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はじめに 

社会福祉法人神奈川県社会福祉事業団は、国における社会福祉基礎構造改革

及び神奈川県における行政改革等の大きな潮流の変化により、神奈川県の第三

セクターから離れた社会福祉法人となり、平成２１年度を初年度として、自主・

自立した経営をスタートさせ、新たな枠組みを作り上げながら１０年が経過し

ました。 

総合経営計画第４次による法人経営の基本的スタンスは、「総合福祉サービス

事業体として、普遍的かつ長期的な展望に立った経営」であり、従来からの高

い公共性の継承と信頼性の基に、経営理念である「人にやさしい豊かな心、地

域社会への貢献、活力ある経営」の下、地域における多様な福祉ニーズへのき

め細かな対応など各種福祉サービスの提供を行います。 

平成３１年度については、これまでの福祉資産を確実に維持・継承し、安全・

安心な施設経営とご利用者サービスの質向上に取り組むことを基本として、経

営理念を具現化し、平成３０年度からスタートした総合経営計画第４次の着実

な推進や新規事業（平成３２年４月１日開園予定）である（仮称）南加瀬保育

園跡地保育所の建替え工事に伴う川崎市、入園する保護者及び地域住民等との

調整を図ります。 

また、国における社会福祉法の改正により、的確な対応を継続的に図りつつ、

多種多様な福祉ニーズ等に取り組み、経営組織のガバナンス、財務規律の強化

を図り、安定的・継続的経営に努めるとともに、地域の実情やニーズに応じて、

より信頼性の高い法人を目指します。 

さらに、福祉分野における人材確保はますます厳しい状況が続き、福祉人材

の確保が最重要課題であり、働き方改革関連法に伴う働きやすくやりがいのあ

る職場づくりに努め、多様な人材の育成・活用を図りながら、より積極的に次

の事項に取り組みます。 

 

〇 重点事項 

 

１ 経営理念に基づく総合福祉サービス事業体としての経営基盤の強化 

 

２ 総合経営計画第４次の着実な推進や（仮称）南加瀬保育園跡地保育所 

の建替え工事に伴う川崎市、入園する保護者及び地域住民等との調整 

 

３ 福祉人材の確保及び働き方改革関連法に伴う職員処遇の向上 
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１ 経営統括管理室 

 

経営統括管理室は、当法人における福祉サービス提供が、根拠関連法規に基

づいた適切なものであるか、ご利用者の尊厳に配慮しているかなどを検証し、

施設の安全対策上でもご利用者の安全・安心を確保するため、職員一人ひとり

が利用者の人権を尊重し、適切な経営管理を図ります。 

今後も社会福祉法の制度改革を前向きに捉え、少子・高齢化の急速な進展な

どに伴い、社会保障制度を取り巻く環境を的確に応えることができる組織づく

りを行い、当法人の社会福祉法人としての存在意義を示すことができる機会と

考えています。 

また、当法人の各種会議・委員会等でコンプライアンス体制の啓発を行うと

ともに、安全・安心会議を主催し、防災対策の周知や虐待防止への取り組みを

強化するなど、利用者の人権を尊重し、業務上の事故防止に重点を置いた意識、

知識、理解等を深めることに重点を置き、適切な施設経営が図れるよう積極的

に取り組みます。 

なお、平成３１年度は、社会福祉法の改正に伴う対応として、ガバナンス機

能の強化を含めた組織体制の強化や透明性の確保等体制整備を推進します。 

さらに、このような状況から、経営統括管理室の管理体制を通して、当法人

の組織の礎をつくることが役割と捉え、平成３１年度は次の重点事項を推進し

ていきます。 

 

○ 重点事項 

 

１ 法人経営のコンプライアンス体制の啓発 

 

２ 安全・安心な利用者本位の施設経営（防災安全対策・事故防止） 

 

３ 内部通報・苦情案件に対しての迅速な対応 
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  ２ 経営戦略室 

 

国における社会福祉法人の制度改革が進められている中、当法人の将来的な

福祉事業の展開を考察し、より地域社会に根ざしたニーズを把握し、福祉サー

ビスの提供を図ることを目的として、何よりも具体的な経営計画の策定を図り、

地域公益活動を含めた経営管理を推進します。 

こうしたことから、経営戦略室では、新規事業の企画・立案、情報の収集と

分析、情報の発信など幅広い分野で各種福祉事業計画の検証を図り、改善計画

等を実行します。 

  また、社会福祉法人制度改革では、ガバナンス強化、事業運営の透明性、財

務規律の強化、地域公益活動等が責務となっており、より一層の経営管理に努

めます。特に、地域における地域公益活動への取り組みが求められており、従

来からの各施設において、公共性の強い当法人としての地域ニーズ及び社会の

状況の変化を的確に捉え、積極的に地域福祉の増進や社会への貢献に努めてい

きます。 

なお、今後も厳しい対応が必要となるため当法人として、社会福祉事業運営

の効率化を進めるに当たっては、サービスの質を向上させ、人材の確保など適

切な事業運営に支障を招かないように十分配慮いたします。そして、介護人材

の確保対策の一環として、ＥＰＡ（経済連携協定）に基づく介護福祉士候補者

における採用後の人材育成や出入国関連法の改正による外国人労働者の受け入

れを図り、併せて東アジア諸国等との人材交流や連携を経営戦略室の視点から

積極的に取り組みます。 

 

○ 重点事項 

 

１ 総合経営計画第４次の着実な推進 

 

２ 経営戦略の総合的調整（情報収集、分析及び発信） 

 

３ 人材の確保・育成（外国人労働者の受け入れ） 
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３ 総合経営センター 

 

総合経営センターは、当法人の評議員、役員等の法人業務、各施設の職員給

与、経営管理での決算経理統括、企画・調整機能としての統括的事務を担って

います。 

当法人は、継続可能な経営基盤の確立により、介護保険報酬改定及び利用率

の変動に伴う減収に対応するため一層の安定した事業経営を目指すとともに、

経営状況の把握を通じ、経営に関する意識を向上させ、従来から継承してきま

した高い公共性と地域社会での信頼性を失うことなく、経営理念による安全で

快適な施設環境の実現に努め、財務基盤の強化を図ります。 

こうしたことから、総合経営センターでは社会福祉事業・公益事業・収益事

業を展開する総合福祉サービス事業体として、多面的視野を持ちながら社会福

祉制度の変革に柔軟に対応し、更なる法人の事業展開・発展のために、総合経

営計画第４次の着実な推進と検証を図り、本経営計画の進行管理を行います。 

また、人材確保においては、横浜市及び川崎市の支援事業を活用した保育園

における借上げ宿舎を継続して設置し、職員確保のために積極的な活用を図り

ます。 

なお、理事会及び評議員会の運営を始め、会計監査人による監査、財務運営

の適正確保、経営の透明性向上の推進を図り、各種事案の対応・解決や情報発

信に努め、自主・自立した社会福祉法人として収支均衡のとれた経営管理を図

ります。 

 

○ 重点事項 

 

１ 経営に関する意識を向上させ、一層の安定した経営管理 

 

２ 総合経営計画第４次の着実な推進と本経営計画の進行管理 

 

３ 会計監査人による監査、財務運営の適正確保 
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４ 横須賀老人ホーム 

 

横須賀老人ホームは、平成１０年１０月に第一ホーム、平成１４年１１月に

第二ホームが建築されました。立地は、野比海岸の東京湾を望む風光明媚な場

所ですが、海風による塩害、経年劣化等により、ベランダのアルミ製手摺支柱

部分を中心にその付近のタイルの浮き、膨張、ひび割れが起きています。また、

建築後１５～２０年を経過し、建物・設備に大規模な修繕・更新等が必要な状

況にあります。法人本部と調整を行いながら、短期、中期、長期の建物の整備

修繕計画及び設備・備品の更新計画を策定し、ご利用者のよりよい生活環境づ

くり、何より安全な暮らしを守っていく検討を行っていきます。 

サービス提供部門（長期・短期・通所・診療所）は、「ご利用者中心のケア」

を目標に、ご利用者の立場・思いに寄り添い、ご利用者一人ひとりの心豊かな

生活を実現するために、日常的なケアの見直しを行い、ＱＯＬの更なる向上を

図ります。また、サービスの提供にあたっては、様々な職種の職員が、連携・

協力しチームとして統一したケアを提供していかれるように努めます。 

在宅部門は、地域の様々な関係機関との情報共有・連携に努めます。当施設

が地域団体を支援する形で始まった「認知症カフェ」は、今年度の１０月で３

年となります。地域団体の自主運営に向けた支援を行うとともに、４年目以降

の支援のあり方を検討します。また、昨年度、地区社会福祉協議会主催の「お

ひとり暮らし高齢者の集い」の送迎を支援しました。引き続き、当施設の専門

性、資源を活用した形で社会福祉法人の公益的な取り組みを検討・実施します。 

人材難の中、職員確保、育成・定着への取り組みは急務です。新人職員の育

成、継続的なＯＪＴ及び職員の計画的な研修参加を行います。また、ＥＰＡに

基づく介護福祉士候補生だけでなく、今年度は、ベトナムからの技能実習生の

受け入れの準備も行い、法人本部と連携を図りながら外国人労働者の受け入れ、

育成、定着を目指します。 

 

〇 重点事項 

 

１ 計画的な建物・設備の修繕及び設備・備品の更新 

 

２ 「ご利用者中心のケア」を目標に、日常的なケアの見直しによる、ご 

利用者のＱＯＬの向上 

 

３ 運営団体による「認知症カフェ」の自主運営及び、地区社協等地域団 

体と連携して、地域ニーズに対する公益的な取り組みの実施・検討 

 

 



6 

 

 

５ 横須賀養護老人ホーム 

 

 横須賀養護老人ホームは、県内唯一の視覚障がいを持つ高齢者を専門的に受

け入れる措置施設である養護老人ホーム（外部サービス利用型特定施設）とし

て設置されています。 

高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限り住み慣れ

た地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、地域

包括ケアシステムの構築が推進されています。介護保険における在宅サービス

の拡充により、要支援・軽度の要介護状態であっても在宅生活の継続が可能に

なってきていることから、養護老人ホームへの措置の減少もしています。しか

し、視覚障がいによって在宅生活での安全の確保が難しく、将来の生活に不安

を抱く高齢者は多くいられます。また、単身や家族関係のトラブル、経済的な

困窮、住まいの確保ができないなどの課題を抱える高齢者も多く、養護老人ホ

ームは高齢者のセーフティーネットの役割を担う施設として期待されています。 

ご利用者の立場に立った「ご利用者中心のケア」の実現に向け、ご利用者の

一人ひとりが望む生活の実現のため、多種多様なニーズに添った個別支援を実

施します。 

ご利用者が要介護状態になったとしても、ある程度まで養護老人ホームでの

生活が継続できるよう、その状態に合わせた支援や介護保険サービスを提供す

るとともに、付属診療所、地域の医療機関における健康管理に努め、自立に向

けた支援を続けていきます。また、ご利用者が安心して生活が続けられるよう、

住まいの移行として併設する特別養護老人ホームと連携していきます。 

在宅部門の一つである訪問介護は、養護老人ホームの委託事業所（外部サー

ビス）としてのサービス提供を中心に、地域や関係機関との連携を図り、地域

の多様なニーズにも対応します。 

視覚障がいのあるご利用者に、より良い支援やサービスが提供できるよう、

職員の人材育成、確保に努めていきます。特に新任職員には視覚障がいの理解

や支援の方法等を継続的なＯＪＴにより育成し職場定着を図ります。 

 

〇 重点事項 

 

１ 養護老人ホーム機能活用のため、福祉事務所への情報発信とご利用者 

確保 

 

２ 視覚障がいを持つご利用者の多種多様なニーズに添った個別支援 

 

３ 視覚障がいの理解や支援について、継続的な研鑽による職員の育成と 

確保 
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６ 箱根老人ホーム 

            

「人に優しい豊かな心」「地域社会への貢献」「活力ある経営」の経営理念に

基づき施設経営の強化に今年度も取組みます。 

職員行動指針から次の項目を重点課題として取り組みます。 

第１として、「利用者の人権擁護」の原点に立ち返り、言葉がけ、立ち振る

舞いなど、職員のケアマインドの醸成を図って行きます。また、重度介護者

や看取り介護の増加に対応し、「介護・医療・ソーシャルワークの専門的連携」

ができるよう実践現場での人材育成に努めます。 

第２として、「地域貢献」を図るために、地域生活で困難を抱える方へ緊急

対応などを積極的に行います。また、現在実施している地域貢献事業を継続

して実施します。そして、利用者および地域高齢者の方々に向けた地震・火

山噴火を含めた総合的な防災対策を継続強化していきます。 

第３として、「活力ある職場づくりと効率的な業務遂行」を実現するため、

特別養護老人ホームにおいて、地域的に進む入所待機者の減少に対して、待

機者の募集活動を行い、利用稼働率を高め経営の安定を図ります。 

一方で居宅介護支援事業所の運営については地域のニーズ、採算性を鑑み、

平成３１年６月末をもって廃止します。事業廃止の決定後にはご利用者に不

利益にならないよう関係機関との連携に努めます。 

今後さらに、働きやすい職場環境の整備を行い、職員連携を図り、ご利用

者サービスの向上に努め、ご利用者・ご家族から信頼される施設経営に取り

組みます。 

 

○ 重点事項 

 

１ ご利用者一人ひとりの尊厳を大切にしたケアの提供 

 

２ 地域での福祉サービスの提供と地域貢献事業の継続 

 

３ 事業所経営の安定と事業の効率化 
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７ 湘南老人ホーム 

 

平成３０年度は、人材確保はさらに厳しさを増し、派遣職員や紹介会社に頼

らざるを得ない状況が続いています。職員が入れ替わる中、未経験者を多く受

け入れていく現状があるため、ご利用者へのサービスの質が維持できるよう、

倫理観、人権意識の向上や、介護サービスに関する知識や技術の維持、向上に

努めていく必要があります。平成３０年度には、ＥＰＡによる介護福祉士候補

生２名がインドネシアから入職しました。平成３１年度にも受け入れる予定が

あります。外国人を含め、職員の多様化がチームの強みとして生かされていく

よう、チーム力向上、組織力の強化に努め、職員のモチベーション維持し、よ

り良いサービス提供につなげていきます。 

利用率が伸びず赤字経営となっていた湘南老人ホーム通所介護については、

平成３０年度末をもって閉鎖することとなりました。湘南老人ホームは建物設

備の老朽化が進んでおり、大型修繕も控えています。今後も安定した経営を行

っていけるよう、利用率の維持や新たな加算の取得など収支を見据えた事業展

開を進めていきます。また、必要な修繕については、計画的に実施をしていき

ます。 

地域への役割としては、地域高齢者支援センターを中心に、地域包括ケアシ

ステムの構築に向け、引き続き努力すると共に、地元自治会との協力関係を強

化していくことと、社会福祉協議会の活動への参加や、身体拘束廃止推進モデ

ル施設として長年継続している、市内高齢者福祉事業所との連絡会、「いきいき

のびのびケアの会」での活動などを通じ、地域の他の事業所とも連携し、地域

全体のケアの質の向上にも寄与していきます。 

ご利用者の尊厳を大切にし、それを具現化できる生活を実現できるよう、対

人援助職の専門職として、より良いサービス提供に努めていきます。 

 

〇 重点事項 

 

１ 加算取得と適切な収支バランスによる安定した経営 

 

２ ご利用者、ご利用者家族とのさらなる信頼関係構築のため知識、技術 

とチームケア力の向上 

 

３ 身体拘束廃止推進モデル施設としての役割の強化と地域への貢献 
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８ あしがら広域福祉センターひかりの里 

 

合併して２年が経過し、ご利用者、ご家族様はじめ地域住民の皆様、職員等

が当初抱いたサービスの質の低下等の漠然とした不安はなくなり、駐車場整備

等目に見える変化で期待感を持っていただけるようになっていると感じていま

す。益々活性化し、笑顔あふれる施設であり続けられるよう弛まない努力を続

けてまいります。 

重点目標として、第１に、ご利用者様が自分らしく過ごしていただけるよう

個別プランを見直しご満足いただけるサービス提供を目指します。 

第２に、稼働率を上げ黒字収支になるように事業毎に加算等を見直します。

特養では看護体制加算、口腔衛生管理加算、褥瘡マネジメント加算、排泄支援

加算などを、居宅介護支援では、退院退所加算がとれるよう検討していきます。

加算以外に、待機者の情報を的確に把握し、ロングショートとあわせ入所まで

の期間を短くするよう努めます。 

第３に、予測不能な災害や感染症に対応できるよう災害対策の充実を図りま

す。昨年度全室個別エアコンの設置、ボイラー２基を交換する等の修繕を行い

ました。今年度は、災害時備蓄の見直しと充実を図り、停電時の対応マニュア

ル、地域特有の水害対策マニュアルの作成、大井町との福祉避難所協定の協議

の推進を進めます。 

今年６月から、外国人介護技能実習生を受け入れます。技能実習生が安心し

て働くことができるようにするとともに、職員の人を育てる力を養っていきま

す。 

地域住民にとって安心の拠り所の施設であり続けられるよう、地域行事への

参加や、施設行事を通じて地域住民との交流を活発化し、頼られる施設を目指

していきます。 

 

〇 重点事項 

 

１ ご利用者一人ひとりが自分らしく過ごせる笑顔あふれる暮らしの支援 

   

２ 稼働率を向上させるために加算を見直し黒字収支の達成 

 

３ 災害時対応等危機管理の強化 
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９ 高齢者グループホーム「輪」 

 

高齢者グループホーム「輪」及びデイサービスセンター「輪」は、法人の経

営理念の下に、「心が通う、あるがままの暮らし」、「地域とともに歩む施設づく

り」の実現を目指し、「暮らしの継続」を意識した、小規模だからできる「観察」

と「発見」からご利用者一人ひとりの個性を引き出し、皆で支え合い、学び合

い、自信と意欲につながる主体的な暮らしをサポートしていきます。 

地域包括ケアシステムの推進に向けて、在宅サービスや居住系介護施設の役

割に期待が高まっています。通所介護事業では、介護予防・日常生活支援総合

事業における基準緩和型サービスに移行することになりました。 

今後、一人暮らしや認知症の方の増加が見込まれます。対応の困難ケースを

受け入れるため、職員のケア向上・ケアマネジャーと連携し、ご利用者が安心

してご利用できるよう努力します。 

ご利用者の確保によるサービスの拡充と啓発・広報活動の強化により柔軟か

つ効果的な事業運営の確立に努めます。 

また、介護職員の人手不足は深刻であり、人材の確保、職場定着に向けた職

場環境づくりが大きな課題です。 

職員が働きやすい環境づくりに取り組み、認知症の方の理解を深めるなど職

員のスキルアップや育成に力を注ぎ、研修などにより職員のコミュニケーショ

ン能力を高めていきます。 

なお、市内の関係機関や、隣接する介護付有料老人ホーム、当法人の特別養

護老人ホームと連携し、さらにご利用者が住み慣れた地域で安心して暮らし続

けることができるように、環境づくりを行います。 

 

○ 重点事項 

 

１ ご利用者の主体的な暮らしの実現に向けた「個別ケア」の推進 

 

２ ご利用者の確保によるサービスの拡充と啓発・広報活動の強化 

 

３ 職員の専門性を高める研修の充実による相互理解 
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１０ 介護付有料老人ホーム「結」 

 介護付有料老人ホーム「結」は、サービス付き高齢者向け住宅として設置

された建物を借り受け、特定施設として介護保険事業所の指定を受けて要支

援・要介護認定者を受け入れています。 

ご利用者一人ひとりが地域社会との関わりの中で暮らし方が選択できる環

境を創り、サービスの価値を高め、地域社会に貢献できるように、リハビリ・

アクティビティの充実、人材育成、地域貢献活動に力を入れて取り組みます。 

具体的な取り組みとして、リハビリ・アクティビティの充実については、

暮らしの継続や、「活動」と「参加」へむけての個別活動のメニュー化により、

認知症予防、運動不足の解消、生きがいや意欲の向上につながる支援をしま

す。また、理学療法士との連携により、一定期間集中的に個別リハビリを実

施し、生活機能の維持・改善に取り組むことで他施設との差別化を図り、入

居待機者の確保に努めます。 

また、人材育成については、各階層別のマネジメントにより、知識や技術

の向上だけではなく、職員一人ひとりが課題解決能力を高め、多職種が互い

の専門性を認めつつ、価値観の共有ができるチームケアの向上に努めます。 

さらに、地域の社会資源として、関係機関や隣接するグループホームやデ

イサービスと協働して地域貢献活動を行い、幼稚園児や高校生との交流や、

地域が開催する「ふれあい祭り」への参加など、地域をともに創り、ともに

支える共生する社会に寄与します。 

 

 ○ 重点事項 

 

１ リハビリ・アクティビティの充実と差別化による入居待機者の確保  

２  多職種協働・連携による人材育成とチームケアの向上 

３   関係機関との連携による地域貢献活動の推進 
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１１ 児童養護施設すまいる 

 

 児童養護施設すまいるは、少人数ユニットにより、要保護児童の自立に向け

た支援を行い、全人的接触と交流を前提としています。 

 開所 6年目となる本年度も、児童一人ひとりが施設に生活し、地域社会の人々

に見守られながら「地域社会の一員」として、自己が成長していくことを通し、

一般的な人間としての相互的な関係を基礎とした安全・安心な「暮らし」を営

めるよう援助します。 

 それにより、児童一人ひとりの持つ「自己実現」を信じ、その「力」を強化・

育成していきます。 

 入所児童数につきましては、定員になる目途もたってきました。入所児童の

状況も変化してきていることから、地域小規模児童養護施設の開設に向け、川

崎市等と連携を図りながら、調査・研究を前進させていきます。 

 また、すまいるに併設されている、あいせん児童家庭支援センターにつきま

しては、地域の児童・家庭の福祉の向上を図ることを目的に、来所相談、子育

て支援事業、すまいるでのデイステイ・ショートステイの利用調整を行ってい

きます。併せて本体機能を活かし、相談者からのニーズを把握したうえで、援

助計画を実践するために、他の専門機関との連携を図っていきます。 

 さらに総合児童福祉施設あいせんの地域貢献として、地域のこどもや子育て

家庭との季節行事等の計画的な企画・実施を行うことで、地域との連携強化に

つとめてまいります。 

 

○ 重点事項 

 

１ 尊厳に基づく安全・安心な「暮らし」と人権擁護 

 

２ 児童一人ひとりの課題の解決・軽減とエンパワメント 

 

３ 地域に貢献（関係機関・団体・地域との連携強化）できる事業の推進 
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１２  あいせん保育園 

 

法人保育園の共通の保育方針である「豊かな実体験を通して心を育む保育」

「子育てを共に考え見つめ合う保育」「地域に開かれ共に育ち合う保育」を引

き続き実践していきます。また、平成３０年度に保育所保育指針が改定された

ことによって新たに作成された保育園の「全体的な計画」を全職員で理解し、

法人保育園共通の「私たちの目指す保育」の内容についての共通認識を図ると

共に、子ども達の心身の豊かな発達が保障されるような保育が展開できるよう、

以下の内容を中心に透明性のある運営を進めていきます。 

今後も子どもの最もふさわしい生活の場として安全・安心な運営を基礎に、

丁寧な保育を展開し、園児、保護者、地域や関連機関等の理解が得られるよう

努力します。 

 

○ 重点事項 

 

１ 保育方針、保育目標に沿った保育の運営と保護者に対する支援 

 

２ 安全、安心、心地よさを感じられる保育運営 

 

３ 子ども一人ひとりの状況や発達過程を踏まえた保育環境整備 
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１３ かんのん町保育園 

  

かんのん町保育園は、川崎市立保育園からの引き継ぎが昨年度で終了し、今

年度より法人保育園の保育方針、保育目標に沿って保育運営をしていきます。

その中で、子ども達が安全、安心かつ明るい環境で生活できるように、さらに

は、子ども達一人ひとりが、将来、力強く生きていく為の力を身につけられる

ように保育を実践していきます。それに伴い、実践を振り返り学び合う職員集

団を目指して保育の専門性の向上に努めます。 

そして、保護者のおかれている状況が多様化していることを理解した上で保

護者との信頼関係を築き、適切且つ温かな支援を行います。 

また、保育所の社会的責任のもと、地域との結びつきを大切にし、地域に向

けて開かれた園運営を行います。 

  

○ 重点事項 

 

１ 保育方針、保育目標に基づき、子どもの健やかな育ちを支える保育の 

実践 

 

２  保護者と共に子どもの成長を喜び合える関係性の構築と保育の専門性 

を生かした支援 

 

３   地域関係機関との連携の強化と魅力ある子育て支援の充実 
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１４ 新川崎みらいのそら保育園 

 

 新川崎みらいのそら保育園は、川崎市認可保育所として運営を開始し、２年

が経過しました。引き続き、園児と保護者との信頼関係を築き、また地域との

協力関係を深め、子どもたちにとって楽しく、生き生きとした生活の場となる

ような生活環境を整備します。 

また、職員が、保育指針を基に法人作成の「全体的な計画」を理解すると共

に保育内容の充実を図ります。そして子ども達一人ひとりの健やかな成長を保

障します。 

次に多様なニーズに応えられるように、一時保育事業受入拡大や地域への子

育て支援の充実、地域関係機関との連携を図ります。なお、第三者評価受審に

あたっては、この機会を組織的に取り組み、保育の質の向上と改善を図ります。 

 

○ 重点事項 

 

１ 子どもたちの主体性を育む保育及び環境の充実 

 

２ 多様なニーズにおける子育て支援事業の実施 

 

３ 第三者評価受審し、保育の質の向上と改善 
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１５ 屏風ヶ浦保育園 

 

  保育所保育指針の改定に伴い、基本原則を遂行できるよう、保育所保育指

針及び法人保育園共通の「私たちの目指す保育～未来を創る子どもたちのた

めに～」を踏まえて作成した全体的な計画に基づき、子どもの健やかに育つ

力を見守り、成長と発達を助長しながら環境を整え適切な援助をしていくこ

とを基本とした保育を展開します。そのために、職員同士の連携を深め、一

人ひとりの子どもを良く知ることを大切にしていきます。 

また、乳児保育の重要性に鑑み、乳児保育を愛情豊かに応答的に行えるよ

う、職員の資質向上に取り組みます。 

地域に根ざした保育園づくりを推進し、幼児教育を行う施設として、生涯

にわたる生きる力の基礎を培うため、保育所保育指針にある「幼児期の終わ

りまでに育ってほしい姿」を考慮しながら、幼児期から就学に向けた子ども

達の接続期における不安などを、丁寧な関わりにより解消し、就学への期待

がもてるような活動を展開します。 

何より、職員が生き生きと働き続けることができるために必要なことを職

員皆で考え、対話を増やし、職場環境を整えていくことが、事業を行う上で

不可欠であることから、一丸となって推進していきます。 

 

 ○ 重点事項 

 

   １ 保育所保育指針改定に基づく乳児保育の重要性の理解 

 

 ２ 幼・保・小連携事業の下、円滑な就学への支援 

 

   ３ 職員が長く働き続けられる職場環境の整備 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

 

１６ 屏風ゆめの森保育園 

 

 開園３周年を迎え、少しずつ屏風ゆめの森保育園の保育が形成されつつあり

ます。 

今まで培ってきた自己肯定感を育む保育を土台に、一人ひとりが主体的にの

びのびと自己を発揮し輝ける体験を積み重ねながら、将来に渡って生き抜くた

めの基礎となる力の獲得を目指します。法人保育園の保育を継承すべく作成さ

れた『全体的な計画』と『私たちの目指す保育』の内容について職員の共有化

を図って参りましたが、より深く共通理解され保育に活かされるよう、職員間

で保育を語り合い、一人ひとりが自信と誇りをもって生き生きと働ける職場環

境づくりに取り組みます。 

 保護者との関係については、日々の良好なコミュニケーションと保育内容の

可視化により保育園に対する理解を深め、また子育ての悩みに寄り添いながら

信頼関係・協力関係の強化に努めます。 

 年々利用者も増え地域に根付いてきた地域子育て支援は、従来の園庭開放・

室内開放・行事交流に加え、連携園との保育交流や近隣住民との世代間交流等、

更に対象者を拡大して、引き続き地域社会との共生に取り組んで参ります。 

 

○ 重点事項 

 

１ 子どもの主体性を育て、生きる力の基礎を培う保育の実践 

   ～『全体的な計画』及び『私たちが目指す保育』を共通理解とした保育 

 

２ 保護者との信頼関係・協力関係の強化 

 

３ 園児との交流を通した地域子育て支援や世代間交流の充実 
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１７ みなみひの保育園 

 

保育所保育指針及び法人の保育方針に基づき、子どもの健やかに育つ力を見

守り、成長と発達を助長しながら環境を整え適切な援助をしていくことを基本

とした保育を展開します。 

昨今の保育士の採用が非常に困難である状況から法人と施設が一体となり引

き続き保育士の確保に取り組むとともに、定着に向けた環境整備に努める。 

この地域で子ども子育の支援活動を進める「港南台子育て連絡会」と連携す

るとともに、これまで培った保育や地域の特性を生かしつつ、乳児の親子を中

心とした子育て支援の一層の充実を図ります。 

更に、地域の保育ニーズを把握し、積極的に一時保育・障がい児保育の推進

に取り組みます。 

また、小学校との積極的な連携を図り、幼児期から就学に向けた子ども達の

接続期における不安などを、一人ひとり丁寧な関わりにより解消し、小学校へ

の就学の期待が持てるような保育活動を推進します。 

 

〇 重点事項 

 

１ 保育所保育指針に基づく、子どもと保護者への寄り添う保育の推進 

 

２ 保育士の確保及び定着に向けた環境整備の充実 

 

３ 地域支援事業、一時保育事業及び障がい児保育事業のより一層の充実 
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１８ 研修センター 

 

平成３１年度の骨格は、法人内研修、実践研究演習と神奈川県からの受託研

修とします。 

法人内研修は、人材育成事業として階層別研修と実践研究演習を引き続き実

施します。 

神奈川県からの受託研修は、神奈川県認知症介護基礎研修、実践者研修及び

実践リーダー研修事業、地域密着型サービス事業所の開設者、管理者、小規模

多機能型サービス等計画作成担当者研修事業を受託します。 

これらの受託事業を通じて、県内の事業所の認知症介護従事者の人材育成及

び、高齢者の地域福祉を担う方々の人材育成と地域ネットワークづくりに貢献

していきます。また、県内の認知症介護指導者と連携を図りながら、安定した

研修事業を今年度も進めていきます。 

 

○ 重点事項 

 

１ 経営理念にある「求められる人材像」に沿った法人内研修の質の向上 

 

２ 認知症介護実践者研修等受託研修を通して神奈川県内の福祉人材の育 

 成 

 

３ 認知症介護実践者研修等受託研修の質の向上 
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１９ 収益事業センター 

 

収益事業センターは、自主自立後の社会福祉事業への補完的（みなし寄付金

等）事業として位置づけ、平成２４年度から事業所として設置しました。 

社会福祉施設の経営が、公定価格である措置費や介護保険報酬の改定により

時代ごとに厳しさが増すばかりであることから、当法人はもとより他社会福祉

法人等の経営を強化するため、物品の共同購入による日常消耗品等、変動経費

の抑制による経費削減の支援を行ってまいりました。 

インターネットを利用したウィズカウネットの法人向け物品販売事業（共同

購入会「らく楽クラブ設置」）は、収益事業として北は北海道から南は鹿児島県

まで、国内約２７７法人の顧客を有し、着実な実績を積んできました。 

なお、平成３１年度については、総合経営計画第４次を基に国内の法人の経

費削減等、各種の広報活動を積極的に展開します。 

さらに、総合経営センターと協同し、事業の検証、研究にも重点をおき、法

人経営の役割を担いながら、より積極的に次の事項に取り組みます。 

 

 

 ○ 重点事項 

 

１ 社会福祉法人及び医療法人等の新規顧客加入促進 

 

２ 経営理念に基づく総合経営計画第４次の着実な履行 

 

３ 各施設の事務執行の収支積算等の確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


