に向けての中重度者・認知

症高齢者対応のさらなる強化、予防給付の見直し、費用負担の公平化等「これまでの介護保険とは次元が

異なるレベルの制度見直し」であるとの指摘もされていましたが、介護総費用・保険料上昇をいかに抑制

し、制度の持続可能性を高めていくかと考える国の財政面とのギャップは厳しさを増すばかりであります。 

また介護保険などの自己負担部分の自助、ボランティアや地域住民の取組みなどの互助、介護保険などの

制度給付による共助、自治体や介護保険の公費（税金）部分の公助と国の勧める地域包括ケアを推進する

ためには従来の施設・在宅サービスだけでは十分ではない状況がやってくると言われております。今後ど

のように選ばれる事業所になっていくのか、待っているだけではなく、より競争は激化してくるものとい

う危機感を職員間で共有し、また地域包括ケアを推進する上で介護保険に関わる事業者として考えなけれ

ばならない時期となっています。 

介護職員の確保も深刻な課題であり、特効薬はないものの次の一手が期待されています。私たちはニーズ

に応え、また従来からの枠組みからの転換も検討しながら、と非常に柔軟な姿勢を求められております。 

 社会福祉法人としては地域貢献のあり方についても問われており、当地域で何が求められているか、地

域のみなさんのお困りごとに何か答えられることはあるのかなど検討を重ね、公益的な活動を始めました。

役割を果たしつつ、かつ継続可能な事業所として考え行動しなければならないと思われます。課題は山積

しておりますが、基本は高齢者やそのご家族の持っている力を十分に見極め引き出すお手伝いをし、過不

足のないサービスを適切に提供する、困っている人には支援をする、地域に自分たちも出ていき、地域に

も支えてもらうのだという視点に戻ってくると考えます。 

 

１．職員体制の充実 

 平成２７年度も、慢性的に介護職員の不足は続きました。家庭の事情による退職者が数名おり、本来業

務に必要なフルタイム勤務のできる求人への反応は少なく、特に夜勤ができる介護職員の不足がみられ、

他職種の応援や他事業所からの異動も含め介護体制を維持したところであります。 

しかしながら介護職員については契約職員が他施設の正規職員採用のため退職するということはなく、契

約職員の方たちの処遇改善等を図り続けていることの効果は若干あったのかもしれません。また従前より

施行しておりますが、平成２７年度も契約職員２名を正規職員に雇用形態を変更し採用いたしました。次

年度もより一層の厳しさは見込まれますが各事業所の状況を考慮しつつ、介護職員の正規採用を検討し賃

金改善等を行ってまいります。 

２．財政運営 

センター全体としては予算作成時期には予測できなかった燃料費の下落と、募集をかけても介護職員が集

まらず人件費が圧縮されたことで、結果的には黒字に転じることはできました。しかしながら今後は経年

劣化に伴う大規模修繕等を検討しなければならない時期に入ってまいります。 

まずは加算を継続的に取得できるよう、各職種で制度をきちんと理解し次回の改定まで持ちこたえること

ができるように取り組んでいきたいと考えます。 

３．サービスの質の向上および看取り介護 

全国の多くの入居型施設で職員の不適切なケアが散見されています。不規則な勤務、対象とするお客様

の心身の重度化、雇用形態が違う職員間のストレス等、多くの課題を抱えているのは聖芳園でも決して他

人事ではありません。職員同士が少しでも風通しがよく会話がしやすいこと、お互いに声を掛けやすい職

場であるよう認知症の理解、ケアの質の向上といったテーマに沿いながらセンター全体、事業所、職種ご

との交流の場でもある研修にていねいに取り組みました。 

特養での看取り介護は、平成２７年度は前年度の倍、１４名のお客様をお見送りしました。平成２５年



 

 

度から開始した看取り介護については、その方らしい最期とは何か、ご家族も職員も後悔が残らない支援

とは何かを考えながら少しずつ実践できるようになってきたと思われます。治療についても医療機関との

連携を図ることで、できるだけ当園で最期まで生活させたいというご家族の意向にも応えられるような体

制作りを整えられてきたのではないかと考えます。 

４．衛生管理 

平成２７年度もインフルエンザ等は全国的に流行しました。当センターでは引き続き、例年同様基本的

な手洗い、うがい、必要に応じたマスクの着用などの徹底を行いました。また、従前より使用している、

湿度確保についてはフロアーに導入した強力な噴霧式大型加湿器、施設内各所の小型加湿器設置による施

設内の湿度の確保を行うなど、環境整備に努め、さらに来園者の皆様にも消毒等の徹底をお願いしました。

デイサービスセンターでは流行することなく、特養では１～３月にお客様と職員が若干名罹患しましたが、

初期対応により拡大せずサービス受け入れを止めることなく終結いたしました。 

５．防災対策 

 例年同様消防計画を基本として、２回の総合消防訓練及び２回の自主訓練を行いました。総合消防訓練

では町内会の皆様や地元消防団の参加があり放水、避難誘導などご協力のもと実施することができました。

また、事業計画で予定しておりました地震を想定した訓練を行っております。 

６．地域への公益的な活動 

地域の誰もが安心して集うことのできるサロン（名称：西の里虹サロン）は４月から定期開催し、少し

ずつ広がりを見せています。また９月からは認知症「カフェ」（名称：西の里おれんじカフェ）の取り組

みを継続しています。いずれの集いにも住民のボランティアのみなさんが参加し始めており、より地域に

根差したセンターとして定着できるよう努力しているところであります。他にも地域高齢者の小グループ

への支援も継続しており、私たちは待つだけでなく、出向くことで少しでも地域の役に立ち、顔の見える

関係を形成したいと考えております。 

 

 

西の里きらきら保育園 
 

 【 保育園の事業 】 

● ２７年度も当園における保育理念に掲げた「子ども、保護者、支援する保育者、子どもに関わる全て

の人がきらきらと輝き、子どもたちが幸せにつつみこまれて過ごすことが出来るように力を尽くす」事

を具体的実践に反映させる事を念頭に事業を進めてきた。 

● ２７年度を振り返ると新制度による枠組みでスタートするも事業内容が大きく変化することはなく前

年度からの連続性・継続性を踏まえながら事業を進める事が出来た。但し、２８年度の入所園児に減少

が見られることから今後は地域の乳幼児の減少等を踏まえた先を見据えたビジョンを持ったうえで、当

園の持ち味を最大限に生かし、地域に求められる保育園作りへの見える化に工夫が必要であることを実

感した年度末になった。 

 

 【 事業内容 】 

● 具体的には、平成２７年度の事業計画に基づき、保育園の通常事業（産休明け乳児から就学前までの

児童の保育）、障がい児保育、延長保育に加えて地域の子育て親子の支援として一時預かり事業、地域

子育て支援拠点センター事業、保育所地域活動事業を行い、継続してきたことが「地域に根ざす」活動

に一定の成果を上げられたものと考える。保護者や地域の親子に信頼されながら、保育園運営が出来た

という実感を持てることは日々の職員の努力を礎としながらも関係機関の方々の御指導と御理解、また

御協力のたまものと感謝している。 

● 園児数は２７年度４月当初より定員７０名を超え８１名での開始となる。年間平均園児数は８２名の

１１７．６％で推移し安定した経営に結びついた。平成２７年度は新制度の下、２６年度に引き続き改

めて定員７０名に対し１２０％までの入所が認められており入所希望者の待機状況を緩和出来た一年と

して年間を推移した。更に８月、１月には北広島市から札幌市に転出した３家庭が「広域入所児童」と



 

 

して３月まで通園し、利用者のニーズに応えることが出来て良かった。 

● 保育の傾向として特筆すべきは園児全体に個別支援の必要な児童が増加し、定型発達に添った支援の

他に配慮の必要な場合が多く、人員配置の多様性が求められた一年だった。 

● 昨年から傾向として現れてはいたのだが保護者の保育園への関心が高まり、今年度は保育参観のみな

らず「保護者の会」主催の行事への参加率が高く感心させられると共に様々な視点で保育園に求められ

ていることへの高まりを感じ、改めて身の引き締まる思いになった。 

● 年度当初に挙げていた地域との連携や地域の子育て家庭への支援などは高校生ボランティアの受け入

れ、地域お年寄りとの交流、子育て支援センター利用の親子との交流、地域の銀行へ園児の作品掲示な

どを通し、不定期ながら年間を通し継続的に行う事が出来た。 

  今後も国の動向に注意を向け北広島市をはじめとして各関係機関との連携を密にしながら安定した

保育園運営に努力していきたいと考える。 

● 又、厚生会全体で今年度新たに取り組んだ次世代育成支援の一環として職員の子どもの職場訪問があ

り、保育を実践し、行事に参加なするなどの機会が『相当良い経験』という実践に繋がった。将来職場

を選ぶ選択肢のひとつになるきっかけとなれば幸いである。  

【 職員の研修・連携 】 

● 保育園運営における各事業をより良く進めていくために必要不可欠である職員の資質向上及びスキル

アップに繋がる園内外の研修を計画的に行い、自己研鑽に加え保育園全体の資質向上を目的に打ち合わ

せを多様に設定し、職員同士の意思疎通を図るように努力した。 

● 殊に保護者との関わりにおいては互いの信頼関係を深めるために日々の子どもの様子を丁寧に伝え子

どもの理解、保育の理解或いは保育園の理解が深まるような関わりに工夫し、笑顔で対応した。何事も

その日その日で解決するように心がけ、職員はそれぞれ翌日には新たな気持ちを持って子どもと保護者

に関わるように努力した。日々の一部ではあるが児童のあそびや生活の様子を撮影し、参観日・保護者

の会などでの上映は概ね好評であった。 

● 職員間の連携および、意思の疎通については困難であるからこそ互いに時間を取り、その方法と内容

を精査しながら園児や保護者又、当事者が困らないような連携に配慮した。 

  全てにおいて何もかも十分である訳ではなく小さなほころびや食い違いはあるものの主任保育士を

中心に皆が前を向いて業務に向き合って努力したことを実感した一年であった。  

 【 園児の処遇 】 

● ２６年度の保育課程を含めた指導計画の踏襲、変更、過不足の確認等を日々の実践を通して行った。

保育課程を基盤とした各年齢及び異年齢の年間指導計画を立案後、月、週、日案をそれぞれ立案し柔軟

さを大切にしながら計画に沿った保育を展開するように心がけて日々過ごした。子どもを知り、子ども

に学び、子どもと共にという姿勢を保つ保育を職員皆が念頭においたことで継続性、連続性を持って保

育の展開が出来たと評価している。 

● しかしながら『保育』を進める中で年齢やクラスによっては個別支援、集団支援をバランスよく実施

することは個々の状況が異なり積み重ねの困難さがあり、日々模索しながらの保育が続いたことも実態

にある。ここでも保育者間の連携と意思の疎通が重要な要素であることに各々の職員が気づき実践に繋

げられるように努力していたことは大きく評価できる。 

● 保育体制においては年齢別のクラス編成及び異年齢保育の充実を図り６クラスで運営した。異年齢保

育においては各保育士が互いに緊密な疎通を図り保育を展開した。 

● 年度末、就学時にどのような子ども像が望ましいのかを意識しそこへ向け、連続性、継続性を意識し

た保育を展開した。 

● 園児の保育園生活については、常日頃から危険回避、安全配慮を念頭に置いて保育に当たっていると

ころである。定期的に行う避難訓練などは子どもの意識の高まりとして大いに役立っている。また、今

年度を振り返ると転んで顔や口元をぶつける子どもがおり、子ども自身の危険回避能力を高めると共に

職員が行う安全への配慮に向けての注意と努力への工夫が再度必要であることに気づかされた。 

● 今年度も１１月から２月にかけて胃腸炎及びインフルエンザの感染があり、憂慮しつつそれ以上の感

染拡大の予防に努めた。 今後とも、園児及び職員の健康管理維持の予防に努め、日常集団で過ごして

いることを念頭に置き、衛生環境への配慮と工夫に留意を確認した。 

 【 ２７年度を終えて 】 

● 保育実践については２７年度に得た反省をもとに新たな視点で工夫を重ね、明るく穏やかな雰囲気の

中で子どもの健やかな成長を育み、保護者が安心して保育を委ねられるような環境を人的、物的相互に



 

 

整えるように努力を積み重ね、「明日も保育園に行きたい」と子どもが思い、子どもにふさわしい保育

を提供していきたいと考えている。 

● ２８年度に向けては、地域に目を向けた明確なビジョンが必要であり、具体的計画の作成が急務と考

える～地域との交流実施計画各案を明記した試案作成に入る。 

 








	平成２７年度事業報告書（統括）
	平成２７年度事業報告書（理事会等開催状況）

