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第1章
1

法人本部

令和２年度

事業計画

事業環境
1－1

少子高齢化と労働力人口の減少

（1）人口及び生産年齢人口の推移
少子高齢化の進行により、我が国の総人口は 2008 年をピークに減少に転じており、生産年齢人口も 1995
年をピークに減少に転じている。2015 年の国勢調査における人口速報集計では、我が国の総人口は 1 億 2,711
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万人であり、5 年に 1 回の国勢調査ベースでは調査開始以来、初めての減少となった。国立社会保障・人口問
題研究所の将来推計（出生中位（死亡中位）推計）によると、総人口は 2030 年には 1 億 1,662 万人、2060 年に
は 8,674 万人（2010 年人口の 32.3％減）にまで減少すると見込まれており、
生産年齢人口は 2030 年
には 6,773 万人、2060 年には 4,418 万人（同 45.9％減）にまで減少すると
見込まれている（図表 11-1）。
図表 1-1-1 我が国の人口構造の変化

（2）深刻な高齢化
また、高齢化率（総人口に占める高齢人口（65 歳以上）の割合）は、2015 年に 26.7％と過去最高となってい
る（総務省「人口推計」（2015 年 10 月 1 日現在））。高齢化率の推移について諸外国と比較してみると、我が国
の高齢化率が最高水準であるのみならず、群を抜いて高いことが分かる（図表 1-1-2）。
さらに、2025
年には、我が国全体で高齢化率が 3 割を超え、2050 年には 4 割弱にまで達するなど、
世界で類を見
ない超高齢社会を迎えると推計されている。
図表 1-1-2 我が国及び諸外国における高齢化率の推移
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（http://www.mlit.go.jp/hakusyo/mlit/h27/hakusho/h28/html/n1111000.html からの抜粋引用）
（3）労働力人口の維持が社会保障制度を支える
我が国の社会保障制度は働いている人（労働力人口）が支えている。上に示した生産年齢人口から
失業者等を差し引いた労働力人口の維持は社会の要請である。そのためには、60 代の男性と 30 代の
女性の労働力化を目指すことが必要になる。高齢者の就労を促進するには年金制度の改善が重要であ
り、働くと受け取る年金額が漸減するしくみは見直しが必要であろう。また介護離職を防ぐ手立ても
必要である。介護離職は育児離職と異なり復帰の時期が読めない。それだけに高齢者福祉は高齢者本人
と高齢者家族の双方を対象に据えて、労働力人口の維持の面からその意義をとらえるべきなのである。
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一方、女性の就労を促進するには、子ども・子育ての支援を充実させることである。女性の就労率の
高い国は出生率も高いのである（※）
。
これらの観点から、高齢者福祉、保育における新しいサービス開発を進めることが社会福祉法人開拓
（以下「本法人」という。
）に求められていると受け止めるべきである。

（※）OECD 諸国における特殊合計出生率（TFR）と女性の労働力参加率（FLPR）の関係の方向と 強
さを示す相関係数の値は、1980 年以前は負であったが、1980 年代を経て 1990 年代以降、正に転じた
ことはよく知られている。かつては女性の労働力参加率の比較的低い国が出生率が高かったのが、 現
在では、女性の労働力参加率の高い国が出生率も高くなっているのである。係数は 1980 年代に次第に
変化し、1986 年頃を境に負から正へと逆転している。
（山口一男「女性の労働力参加と出生率の真の関係について－OECD 諸国の分析と政策的意味」より引
用 https://www.rieti.go.jp/jp/papers/journal/0604/rr01.html）
（4）新しい経済政策パッケージ
平成 29 年 12 月 8 日に閣議決定された「新しい経済政策パッケージ」は消費増税（令和 2 年 10 月
実施）の財源活用を前提に人づくり革命と生産性革命（いわゆる労働力確保）を柱とするものである。
幼児教育の無償化、待機児童の解消、高等教育の無償化、介護人材の処遇改善が盛り込まれている。
幼児教育の無償化は、タダならば長く預けなければ損、という保護者の意識を生み出す恐れがある。
保育園の理念を全職員が共有することで、無料という理由とは別の理由で本法人が選ばれることを追求
しなければならず、この営みを支えるものが処遇改善である。
この消費税率の引き上げにより平成 24 年度から検討、実施が進められてきた社会保障・税一体改革
は完了した。
これに続いて、団塊ジュニア世代が高齢者となり現役世代人口の減少局面に対応する 2040 年を見
据えた「2040 年を展望した社会保障・働き方改革本部」が平成 30 年 10 月に設置され、2040 年を
展望し誰もがより長く元気に活躍できる社会の実現を目指した改革の取組を始めた。社会の健全な成長
を支える責任をかみしめたい。

1－2

我が国の福祉人材確保対策

(1) 福祉人材確保対策の方向性
少子・高齢社会の進展等により、ますます国民の福祉サービスに対する需要の増大・多様化が見込まれ、ま
た、利用者本位の質の高い福祉サービスの提供が求められることから、サービス提供の根幹である福祉人材
の養成・確保が極めて重要である。量的な確保のみならず質的な向上に重点を置いた対策を推進している。
(2) 新人材確保指針は、次の５つの視点から、人材確保のために講ずべき措置を整理している。
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労働環境の整備の推進

就職期の若年層から魅力ある仕事として評価・選択されるようにし、さら
には従事者の定着の促進を図る

キャリアアップの
仕組みの構築

増大する福祉・介護ニーズに的確に対応し、質の高いサービスを確保す
る観点から、従事者の資質の向上を図る

福祉・介護サービスの
周知・理解
潜在的有資格者等の
参入の促進

国民が、福祉・介護サービスの仕事が今後の少子高齢社会を支える働き
がいのある仕事であること等について理解し、福祉・介護サービス分野
への国民の積極的な参入・参画が促進されるため
介護福祉士や社会福祉士等の有資格者等を有効に活用するため、潜在
的有資格者等の掘り起こし等を行う

多様な人材の
参入・参画の促進

福祉・介護サービス分野において、新たな人材として期待される、他分
野で活躍している人材、高齢者等

（http://www.mlit.go.jp/hakusyo/mlit/h27/hakusho/h28/html/n1111000.html から抜粋引用）
平成 27 年 2 月 25 日社会保障審議会福祉部会福祉人材確保専門委員会がまとめた「2025 年に向けた介
護人材の確保」によれば、介護人材確保の具体的な方策として、若者、障害者、他業界からの参入促進、労働
環境・処遇の改善（キャリアパスの整備や業務負担の軽減等）、介護人材の資質の向上を地域の実情に応じて、
総合的・計画的に進める必要があるとしている。

2 人財育成こそ社会福祉法人開拓の使命
2－1

国の福祉人材（介護人材）の確保策からの独立

本法人において介護人材の不足は生じているが、その解決にあたり、国の福祉人材確保対策に期待するだ
けではなく、法人独自の方策を行う。
職員紹介制度の導入や外国人労働者の適正活用、従来からのハローワーク求人に加えてインターネットサ
イトの活用を導入し、その有効性を確認しつつ活用を図る。

2－2

人手不足の原因は内部にある

人手不足の原因は、外部に求めることはやめる。何らかの原因によって人手不足が生じているのではなく、
その原因は法人内部にあると考える。もちろん現場で働く職員一人ひとりに原因があるのではない。職員の
強みを活かして成果に結びつけるのは、マネジメントの役割であるからである。
そこで、次項に示す法人組織改革を通じて、徹底した人財育成（人生の質の向上）環境を目指す。
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本法人の使命は、介護・保育・養護・支援の提供にあるのではなくむしろ、これらの諸事業に従事する職員の
育成にこそあり、その使命を追求する中で、社会の期待と要請に応えられるものである。
職員の育成は、法人内に留まらず、地域の人々、子どもを含めた広い範囲での人財育成につながらなけれ
ばならない。今や、単に「自組織の人財育成に取り組む」という姿勢では不十分な時代である。であるから自
分だけ良ければよいというレベルに留まると人財を惹きつける魅力が生まれず、結果として人手不足になる
と知るべきである。
法人職員は、先輩が後輩をいかに育てるか、という視点に留まっていてはならない。

2－3 短時間正職員制度の導入
政府は「働き方改革実行計画」を平成 29 年３月に定めた。この計画の中で、柔軟な働き方がしやすい環境
整備という項目が挙げられている。時間や空間の制約にとらわれることなく働くことができるテレワーク、副
業や兼業、インターネットを通じた仕事の仲介事業であるクラウドソーシング（インターネットの普及により社外
の「不特定多数」の人にそのような業務を外注するというケース。特定の人々に作業を委託するアウトソーシ
ングと対比される）を労働者の健康確保に留意しつつ普及促進を図ると説明されている。
多様な働き方は、多様な生き方を保証するものである。従来の週 40 時間労働を正職員とし、それに
満
たない職員をパート職員とする区分は廃止する。すべての職員を「正職員」として迎えるものとする。
兼職や副業は禁止するのではなくむしろ推奨する。

２－４

企業主導型保育事業設置の追求

働きながらお育てをする世代を支えるために企業主導型保育事業設置を追求する。

２－５ 保育園のこども園化の追求
令和元年 10 月からの保育無償化により地域差の拡大があるものの地元八街市の保育事業の拠点としての
役割を果たすために、地域子育て支援センターの機能強化を継続するとともに、保育園の子ども園化の研究
を進める。
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法人組織改革

日本社会は量的成長から質的成長へのシフト、少子高齢化、ＳＮＳによるコミュニケーション革命、
ＥＣによる流通革命、ＡＩの進展等変化が大きく、福祉業界もまた業界外からの環境変化の影響を大き
く受けている。変化を予想し、変化を求め、すなわち適応の準備をし、常に変化する環境に対して柔軟
な態度で受け止め、素早く動く力を発揮する職員集団を目指す。法人組織の再生に組織改革が欠かせな
いのである。
人間の本質は「自己保存」であるから、無意識のうちに変化を拒む傾向があるが、安定を求める本能
に任せた現状維持への思いだけでは環境変化に対応ができず、また緊張感のない組織は崩壊してしまう
のである。
（※ 本項は、ＵＳＪの経営のＶ字回復を導いた森岡毅氏の『マーケティングとは「組織革命」であ
る』日経ＢＰ社 2018 を参照した。
）
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3－1 組織が発揮すべき４つの機能
（１）組織マネジメントシステム
法人の理念を定義し、組織の目的に沿って経営計画を立案し、組織構造の改善、意志決定システム、
職員の評価・報酬、職員の育成・採用の設計を一体的に行う組織マネジメントシステムが第一の機能で
ある。
ＣＥＯは、マネジメント会議を設置し、このシステムが有効に機能することの責任を負う。
一人ひとりの能力を引き上げ、同時に多様な職員の力を組み合わせてボトルネックを消して業績につ
なげる組織構造としなければならない。消費者視点に立ち、組織全体の活動を連動させるには、組織内
の職員が生産的に働き成果を上げ続けるために最適化していく機能が発揮されなければならない。

（２）価値創造マネジメントシステム
法人の各事業所が提供する商品（サービスと財）が結果として収入に結びつくためには、消費者
（お客様）の価値につながる商品を開発しなければならない。そのために市場調査、商品開発、営業活
動が一体的に行われなければならない。この価値創造マネジメントシステムが第二の機能である。
ＣＭＯは、組織の目的達成のための必要な収入を獲得する行動に能力を発揮しその成果に責任を負う。
労働力人口の維持の観点から、高齢者福祉、保育における新しいサービス開発を進めることで新しい
価値創造の成果を上げなければならない。外部の第三者による評価をリリース根拠の一つとする。
また、特に高齢者介護事業においては、ユニットケア回帰に重点を置く。施設設計において採用され
た「ユニットケア」は、ユニットにおける入居者と職員と（併せて入居者の家族まで視野に入れて）の
人間的・家族的な関係に介護力を求めるものである。
単なる物理的空間や介護の手順が、従来型の入所施設とは異なる、という認識にいては、とかくユニ
ットケアは面倒くさい、従来型介護のほうが効率よいうえに安全面でも勝るという誤った思い込みによ
るケアが提供され続けるばかりである。
入居者の人生と家族の力、入居者同士の関わり合いの力を引き出し、そこに職員の介護を加えて、
「今後の生活レベルの向上」を追求しなければならない。入居者の現状の認知度等から今後の変化を見
限る発想から脱却するために職員の実践と研究が求められる。

（３）価値提供マネジメントシステム
商品（サービスと財）を継続的に生み出し続ける価値提供マネジメントシステムが第三の機能であ
る。各事業所の事業活動を裏付ける情報の調達、管理、物流とともにスタッフの採用、育成、成長管理
を行う。
ＣＯＯは、法人リーダー会議を設置し、事業計画設計、事業目標管理を通じて価値提供の有効性に責
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任を負うとともに、各事業の管理者マネジメント責任を統括する。
全職員が情報を共有するためのミーティング、キャリアデザイン委員会の活動の有効性も保証しなけ
ればならない。職員全員が個人目標を自ら管理し、その上で事業目標の達成に貢献するためにキャリア
デザイン委員会がある。

（４）財務マネジメントシステム
組織活動を示す資金の流れを管理する財務マネジメントシステムが第四の機能である。
ＣＦＯが社会福祉法人会計基準上の会計責任者を補佐しつつも財務管理の責任を負う。
組織マネジメントシステムを基礎に、価値創造（マーケティング）システム、価値提供（生産）マネ
ジメントシステム、財務（ファイナンス）システムを相互に関連する機能である。
社会の一器官である組織が、社会における市場価値（消費者が本法人に対して持つ相対的好感度）を
高め、維持し続けるためにはマーケティング思考で商品開発をしなければならない。また継続的に生み
出し続ける機能を持ち、組織活動に不可欠な財務管理を徹底しなければならない。これらを相互に関連
する機能として成果が上がるよう組織マネジメントを遂行するために改革を行う。
社会福祉法人は、年齢に関係なく誰もがよい働きをすれば貢献度に応じて年収・権限が上がり続ける
ようにしなければならない。よい働きとは、組織の収入向上につながる行動、組織の重要な判断決定に
必要な行動、組織理念の示す方向へ人々を動機づける行動である。そのために管理職を含めた全職員を
対象とする評価システムと報酬システムを改革する。

3－2 組織マネジメント改革の方向性
全職員がよりよく働くしくみの最適化のためには、4 つの組織改革が必要となる。

（１）意志決定システム
組織全体で収入向上に向けた行動を一体的にとるためには、組織の判断決定のために必要な行動、
すなわち現場で得られる情報をもとに公の場で行動提案や改善提案を検討し決定する会議が不可欠であ
る。この場合、組織の行動は意志決定権限のある者によってなされるから、提案についてはコスト
（リスク）とリターンとのバランスにおいて、組織の目的や達成確率を純粋に高くする提案であること
が前提である。会議の時間の上限を設ける。会議で決定した事項は 24 時間以内に全員で共有され遂行
責任は明らかにされなければならない。

（２）評価システム
人財こそが最重要な組織の資源である。人財の活躍によって成果が決まるのである。人財の成長を引
き出すためには評価が必要である。この評価は、すべての職員が自分の強みである資質とコンピテンシ
ーに向き合う機会とする。このプロセスが自分にとっての一番の成長機会となる。実効のある改善提案
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力と他人のための力となるコミュニケーション力はぜひとも身につけなければならない。
リーダーシップとは他人の成長ための力となることであるし、組織目標の達成に向けたベクトルを
共有した上でそれにかなった行動を進んでとることが大切である。

（３）報酬システム
人間の本質である「自己保存」の意識に打ち勝ち自分の行動を変えるメリットを信じられるしくみが
報酬と結びつかなければならない。年齢や経歴に関係なく誰もが組織の成果にとってよい働きをすれば
報酬と年収が上がるようにする。一方で期待される行動をとらなければ年齢や経歴に関係なく権限と報
（＊）に基づく評価で待遇変更は厳格に実施されなけれ
酬は下がる。自ら決定した「あしたの履歴書」
ばならない。
報酬には、金銭以外の価値、すなわち組織の中の人の成長に不可欠な役割があるという実感が含まれ
るから、人財育成プログラムの設計に積極的主体的に関わることが重要な要素であることを理解しなけ
ればならない。
（＊：令和 2 年度から導入する「あしたのチーム」による人財育成支援では、自らの目標として、自
己の成熟性、変化行動・いしけってい、対人・顧客活動、組織・チームワーク、業務遂行、戦略・
思考、情報、リーダー分野からのコンピテンシー（高い行動特性）を選択する）
（４）二法人の協力協定
社会福祉法人光明会との協力協定等を通じて新規サービス開発、幅広いキャリアパスの整備及び社会
福祉充実計画の作成、実施を追求する。

3－3 評価システムの方針

評価システムは、今後マネジメント会議で設計を進めるが、「あしたのチーム」による人財育成支援
を採用する。職員の行動の目標は、どのような成果を得たいかの視点から明確な数値で 3 年後の成果を
設定する軸とその成果を実現するためにどのように行動するのかの視点からコンピテンシー（高い行動
特性）を設定する軸の二軸を採用する。いずれも目に見えるものである。目に見えない「意思」は職員
の言語化により推し量る。
この二軸で確認するのは職員の志の成長であり、その志を上司や仲間が共感するためである。
また、評価の二軸は可能性の実績を見るためのものである。上からは可能性を重視しつつ、下からは
実績を重視する。
職員の成長と経験で評価する。客観的に見える部分と職員自身によって言語化された（例えば「研究
レポート」
）見えない部分との両面での評価を結給する。
なぜならば、事業目標の達成にあたっては客観的に数量で測れる目標と顧客の主観が入る品質面から
の成果あり、この品質面の評価は職員自身の経験に現れると仮定するからである。
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3－4 財務マネジメントの方針
商品開発と確実なサービス提供体制により、事業所の利用率の向上を図り、また各種補助金・助成金
の受給を通じて福祉事業収益の拡大を図るとともに支出削減について適正な管理指標を事業ごとに設定
して追求する。
個人情報保護を含めて情報機器の整備体制や顧客情報（個別ケース記録等）の保管や管理体制の見直
し・更新とともに漏洩防止の充実強化を図る（法人総務部が所管する）。
職員の待遇改善については、マネジメント会議主導の組織改革と協調し、関連する補助金を活用する
とともに就業規則や給与規程の改善を継続する（法人総務部が所管する）
。

3－5 法人管理組織
（１）機能面からの整理

評議員会

理 事 会

評議員選任・解任委員会

理 事 長

監

事

法人マネジメント［ＣＥＯ］
マネジメント会議（理念定義
経営計画発表会
職員人事・目標設定評価会議

経営計画

意志決定システム

評価システム

協定委員会

価値創造マネジメント［ＣＭＯ］
市場調査
商品開発
既存サービス分野
新業態分野
サービス第三者評価
価値提供マネジメント［ＣＯＯ］
法人リーダー会議（事業計画設計・事業目標管理）
全職員会議
職員採用
高齢者福祉系
特別養護老人ホーム・ハーモニー
デイサービス 笑顔の広場・笑顔の教室
居宅介護支援 開拓介護支援ステーション
（介護予防事業受託）
保育系
八街かいたく保育園
地域子育て支援センター 絵本とお庭
乳児院 イーハトーブ
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報酬システム設計）

病後児保育事業 キュア
子育て短期支援事業
障害福祉系
児童発達支援センター 銀河鉄道
保育所等訪問支援事業
相談支援事業
委員会
キャリアデザイン委員会

個人目標管理（目標設定・達成支援）

安全委員会
身体拘束廃止委員会
褥瘡予防委員会
財務マネジメント［ＣＦＯ

常務理事］

総務係・経理係
管理・メンテナンス室
（２）会議及び委員会等の役割の整理

名

称

役

マネジメント会議

理念定義
システム

割（開催頻度）

構

経営計画 意志決定システム
報酬システム設計（毎月）

成

員

評価

理事長 ＣＥＯ ＣＯ
Ｏ ＣＭＯ ＣＦＯ

協定委員会

二法人の協定に関する事項

法人リーダー会議

管理指標に基づく目標の進捗管理 情報発信の
企画・管理や労働安全衛生管理（毎月）

ＣＥＯ ＣＯＯ ＣＭ
Ｏ ＣＦＯ 各上長

全 職 員 会 議

事業計画の共有（年 2 回）

全役職員

事業デザイン
委員会

介護・保育・支援・養育サービスの新規開発

ＣＭＯ

委員

キャリアデザイン
委員会

法人職員の成長を見守る仕組み作り（研修等の
企画を含む）（毎月）

ＣＥＯ

ＣＯＯ

安全委員会

リスクマネジメント

ＣＯＯ

委員

身体拘束廃止
委員会

身体拘束廃止

褥瘡予防委員会

褥瘡予防

権利擁護委員会

法人職員が緊張感をもって職務に従事し、同時

サービス内容及び成果検討（毎月）

感染症予防

上長

委員

ＣＥＯ

ＣＯＯ

ＣＦＯ

委員

に各事業の利用契約者、家族の思いを十分に受
け止める仕組み作り 法人外からの様々な提案
の活用（隔月）

施設設備管理
委員会

施設設備管理

中長期的改修計画立案（適時）

各事業所職員会議

法人リーダー会議での決定等の周知

各事業所

内の全職員への情報共有 目標達成に向けた行
動計画の立案及び管理（毎月）
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上長

委員

職員

委員

（３） 情報共有ツールの活用
各事業所間の情報共有は、法人リーダー会議で実施しているが、さらに綿密な意思確認等を円滑に
行うために「サイボウズ」
（グループウエア）の活用を行う。

（４）総務部の役割
各事業所の現場職員が成果を上げることを第一義に事務職員は協力して次の職務を所管する。
①法人財務
②各事業所に共通する事務（人事、庶務）。
③評議員会、理事会の開催支援及びその記録の作成支援。
④各会議、委員会の実施支援
⑤介護・保育・支援・養育の利用契約者やその家族、行政機関や地域の人々等との連絡や報告

3－6 組織改革のロードマップ

前項に示した組織改革は平成 31 年度から試行を積み重ねる。試行の熟度に応じて令和 2 年度以降か
ら本格施行する。
具体的には品質マネジメントシステム（ＱＭＳ）を視野に入れつつ組織改革を断行することにある。
推進体制は、新たにマネジメント会議を設置する。
本法人の福祉事業運営においては、合理的な成果主義を追求すべき部分も存在するが、その中におい
てさえ、非合理な「理念経営の道」を究めなければならない。ＱＭＳは効率と成果のためではなく理念
経営の実現のためにこそ活用すべきものである。

４

社会福祉法人職員のあるべき姿と成長を見守る仕組み作り
４－1 介護・保育・支援・養育の質の保証は、職員の人間性の向上による

介護・保育・支援・養育の仕事は、楽で安易で責任が少ないものなどでは決してない。むしろ、世間から悪評
を受ける 3Ｋである。事実、きつい、危険、きたないことこの上ないのである。この状況をきれい、格好いい、給
料高い、健康になる、感謝される、の 5Ｋに言葉を換えても意味がない。
本法人の職員は、3Ｋであるからこそ、そこに価値と意義を見出すのである。国・県の処遇改善手当が地域に
よって異なることから、手当の金額が高い地域に移りたいと望む職員がいると聞くが、受け取る給料の金額
で職場を選択する職員が、それで引き寄せられていくならば、それにつられない職員こそ人間性を磨き高め
ていく資質があるといえる。
子どもを授かるのは神様の思し召しである。健康な子どもならほしい、障害者なら要らない、という 考え
方は、子どもを自分の所有物と考えているようなものである。
森信三は『人生論としての読書論』致知出版社 2011 の中で、職業即天職論について次のように述べてい
る。「職業こそはわれわれ人間が、「生」をこの地上に享けた意義を実現するために不可避の道であり、真の
直道だという倫理感の確立であって、かような意味での職業即天職観が、国民の一人一人の身につき、体に
根を下ろすことが大切だと思うのである」(p245)、「現実的には日々従事している自己の職業によって支え
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られていながら、しかも自分の天分はそこにはなくて、何処か他の場所にあるかのような、 一種の観念的
な錯覚ないしは妄想から、終生ついに脱し得ないとしたら、世にこれほどの悲惨事が他に あるであろうか」
(p247)、「人はこのように自分が現在従事しつつある職業をもって、己が天賦の使命を発揮し実現せんがた
めに、「天」より与えられたものと考える時、われわれは自己の職業のためには、
あらゆる努力と研究を
要することを、骨髄に徹して知りうる」(p258)
今、従事している職務に真心を込めて真摯に取り組むとき、その仕事は天職なのである。本法人の職員は、
天職に就いているからこそ、職務を通じて大きな「壁・困難」多く出会うことになる。
しかし、この「壁・困難」への挑戦こそ人間性の成長になくてはならないものなのである。人生は行動の連
続である。行動の結果得られるものは、自らのビジョンにとって不可欠なもの（経験）であるからそこには失敗
はない。失敗とは、挑戦から逃げて行動を避けることである。経験を積み重ねるために挑戦を繰り返す勇気
が必要である。
介護・保育・支援・養育の質の保証は、「壁・困難」へ挑戦し続けることにある。そこには「うまくいかないこと」
もまたたくさん生まれる。

４－2 職員の成長を見守る考え方
だからこそ、職員一人ひとりが経験をたくさん積むことが必要なのであり、「うまくいかないこと」を通じて
成長する場が存在しなければならない。
失敗を非難すること、失敗を避けさせることは、一見成果に結びつく親心と思われるが、実のところ 挑
戦から逃れようとする行動（挑戦しないことだから、行動とは言えないが）を引き出してしまう。
これは、マネジメントとしてもっとも避けなければならない状態である。マネジメントにとって歓迎すべきは
職員の特性や成果を上げたスピードや完璧さではなく、努力して成し遂げたこと、こつこつと努力を続けてい
る姿、失敗から何かを学ぶ姿なのである。また職員の強みを活かして成果に結びつけるには、適材適所であ
る。本人も気づかない強みを引き出すためには、本人がやりたいと思わない職務を経験させることもまたマ
ネジメントの役割である。

４－3 リーダーに求められる資質と行動指針
（１）成果をあげる使命
目的を達成する責任を使命という
マネジメントの役割の一つは「仕事を生産的なものとし、働く人たちに成果をあげさせる」ことである。
組織の目的は、組織の外部にあることから、社会の健全な発展の貢献することである。そのための手段は、
事業の成果をあげることであり、そのための条件の一つとして、組織の存在がある。社会全体の健全な発展
のために組織は、固有の役割を果たさねばならない。
目的と手段と条件との関係性を十分に把握する必要がある。同様な構造から職員のキャリアアップをとら
えると、その目的は事業において成果をあげることであり、その一つの手段にキャリアアップがあり、その条
件は職員にとっての使命と安心感の存在となる。この意味から「マネジメントは、なぜ職員に成果をあげさせ
なければならないのか」を理解しなければならない。
（２）キャリアアップ支援から見る「経験」の意義
成長とは経験そのものである
職員のキャリアアップ（成長）とは、経験を積み重ねようとする姿勢が身につき、その実践からもたらされる
変化であるから、職員の成長の内実は経験そのものである。この経験（実践の積み重ね）を通じての変化は職
員固有の力・特性により強くもなり、遅くにもなるが、重要な点は、経験は本人がやりたいことに留まらず、や
りたいとは思わないことに取り組む経験も大切になるというところにある。また職員の成長の可能性を信じ
るならば、その特性は未知・未開の部分にあるかも知れないので、既知の長所を活かすという視点からのキャ
リアアッププランは早計であることに留意する必要がある。
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職員のキャリアアップは、経験を積ませるところに決め手があるので、職員が経験を積むにあたって不可欠
な使命（やりたいとは思ってもみなかったことへの挑戦することを含めての責任）と安心感（できるかどうか
の確信のないままでの挑戦）を保証しなければならない。
使命とは、挑戦する責任をもって幸せにする相手（その人にとってなくてはならない自分となるための相
手）を見つけることが必要である。身近な親族をその対象とすることがあるが、先人や仲間がどう挑戦して
いるかを知ることで 視野が広がるものである。使命感を高めるには、この視野拡大のための支援が大切な
のである。
安心感は、どんな挑戦をしてよい、どのような経験を積もうともそれでよいのだ、というものであり、組織
が備えるべき最優先課題となる。
仲間の力を借りなければ自省できない
誰もが自分の思いは正しいと思っている。ただその思いの向きはみな別方向である。事業成果を上げるた
めにはそろえなければならない。組織の目的に責任を果たすためには「みんな違ってみんないい」(※107)の
ままにしておくわけにはいかない。職員一人ひとりの満足感は、組織存在の条件ではあるが、組織の目的で
はないからである。
みんなの思いの向きをそろえるためには、ドラッカーの 5 つの質問（①われわれのミッションは何か？ ②
われわれの顧客は誰か？ ③顧客にとっての価値は何か？ ④われわれにとっての成果は何か？ ⑤われ
われの計画は何か？）に答えることである。別の観点から考えてみると、自分の考えのズレを知るにはほかの
方向を向いている仲間が必要であることが分かる。自分と向きが異なる仲間が近くにいないことには、自分
の向きは合っているかどうかという自問すら発生しないであろう。
誰もが自分は正しいと思い込んでいる以上、自分の思考が間違っているかもしれない、という気づきが得
ることが「経験」の最も大切な機能である。
このことから職場づくりのために視点を移してみると、業務の中で職員が経験を積み上げていくための仕
組みのあり方が見えてくる。
①先人・仲間は何を思っているか【行動】
②自分は間違っているかもしれない【思い・自問】
③自分は先人・仲間と異なる経験を重ねた【行動】
④自分はまんざらでもない【思い】
この①から④を繰り返す仕組みを組織の中に作り上げることである。
開拓のこれまでの実践、またこれから追求する研修等を整理すると、
①仲間は何を思っているか＝ポジティブインタビュー・読書
②自分は間違っているか＝パラダイムシフトとの邂逅（虐待のとらえ方はその一例）
③仲間と異なる経験を積んだ＝仕事・資格取得・旅
④まんざらでもない自分＝自分の教科書（自分の変化に気付く）可視化の仕組み となろう。

（３）礼節による心理的安全性の保証
労働生産性をあげるには心理的安全性の保証が不可欠
Google 社内には様々な業務に携わる数百のチームがあるが、その中には生産性の高いチームもあれば、
そうでないところもある。この違いを明らかにしようと様々な角度から分析し、より生産性の高い働き方を提
案することを目的として 2012 年にプロジェクト・アリストテレスが実施された。
「同じチームに所属する社員（チームメイト）は、社外でも親しく付き合っているか」「彼らはどれくらいの頻
度で一緒に食事をしているか」「彼らの学歴に共通性はあるか」「外向的な社員を集めてチームにするのが
いいのか、それとも内向的な社員同士の方がいいのか」「彼らは同じ趣味を持っているか」など、多岐に渡る
観察を行った。
その結果「チーム編成の在り方」や「チームのルール・規範」や「メンバーの能力」と「労働生産性」の間には
ほとんど相関性がないことが判明した。
「他者への心遣いや同情、あるいは配慮や共感」こそ「労働生産性」との相関性が見られたのである。一つ
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のチーム内で誰か一人だけ喋りまくって、他のチームメイトがほとんど黙り込んでいるチームよりチームメイ
ト全員がほぼ同じ時間だけ発言するチームは成功する。そのような決まりを押し付けるのではなく、自然にそ
うなるような雰囲気がチーム内で醸成されることが重要なのであった。「こんなことを言ったらチームメイト
から馬鹿にされないだろうか」「リーダーから叱られないだろうか」といった不安を、チームから払拭して心
理学の専門用語では「心理的安全性（psychological safety）」と呼ばれる安らかな雰囲気をチーム内に育め
るかどうかが、成功の鍵なのだという。
本来の自分を心配することなくさらけ出せることが重要
もちろん公私混同はよくないが、同じ一人の人間が会社では「本来の自分」を押し殺して「仕事用の別の人
格」を作り出すことや、人生の時間の大半を占める職場で仮面を被らなければならないことは幸せな人生と
は言えない。
社員一人ひとりが会社で本来の自分を曝け出すことができること、そして、それを受け入れるための「心
理的安全性」、つまり他者への心遣いや共感、理解力を醸成することが、間接的にではあるが、チームの生産
性を高めることにつながる。これがプロジェクト・アリストテレスから導き出された結論であった。
心理的安全性を阻むものは、怒鳴る、からかう、嘲る（あざける）、過小評価するに留まらず「はぐらかす」
「論点をずらす」にある。同僚や上司、後輩の仕事以外の面の事実を知ることなしに、自分が見ただけの（他
人から聞かされただけというのは論外だが）そのときの状況のみを根拠に否定、非難をすることは礼節に欠
くことになる。
自らルール作りに関わらないルールで統制されることが、不安や恐怖につながるのである。躾という理由
で度を越した管理をすることは心理的安全性からは逸脱することになる。このような管理手法では、経験を
積み上げようと挑戦する行動は引き出せない。
(この項は次のサイト、書籍を参照した
"What Google Learned From Its Quest to Build the Perfect Team" The New York Times, FEB. 25,
2016
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/48137
https://www.kaonavi.jp/dictionary/project-aristotle/
クリスティーン・ポラス『Think CIVILITY』東洋経済新報社 2019.6 p52

４－４ 職員のあるべき姿
（１）徳性
豊かな人生を生きる最も有効な秘訣は「与える」ことである。自分の持っている卓越した長所は他人に悦
びを与えるためにある。自分の役割は、自分の長所を活かした先に見えてくるから、豊かな人生とは自分の長
所と役割とがつながった人生のことである。誰かに何かを与えると「もっと多く誰かに何かを与える能力と機
会」が必ず自分に返ってくる。すなわち自分の役割が増すのである。
そして、他のために尽くし与え続けることは「感謝の心で恩に報いること」と理解している人を 「徳があ
る人」というのである。徳とは、報恩のことであり、人が追求すべき高い人間性の中心にある。そして徳がある
生き方に挑戦する行動の習慣を身につけることが、周囲をよりよい人間に導くために不可欠である。ただ徳
があるからといっても事業における短期的成果を保証するものではないから、それが事業の成果に貢献しな
いかに見えることがあろう。だからこそ事業遂行能力と徳とを重層的に 求める組織においては、人と人と
が励まし合い、助け合う風土が大切になる。
「人生において欲しいものを手に入れるためには、手に入れたいと思うものを与える側にならなければな
らない。感動の多い人生を送りたければ、感動させてもらう側にいては、本当の感動の半分も手に入れたこと
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にはならない。感動させる側になって初めて、真の感動を十二分に味わうことができるのだ。このことは感動
に限った話ではない。
たとえば勇気を手に入れたければ、それをくれる人やものを探し求める側ではなく、人に勇気を与える側
に。何かを身につけたければ、それを教わる側ではなく、教える側に。人から認められたいのなら、認められる
のを待つ側ではなく、認める側に。そして、人から愛されたければ、愛されるのを期待する側ではなく、愛を与
える側にならなければ、本当の意味で欲しているものを手に入れることはできないのだ。多くの者はそれら
を、どうやって手に入れるかということばかりを考えている。
しかし、本当に手に入れたいものであればあるほど、どうやって人に与えるかを考えなければならないの
だ。」（喜多川泰『賢者の書』ディスカバー21 pp204-205)

（２）三種の神器

日本固有の皇位の正統性を示す三種の神器（八咫鏡（やたのかがみ）、天叢雲剣（あめのむらくもの
つるぎ）
、八尺瓊勾玉（やさかにのまがたま）
）は、和の心の象徴とみることができる。
（※）
「鏡は一物も貯えず、私心を去って、万象を照らせば是非善悪の姿が現れないということはない。
その姿どおりに感応することをとくとする。これは正直の本源である。玉は柔和善順を徳とし、慈悲の
本源である。剣は剛利決断の徳とし、智恵の本源である。この三徳を残りなくあわせもたないと、天下
が治まらないことは間違いないであろう」
（今谷明『現代語訳 神皇正統記（北畠親房）』角川新人物文
庫 2015）

鏡は、清き明き直き心、すなわち素直な心
剣は、決断、すなわち困難に立ち向かう心
勾玉は、慈悲、すなわち思いやりの心
を示すのであり、和の心の象徴であることから、本来日本人の心の宿っていて、それを磨き上げること
が日本人の「道」であると理解することができる。
（※ 白駒妃登美『古事記が教えてくれる天命追求型の生き方』エイチエス 2019 p96）
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第２章

ハーモニー、デイサービス笑顔の教室

特別養護老人ホーム

令和 2 年度 事業計画
1

基本理念
①

特別養護老人ホーム・ハーモニー
平成 20 年 10 月 1 日から地域密着型特別養護老人ホームとして運営してきたが、平成 30 年 4
月 1 日新たに広域型介護老人福祉施設として定員 47 名(千葉県高指令第 1885 号事業所番号
1273501336)うち空床型短期入所生活介護定員 4 名(千葉県保指指令第 157 号 6-34 事業所番
号 1273500627)の指定を受け、地域の中での福祉推進拠点の機能を発揮し、家族・地域・関係機
関等との絆を強める事に尽力してきました。
また、「親孝行すすめ隊」の理念の下、入居者の一人ひとりの尊厳を高めるとともに、地域に広が
る福祉文化の創造を推進し、生活感と潤いのある施設づくりを目指します。
特に、昨年度から流通産業協同組合（東京都中央区銀座 1-15-6）のご理解ご支援を頂き、ベトナ
ムからの技能実習生 3 名を受け入れ、入居者への更なる介護サービスの充実を図ってきました。引続
き、今年度も 3 名のベトナムからの技能実習生の受入れを展開していきます。
②

高齢者デイサービス
利用者の心身の状態を的確に捉えてその有する能力に応じて、自立した日常生活を営むことが出来
るよう「くもん学習療法」
「玩具療法」等を取り入れ、利用者の立場に立った機能的かつ喜びあふれ
る介護サービスを実施していきます。

2

目 標 値
区

定員（名） 目標稼働率（％）

分

特別養護老人ホーム・ハーモニー

3

47

１００

うち空床利用型短期入所

4

９５

デイサービス・笑顔の教室

10

１００

延利用者数（名）
17,155
（1,4６0）
2,570

職員体制
区

分

特養ハーモニー(短期入所兼)

デイサービス笑顔の教室

施設長(管理者)

1名

1 名(特養と兼務)

副 施 設 長

1 名(生活相談員兼)

1 名(特養と兼務)

医

1名

1 名(特養と兼務)

護 職 員

2名

2 名(特養と兼務)

生 活 相 談 員

1名

1名

機能訓練指導員

1名

2 名(看護職員と兼務)

支 援 専 門 員

1名

看

師

介 護 職 員

19 名

2名
17

4

栄

養 士

1名

調

理 員

5名

事

務 員

1名

1 名(特養と兼務)

職員研修計画
①高齢者虐待防止

②非常災害時対応

③熱中症予防

④食中毒予防

⑤事故発生・再発防止

⑥感染症予防

⑦褥瘡予防

⑧安全衛生

⑨腰痛予防

⑩身体拘束廃止

⑪リスクマネジメント

・千葉県高齢者権利擁護・身体拘束廃止研修修了者は、令和 2 年 4 月 1 日現在、
基礎課程修了者 11 名・専門課程修了者 5 名・実践課程修了者 1 名である。

5

入居ユニット計画
①

目 標
・入居者一人ひとりが日々安心して生活が出来るよう様々な面から支援します。

① 方 針
・職員一人ひとりがいつも笑顔で対応でき、やるべきことを的確に判断する。
② 具体的な計画
・入居者が穏やかに安らぎのある日々を送っていただけるよう、
職員一人ひとりがいつも笑顔で対応する。
・ユニットケアに求められている、プライバシーの保護や一人ひとりに合った
快適生活を満喫できるよう特段の配慮をしていく。
・イベント等では楽しんで頂きメリハリをつけていく。
③ 生活面の計画
(生活について)
・環境整備を図り、明るく安らげるフロア作りを心がける。
(食事について)
・楽しく落ち着いて召し上がって頂けるように良好な環境を整備するとともに、
手洗い・消毒等の衛生面に日々配慮する。
・一人ひとりに合った食事形態に気を配るとともに、食事量・水分摂取量や
体重の増減にも十分配慮する。
(入浴について)
・1 週間に 2 回以上の入浴を、その方に合った形で提供する。
・利用者の身体に異常・異変がないか全身状態の観察に努め、
気付いた場合には連携を図りながら速やかに報告する。
(排泄について)
・プライバシー保護に努め、一人ひとりの排泄パターンを把握し、
日々快適に過ごせるよう定時交換を行う。また定時・希望時のトイレ誘導を行う。
④ 健康管理
・入居者一人ひとりの健康状態の細やかな観察と体調不良・熱発等の異常の
早期発見に努める。
・健康維持にも気を配り問題のある時は速やかに報告を行い早めの対応に努める
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・気がかりな点は早めに嘱託医に報告・相談する
⑤ 機能訓練
・日々の健康維持のため、歩行・移乗・立位保持・マッサージ等の訓練を行う。
・リハビリの一環として体操等を通じて、手指や足、口腔の運動も行う。
⑥ 年間行事計画
区分
月
ハーモニー
デイサービス

6

4

花見

花見

5

母の日イベント

母の日イベント

6

あじさい見学 ・父の日イベント
防災訓練 ・地区保育園児交流会

あじさい見学 ・父の日イベント
防災訓練 ・地区保育園時交流会

7

七夕交流会

七夕交流会

8

明朗夏祭り見学

明朗夏祭り見学

9

敬老会
防災訓練

敬老会
・ 運営推進会議
防災訓練

10

秋祭り

秋祭り

11

菊花展示

菊花展示

12

クリスマス会

クリスマス会

1

新年会

新年会

2

節分祭

節分祭

3

ひな祭り会
防災訓練

ひな祭り会
防災訓練 ・ 運営推進会議

デイサービス事業計画
① 目 標
・新規利用者の獲得に努め平均稼働率の向上を目指す。
フロア全体の環境整備に努め、皆様が笑顔で楽しく過ごして頂けるように配慮する。
② 方 針
・ご利用者が「楽しく、安心できる」時間を送れるよう配慮したサービスの提供に努める。
③ 具体的な計画
・
「笑顔あふれるデイ」として更なるレクリエーション等の充実に努める。
・
「報告・連絡・相談」の徹底を図り職員間のコミュニケーションを充実させ、
必要な情報の共有化に努める。
④ 健康管理
・手洗い、うがいの徹底とバイタルチェックを必ず行い、健康状態の把握に努める。
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・異常がある時は速やかにご家族、関係各所に報告していく。
⑤ 機能訓練
・個別リハ、集団リハを更に充実させる。
・ご利用者の機能に合わせたマシントレーニングを行いＡＤＬ・ＱＯＬの向上を目指す。

第３章

開拓介護支援ステーション

令和 2 年度 事業計画

１．介護保険制度の方向性
高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組みとして、2000 年に創設された介護保険制度は、今ま
での施設介護から在宅介護に移行すること、核家族に介護の負担を過剰に負わせないようにするこ
とを目的とする。介護保険制度は、常に社会や市場の実情に合ったものにするため、３年ごとに見直
されることになっているが、少子高齢化により、法改正がそれを追いかけているような状況にある。
現在の介護保険制度は、介護予防に重点が置かれるようになったこと、社会で高齢者を見守るよ
うな仕組みを取り入れたことなど高齢者を社会の一員として、家庭に閉じ込めないようにすること
にある。
また 2018 年度の改正では、
財政問題の改善のため、収入のある高齢者には応分の負担を求めた。
永続的に制度を運営していくための措置であった。併せて、介護保険の認定調査で要介護１～５ま
での認定でない方は、介護保険の給付を受けられなくなった。しかし、要支援１、２や非該当（認定
なし）の方に対しても、今後、要介護状態にさせないための支援が必要であるため、日常生活支援総
合事業が創設された。要支援者の方は訪問型や施設型のサービスが受けられ、要支援の認定を受け
ていなくても、栄養改善を目的とした配食や見守りなどのサービスを受けることができる。
今後、さらに要介護人口が増え、それを支える現役世代が減少していくことが予想される中、介護
保険サービスは今より縮小せざるを得ないと考えられている。そこで、介護が必要になっても住み
慣れた地域で暮らし続けるための「地域包括ケアシステム」の構築が急がれている。その重要な視点
は、
「自助」である。自助とは、国の財源を使わない保険外サービスの普及と充実である。公的支援
で不足する分は、自費で保険外サービスを利用して自立した生活をすることが求められる。
上記のような環境の中、2021 年度の介護保険法改正の方向性は、以下の点が挙げられている。
① 要介護１．２の日常生活支援総合事業への移行
② 利用者負担割合２割・３割対象者の拡大
③ ケアプラン（居宅介護支援費）の有料化
④ 補足給付（食費・居住費）の要件の見直し
⑤ 通いの場の整備促進
以上の点において、2021 年度の法改正では①～③については先送りされた。
しかしながら、今後の方向性としては、①～③に対する改革が想定され、特に、開拓介護支援ステ
ーションとしては、①③への対応を今から行う必要があると同時に、⑤の地域での開拓が求められ
る。
そこで、令和２年度開拓介護支援ステーション事業計画を以下のとおり定める。

２．運営方針
法人の「親孝行すすめ隊」の理念の下、高齢者にとっての最善で最良な介護サービスの提供、並び
に地域包括ケアシステムの構築と実現に向けて、これまでの医療機関・行政機関・家庭との連携プレ
ーに、加え、地域包括ケアセンター、介護事業者、障害福祉事業者、地域住民（老人クラブ・自治会・
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ボランティア・ＮＰＯ等）とさらに緊密なる連携のもと、保険外サービスの活用や充実を含めた、
「地域の介護力の向上」および「公正・中立なケアマネジメントの実践」を目的とします。
また、2019 年８月から算定を開始した「特定事業所加算Ⅲ」に示される人員体制や研修の実施、
困難な事例に対する支援の提供状況などの算定要件を遵守します。
そして、介護支援専門員は、介護を必要とする高齢者の意思決定を支援する「代理人機能」を明確
に意識し、独立性をもって、質の高いケアプランを作成する。
（参考 特定事業所加算Ⅲ算定要件）
１．利用者の情報やサービス提供上の留意事項などの伝達を目的とした会議を定期的に開催（週１回以上）。
２．24 時間連絡体制を確保し、必要に応じて利用者などからの相談に対応できる。
３．介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施（年間の個別研修計画を作成。研修目標の達成状況を適
宜評価・改善措置の実施）。
４．地域包括支援センターと連携を図り、みずから積極的に支援困難事例にも対応可能な体制を整備。
５．地域包括支援センターが主催する事例検討会、他法人と協働で開催する事例検討会（または研究会）
などに参加する。
６．運営基準減算または、特定事業所集中減算の適用を受けていないこと（中立・公正の確保）
。
７．介護支援専門員１人（常勤換算）の利用者数（介護予防含む）が 40 名未満。
８．法第六十九条の二第一項に規定する介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎
技術に関する実習」等に協力又は協力体制を確保していること。
９．常勤専従の主任介護支援専門員等を１名以上配置していること。
１０．常勤専従の介護支援専門員を２名以上配置していること。

３．職員体制
管理者

１名

主任介護支援専門員

１名（管理者兼務）

常勤専従の介護支援専門員 ２名
必要に応じて、介護支援専門員の増員を図る。

４．目標値（月）
目標値は、事業所単位とし、ケアプラン作成数（要支援含む）100 名以上～107 名以下とする。

５．教育・研修計画
介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施（年間の個別研修計画を作成し、研修目標の達成状況
を適宜評価・改善措置の実施する）する。
また、管理者は毎週特定会議を開催し、利用者の情報やサービス提供上の留意事項などの伝達を
行う。そのうちの１回は、参事（ＣＯＯ）が主催する職員会議とし、法人各事業の情報共有、必要な
内部研修を行う。
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第４章 八街かいたく保育園
1

令和 2 年度事業計画

八街かいたく保育園の使命

八街かいたく保育園は「世のため人のために尽くす子どもと親を育てる」をモットーに子どもへの保
育（養護と教育）とともに親・家族へも目と心を注ぐ。
すべての保育プログラムは、単に親に代わる保育サービスではなく、家庭（家族）・地域の親たちや高
齢者、青少年たちまで含めた地域コミュニティづくりにその基礎を置く。子どもの保育は直接的な人づ
くりであるからである。
これによって 50 年後、100 年後、30 世紀の日本、世界に暮らす人々を幸せにするために挑戦するこ
とを八街かいたく保育園の使命とする。

２

基本方針

平成 29 年 3 月に告示された「保育所保育指針」を受けて、園の包括的な基本方針書「全体的な計画」
とそれに基づく「指導計画（幼児教育計画）」「健康・安全・食育計画」「子育て支援計画」をもとに評価と
継続的改善をすすめるカリキュラムマネジメント体制を作ること、各職員の長所と資質を活かした保育
を展開するための「職員キャリアデザイン計画（研修計画）」を明確にして 実施することを今年度の重
点方針とする。
もとより「子どもの生命の保持および情緒の安定を図る」養護と「子どもが健やかに成長し、 その活
動がより豊かに展開されるための発達の援助」である教育について、それぞれのねらい及び内容を具
体的、的確に把握し、地域資源を積極的に活用した創作活動や日常的な高齢者、障害児・者などとのふ
れあい活動等、養護と教育の一体的な保育を推進し、かつ、それらの評価・改善を 図るという従来の方
針は維持する。
少子高齢化が進み人口構造が変化する中、社会を支える労働力人口を維持するためには女性の 労
働力拡大は欠かせない（＊）。女性の労働力参加率の高い国が出生率も高くなっているので 「親を育
てる」とは仕事と家庭の両立を支えることと捉えるべきである。この点から働く親にとって価値のある
存在になることを目指す。この保育所としての社会的使命を認識して、八街の保育事業の拠点として地
域の期待に応える役割を果たすことを基本方針とする。
これらの方針を維持するための職場改善を進める。
（＊）OECD 諸国における特殊出生率（TFR）と女性の労働力参加率（FLPR）の関係の方向と強さを示す
相関係数の値は、1980 年以前は負であったが、1980 年代を経て 1990 年代以降、正に転じたことはよく
知られている。かつては女性の労働力参加率の比較的低い国が出生率が高かったが、現在では、女性の
労働力参加率の高い国が出生率も高くなっているのである。係数は 1980 年代に次第に変化し、1986 年
頃を境に負から正へと逆転している。
（山口一男「女性の労働力参加と出生率の真の関係についてーOECD 諸国の分析と政策的意味」
より引用
https://WWW.rieti.go.jp/jp/papers/journal/0604/rr01.html)

3

保育の方針
（１） 子どもの生命の保持及び情緒の安定とともに養護と教育を一体的に進める。
（２） 子どもの育みたい資質・能力、乳幼児期の終わりまでに育ってほしい姿を目指して
幼児教育機関としての機能を果たす。
（３） 子どもの健康、食育、安全とともに災害への備えを推進する。
（４） 地域の保護者等に対する子育て支援を充実させる。
（５） 以上の方針は、全体的な計画に基づき目標を明確にした上で評価・継続的改善を進める
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カリキュラムマネジメント体制を構築する。

4

実施する事業内容
（１）

（２）

事業所所在地 ： 〒289-1103 千葉県八街市八街に６６-４ 定員１１１名

事 業
① 通常保育
「指導計画（幼児教育計画）」「健康・安全・食育計画」「子育て支援計画」をもとに評価
と継続的改善をすすめるカリキュラムマネジメント体制のもと保育支援をする。季節行事と
日本の文化に触れる機会を充実させる。
また、乳児保育事業・産休明け保育事業を合わせて実施する。
② 延長保育
家庭の事情に合わせた、通常保育時間外の保育支援をする。
③ 一時保育
家庭の事情に合わせ、子育てが困難な場合に一時的な保育支援をする。
④ 休日保育
家庭の事情に合わせ、日祝日の保育支援をする。（平成 30 年度より継続）
⑤ 地域子育て支援センター「絵本とお庭」
地域子育て支援センター事業を実施する。基本事業として、乳幼児及びその保護者が相互
の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行う
地域の他の支援センターにはない強みとして、絵本と園庭での遊びに重点を置く。

（３）事業実施上の留意点
① 保育園の全体的な計画から導かれるカリキュラム編成
指導計画（幼児教育計画）の作成、個別計画策定へ向けた体制準備
② 「指導計画（幼児教育計画）」「健康・安全・食育計画」「子育て支援計画」をもとに評
価と継続的改善をすすめるカリキュラムマネジメント体制
担任会議、給食（離乳食）会議のほか、各種行事等に関する委員会等の編成と実施
③ 災害時対策を含めた健康及び安全への取り組み
防災訓練（月例、引渡し訓練）、防災教育、関係マニュアルの整備
④ 保護者会活動との連携を強めた保護者・地域との連携した子育て支援の充実
本部役員会（月例）、奉仕作業（年２回）、リサイクル活動（年 6 回）、運動会協力（10/3）、
保護者交流活動（9/12 2/20 3/19（謝恩会））、保護者会活動の記録、
定時総会（2/20）、 この他、保護者会及び男性保護者会の会と園との連携強化のための
体制編成
⑤ 職員の資質・専門性の向上と園全体の保育力向上とを目的とした研修等の充実
法人全職員会議（1/9 3/27）
職員研修（園内研修、園外研修ともに別途定める。）
キャリアパスに基づく養成研修派遣、他事業所の視察研修
全国保育協議会、全国保育士会等主催研修会への派遣 及びこれらの伝達研修
⑥ 情報発信
保護者との連携強化と情報共有を図るために、園だより、クラス通信、園長通信を定期
的に発行する。また ICT 活用ツールを導入する。ホームページを適時更新する。

5

職員体制
園 長

１名 （必要に応じて副園長を置く）
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主任保育士（リーダー）２名

１５名以上

栄養士（リーダー）

１名

調 理 員

２名（非常勤含む）

看

１名

嘱 託 医

１名

２名

事務員（リーダー）

護 師

支援センター保育士

6

保 育 士

１名

事業計画の推進に向けて（事業実施上の留意点との関連）

（１）地域（八街市）の保育の拠点になる
保育園の使命は、子育てではなく、子育て支援に置くべきである。
古来、子育ての機能は親ではなく地域社会が担ってきた。少子高齢化（下図参照）により、現状の推計
によるならば、子育ての対象となる子どもの数は 2000 年と比較して 2050 年には半減る。
このまま「子育て」を事業とするに留まっていては、保育園に求める社会のニーズが半減する事態に
対処することはできない。そこで、子育てをする親と地域社会に視点をシフトしなければならない。親の
仕事と家庭との両立への支援（就労支援型保育）を重点に置かなければならない。保育士もまたその役
割をいわば「子育て支援士」にシフトしなければ、社会に対する使命が十分に果たせなくなる。令和元年
10 月からの保育無償化により地域差の拡大があるものの、八街市の保育事業の拠点としての役割を自
覚してその責任を果たす。
そのために、地域子育て支援センターの機能強化を継続するとともに、保育園のこども園化の研究を
進める。
図表 1-2-1-6 日本の人口推移

http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h24/html/nc112120.html
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（出典）総務省「国勢調査」及び「人口推計」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成 24 年 1 月推計）:出生中位・死
亡中位推計」（各年 10 月 1 日現在人口）、厚生労働省「人口動態統計」

p://www15.plala.or.jp/simplelife/syoushika.htm
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平成 30 年度からの保育所保育指針の改定は、
(1)乳児・１歳以上３歳未満児の保育に関する記載の充実、
(2)保育所保育における幼児教育の積極的な位置づけ、
(3)子どもの育ちをめぐる環境の変化を踏まえた健康及び安全の記載の見直し、
(4)保護者・家庭及び地域と連携した子育て支援の必要性、
(5)職員の資質・専門性の向上 という 5 つである。
この改定と八街かいたく保育園の使命に基づいて、保育園の全体的な計画を立案し、またこの職場で
働く職員のキャリアを保障するために「かいたく保育計画デザイン委員会」を組織する。
親や地域社会の子育ての役割は何か、の一つは、喜多川泰『君が来た場所』にある（後記）。
八街かいたく保育園が、このメッセージを伝えるには、八街かいたく保育園でなければできない方法
（すなわち園の強みを活かすこと）を通じて行う。このことを追求するのが「かいたく保育計画デザイン
委員会」の役割である。
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（２）職員の資質、専門性を獲得する目的とその方法
専門性に基づいた保育上の判断は、全ての保育士が、自らの責任で行う。
自らの責任とは、単独で進める（あるいは上司の判断に委ねる＝単独の上司の判断）ということに留
まるものではない。自らの判断に至ったプロセス（複数の選択肢の中から適時に一つに絞った経緯）を上
司・同僚と共有する（そのために担任会議等を定例で実施する）なかで、選択肢の幅を広げる努力を継
続する姿勢が、「責任を果たす」本来の意味である。
対人サービスは、個別性が求められるから、一つの成功事例をもって安易に水平展開させることはで
きない。このことにより、対人サービスの現場では、いわゆる「失敗（ニーズをとらえ損なうこと）」がつ
きものである。
しかしながら、行動実践がもたらすものは、成功か失敗かではない。全てが必要不可欠な 「経験」
である。経験から学ぶものは、成功しかない。
失敗があるとすれば、行動を抑制して経験を積み重ねる挑戦から逃げる姿勢である。
失敗を恐れて、挑戦する姿勢を奪うことは、保育・教育ではないし、職員の人財育成でもない。
失敗を恐れて、他人の意志決定に依存し続けることもまたプロとしては失格と言わざるを得ない。
保育現場での行動実践においては、成功か失敗かの判断を持ちこんではならない。想定したとおりの
成果が得られなくても、それを失敗ととらえて、その原因を探り始めるのではなく、「行動実践の目的は
何か」（これが全体的な計画で示される）をしっかりと見据えて、その上で、その目的に向かう手段として
の行動を変える工夫を続けるのである。そのために「保育カンファレンス」を実施する。この実施体制は、
担任会議等で検討する。
このことは、職員に留まらず、子どもにも当てはまる。子どもも経験から学ばなければならないし、そ
の保障が保育・教育の計画の中に盛り込まれ、その上で実践されなければならない。
保護者に対してもまた、同様である。
判断のための選択肢の幅を広げる機会が「研修」の役割である。したがって、研修の機会保障が人財
育成の意味である。
管理者の役割は、人財育成にある。
人財育成（職員研修）は、職員個別の状態に応じて実施されなければならない。集合研修とともに個
別研修を実施する。個別研修は、職員個々の学びの意欲の方向性と、八街かいたく保育園の経営理念と
の整合をとる中で、主体性を尊重して（学びたいという意思表示に基づいて）実施する。
そのために「キャリアデザイン委員会」を組織する。
（３）業務省力化の方向性
業務省力化をすすめ、日常の業務は 6 時間での完了を目指す。持ち帰り作業は解消する。
そのために以下の方向性で改善を進め業務削減、時短を達成する。
・ア

手作りにこだわらず文字情報のデータ化を進める。連絡帳のデータ配信を進める。

・イ

自己負担金の銀行口座引き都市としたキャッシュレス化を進める。

・ウ

出欠席管理のシステム化、問い合わせのメール化を進める。
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・エ

職員間の連絡はミーティングではなくクラウドでの管理システムを活用する。

（４）職員の処遇改善

平成 29 年 12 月 8 日に閣議決定された「新しい経済政策パッケージ」は消費増税（令和元年
10 月実施）の財源活用を前提に人づくり革命と生産性革命（いわゆる労働力確保）を柱とするも
のである。保育士の処遇改善の上積みのほか、幼児教育の無償化も盛り込まれている。
幼児教育の無償化は、タダならば長く預けなければ損、という保護者の意識を生み出す恐れがあ
る。保育園の理念を全職員が共有することで、無料という理由とは別の理由で八街かいたく保育園
が選ばれることを追求する。
この営みを支えるものが処遇改善であるととらえられよう。

喜多川泰

『きみが来た場所』 株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン Kindle 版より

「ほとんどすべての人が複数の使命を持っている。でも、そのうちの一つはみんな同じ使命だ」
「すべての子供は、大人に自分の使命に気づかせるという使命を持っている」
「もちろん世の中には、子供は大人に自分の使命に気づかせるために生まれてくるということを知ら
ない大人も多い。子供は大人が立派に育ててあげなければならないと思っているんだ。ところが、本
当は反対だ。大人は子供からたくさんのことを学び、育ててもらっている」
「大人が子供に？」
「そうさ。すべての子供は素晴らしい才能を持って生まれてくる。大人になっても、自分の才能を開花
させることができない子供が多いのは、周りの大人がその才能を奪うからだ。そして子供の持つ素晴
らしさを奪って、自分のようにつまらない大人にすることを教育だと思っている。」
「子供の笑顔を見ろ。子供の寝顔を見ろ。目の前にいる小さな命を守るために、今自分に何ができる
のか考えてみろ。この子が幸せに生きていくために自分が何をしなければならないのか真剣に考え
てみろ。探そうとしなくても、自分の人生でやらなければならないことが見えてくる。そうして見えて
くるものがあるならば、迷うことはない。そこには君にしかできない世界が広がっている。自分を信じ
て、その世界をひたすら歩み続けるがいい」
「自分を信じる……」
「ああ、そうだ。君が見た、私たちの過去はあることの証明になっている」
「あること……？」
「そう。 人間は誰かのために生きているんだ」
「誰かのために生きている……」
「人間は、人間だけがと言った方がいいかもしれない、人が喜ぶ姿を見て自分も幸せを感じることが
できる。」
「今の子供たちは、自分のほしいものを手に入れ続けるのが幸せだと教えられて育つ。しかし、その先
に待っているものは幸せではない。なぜなら、人間は自分が誰かから必要とされていると感じ て初
めて幸せを感じることができる存在だからだ」
「すべては出会いによって実現されていく。自分が何をするかよりも、誰と出会うかだ。そしてその出
会いは、自分が今できることを精一杯やっていく中で自然とやってくる。同じ志を持ったもの 同士は
惹かれ合って出会うことになっているんだ。そして、そうやって出会ったもの同士が同じ方向を向くと
き、１＋１は２ではなくなる。場合によっては 10 になることだってある。」
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「新しい命は、お前に何かを教えてくれるために、お前を親として選んで生まれてきてくれる。つまり、
お前にはまだ自分が気づいていない自分の使命があるということじゃ。その新しい命と出会わなけ
れば気づくことができない使命がな。秀ちゃん。わしらはお前のことをよく知っておる。自分では気づ
いていないかもしれないが、お前の子供たちの将来だけじゃない。多くの子供たちの将来がお前の人
生にかかっている。もちろんお前だけじゃない。世の中の多くの大人が自分の使命に気づくかどうか
にかかっておる。そのためには、子供たちからよく学ぶことじゃ。」
「家族が一人増えると、育てるのにお金が余計にかかると思われているだろ。うちみたいに共働きだ
った家は、働き手も一人減るから、子供が生まれることで収入が半分近くに落ち込むことだってあり
得る。でも、『だから、人生でやりたいことができなくなった』『だから、いろんなことを我慢してお前を
育てた』とは言いたくない。むしろ、『お前が生まれてきてくれたから、今の俺がある』 『お前が生まれ
てきてくれたから、自分の好きなことをやる人生になった』と、将来子供に言ってやれるような生き方
をするのが親の役割だと思う。新しい命の誕生をそういうきっかけにしないと親としてかっこわるい
と俺は思っている。そのためにも、家族が一人増えるたびに、新しい何かに挑戦しないとな」

第５章

児童発達支援センター銀河鉄道

令和 2 年度

事業計画

１．基本理念
社会福祉法人開拓の「これからの日本を変える、今からそのための保育をする、それを私がする」とい
う保育に対する自覚と強い責任感の下に、児童発達支援センター銀河鉄道（以下「銀河鉄道」という。）
の基本理念を定める。
（公財）JKA 競輪公益補助金で建設された銀河鉄道は、
「雨ニモマケズ」
「銀河鉄道の夜」などに見ら
れる宮沢賢治の「自分たちのことを差し置いて他者のために尽くす」という子どもたちの心を道しるべに
して、人としてのあり方を子どもたちから学び、その子どもたちから力を得て果敢に療育（発達支援）を
実践することを基底に誕生した。
銀河鉄道は、専門的な療育（発達支援）の提供を通じて、子どものみならず、家庭、地域をも対象に「世
のため、人のために、与え尽くすこころを育むこと」を基本理念とする。

２．運営方針
銀河鉄道は、子どもの歩く、話す、読み・書き・計算を大切にしつつ、生きる力のベースとなる「生活
活力」
「愛着形成」
「自己肯定感」を大切に育み、適切な親子関係を支援することを目的とする。
銀河鉄道を支援が必要とするお子様は、平成 31 年度（令和元年度）の実践を踏まえて、以下のとおり
と整理する。
・発達の遅れ等により、幼稚園、保育園等への通園が困難な子ども。
・身体に障害のある子ども。
・医療的ケアが必要な子ども。
・国籍による言語・文化の違いから幼稚園、保育園等への通園が困難な子ども。
・発達の遅れ等により親子関係を築くことが困難な子どもと保護者。
令和２年度は、以下の運営方針に基づいた、これまでの実践を「児童発達支援ガイドライン」等から検
証し、さらに一つひとつの活動の質の向上に努めるものとする。
（１）楽しい療育・あそびを活かす
・子どもの好きなこと・興味のあることを見つける、広げる。
・子どもが遊びたくなる環境をつくる。
・保育者が誘いやすい環境をつくる。
・遊びの中に含まれる発達への効果を追求する。
・保育者が楽しむ。
（２）わかる環境
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・スケジュール・内容・動線など子ども目線に立ってわかる環境、方法を追求する。
・子どもが自分で片付ける・準備できる・達成感が持てる環境を追求する。
・子どもに伝わる・わかる方法を探る、追求する。
（３）つなげる意識
・言葉と名前・動き・様子を意識的につなげる。つなげやすい環境を追求する。
・仲間を意識的につなげる。人への関心、コミュニケーションを広げる環境を追求する。
言葉と動き、ルールと動き、実物と写真・絵図、写真・絵図と動き、先生と自分、友だちと自分な
どつなげる。
（４）柔軟な発想
・いろいろな方法に柔軟に挑戦する。
（１）～（３）を達成できると思う方法は勇気を持ってどんど
ん取り入れる。そして、やりにくかったら変える。
・同じ取り組みでも見方を変えて発達の段階に合わせた対応を考える。

３．療育（発達支援）に関する事業
銀河鉄道では、利用する子どもの発達の段階を的確に捉え、子どもの心身の特性に応じて、日常生活に
必要な基本的生活習慣の習得、個別及び集団の療育（発達支援）を通じ社会生活に適応できるように支援
する。
また、子ども及び保護者の意思や人格を尊重し、常に療育（発達支援）を利用する側の立場に立って療
育（発達支援）を提供する。
子どもや保護者の多様なニーズに応えられる柔軟な利用形態（毎日通園・間隔を空けた通園、親子通
園・単独通園、並行通園）を設定する。
銀河鉄道では、児童福祉法等に規定された以下の事業を通じて、療育（発達支援）を提供する。
（１）児童発達支援事業（定員 28 名）
保護者の意向や子どもの状況をふまえ、児童発達支援管理責任者及び保育士、児童指導員は、公認
心理士等と連携し個別支援計画を作成する。個別支援計画に基づいて保育士等を中心により良い
発達を促す専門的支援を提供する。
（２）保育所等訪問支援事業
専門相談員の保育士が、並行通園の子どもを中心に並行利用する保育園・幼稚園などを訪問し、子
どもが集団に適応するための適切な支援、及び保育園・幼稚園等の職員に対する支援を提供する。
（３）特定・障害児相談支援事業（相談支援事業所 銀河鉄道）
相談支援専門員が保護者から子どもの成長や子育てなどの相談支援を通じて、適切なサービス
の利用につながるよう、サービス利用計画を作成し提供する。
（４）千葉県障害児等療育支援事業
千葉県から事業を受託し、専門相談員の保育士が保育園・幼稚園などに訪問し、発達支援が必要な
子どもが集団に適応するための適切な支援、及び保育園・幼稚園等の職員に対する支援を提供す
る。

４．職員体制
児童発達支援センター及び特定相談支援事業・障害児相談支援事業、千葉県障害児等療育支援事業の施
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設基準（児童発達支援センターは、管理者１名、児童発達支援管理責任者１名、保育士及び児童指導員は
子ども４名に対して１名）に基づき、以下の職員を配置する。
なお、保育所等訪問支援に関する訪問担当者は都度（管理者）駅長が任命する。
（１）児童発達支援センター 銀河鉄道
職名

員数

【児童発達支援センター銀河鉄道・定員 28】
管 理 者（駅長）
嘱 託 医
看 護 師
児童発達支援管理責任者
どんぐり
保 育 士
ちゅりっ 保 育 士
ぷ
児童指導員
保 育 士
ひまわり
児童指導員

１
１
１
１
２
３

常勤
換算

0.75

１
２
2.7
5
３

育 士

３

１

児童指導員

６

2.0

訪問支援員

１

心

理 士

２

理学療法士

２

0.5
非常
勤
非常
勤

栄
調

１
１

養 士
理 員

基準の根拠

１
非常勤

３

保

基準

（２）相談支援事業所 銀河鉄道（令和２年５月開設予定）
職名
職員氏名
管理者（駅長）
高山智充（兼務）
相談支援専門員
鎌形佳由（兼務）

精神科又は小児科
－
１

７
(９)

児童指導員、保育士及
び機能訓練担当職員の
総数は、通じて概ね児
童の数を４で除して得
た数以上（平 24 条例
85 号第 82 条）
（７）
児童指導員等配置加算
（１）
待遇改善事業（１）
機能訓練担当職員
機能訓練担当職員
栄養士

基準
１
0.5

員数
１
0.5

（３）千葉県障害児等療育支援事業
職名
基準
員数
専門相談員
定めなし
兼務 6 名
また、八街市及び関係機関とのネットワークの構築、及び八街市内の療育（発達支援）の基盤整備のた
めに、八街市社会福祉施設連絡会及び八街市地域自立支援協議会の活動に積極的に参画する。
令和２年度の、千葉県通園施設連絡協議会及び八街市社会福祉施設連絡会には高山智充、八街市地域自
立支援協議会のこども部会には三浦かほり、そうだん部会には鎌形佳由を参加させる。

５．療育（発達支援）の目標値
（１）令和２年度の目標値として、以下のとおり設定する。
①児童発達支援事業の月間平均利用率 100％（１日あたり 28 名）の達成
②保育所等訪問支援事業・千葉県障害児等療育支援事業の充実
③令和２年５月から相談支援事業所 銀河鉄道を開設し事業を軌道に乗せる。
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国保連合会の報酬に関する規定では、通常営業日の１日上限受入人数 42 名（３ヶ月平均 35 名）を
超えて受け入れた場合に減算となる。
銀河鉄道では、安全な療育環境の観点から通常営業日の１日上限受入人数 34 名とする。
ただし、ファミリー運動会及びファミリークリスマス会等において、保育士等の配置や保護者の参加
など、子ども安全を最大限に配慮した上で、１日上限受入人数を超えて受け入れることがある。
（２）目標値の確実な達成のために、毎月リーダー会議（ぽっぽや教室開催日の 11 時～12 時）を開催
する。参加者は駅長、児童発達管理責任者、相談支援専門員、担当参事とする。

６．療育（発達支援）の計画
（１）クラス編成
様々な課題のある子どもたちに的確な療育（発達支援）を提供するために、発達課題に応じた療育（発
達支援）目的別のクラス編成とし、各クラスは児童発達管理責任者とともに年度クラス目標を作成する。
具体的な療育（発達支援）の内容は、月・週案を作成するとともに、子ども一人ひとりにあった個別支
援計画を作成する。その適切性を６ヶ月に一度見直しをする。
令和２年度のクラス編成は、以下のとおりとする。
①ひまわり
就学や並行通園を目指すクラスとして、人への意識を高める。人と楽しく関わり、集団の中で役立つ
ことを意識できるようにする。
②ちゅーりっぷ
一人ひとりの月齢や発達段階にあった療育を実施するクラスとして、動き・言葉・視覚支援教材で行
動につなげる。人と楽しく関わり、銀河鉄道を安心できる大好きな居場所にする。
③どんぐり
肢体不自由児を有する子ども、または乳児から３歳未満の子を対象としたクラスとして、体と心の成
長を大切に育む。人と楽しく関わり、銀河鉄道を安心できる居場所にする。トンネルや三角マットを
導入し、サーキットトレーニングができるよう整備する。
※プレイルームとして使用する天の川の遊びを充実させるため、大型の積み木を購入し、粗大運動がで
きるよう整備する。
令和２年度の各クラスの担任を４．職員体制のとおり指定する。非常勤職員は勤務指定表に基づきそ
の都度指定し、その役割を明確に指示するとともに、担当する子どもの療育（発達支援）目標の共有化
を図る。
また、子どもにとって分かり易い環境作りのために徹底して整理整頓（月１回の事業所内環境点検及
び公用車整備（ぽっぽや教室開催日の８時 30 分～11 時）を実施する）に努める。
なお、令和２年度のクラス編成については、駅長が令和 2 年３月 13 日までに確定し、直ちに保護
者への周知等を図った。
（２）医療的ケア児への支援
令和 2 年度からは看護師を配置し、たんの吸引や経管栄養など、医療的ケアが必要なお子様に対し、
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必要な医療的援助を行う。
また、保育士等に対しても、定期的に医療的ケア児の援助に関する研修を行う。
（３）保育所等訪問支援
訪問担当者が併行通園の子どもを中心に、並行利用する保育園・幼稚園などを訪問し、子どもが集団
に適応するための適切な支援、及び保育園・幼稚園等の職員に対する支援を提供する。
並行利用時の子どもの様子を的確に捉えて、保育園・幼稚園への移行がよりスムーズに行えるよう子
どもと保護者を支援する。
（４）外部専門家を活用した療育（発達支援）
① 認定ムーブメント教育・療法士による月１回のムーブメント教育・療育（全身を使ったダイナミッ
クな運動療法）を継続する。
② 臨床発達心理士による月３回のたんぽぽ教室（子どもの発達段階に合わせた個別の療育（発達支
援）
）を継続する（１日４名）
。
③ 理学療法士による月２回の訪問指導（座位や歩行の安定等を図るための理学療法）を継続する。
④ 専門講師による月２回のリトミック教室を継続する。
⑤ 保護者の希望に応じた発達相談・発達検査の実施体制を臨床発達心理士と協同し構築する。
（５）送迎
保護者の事情、希望に応じて送迎を行う。運行管理・安全管理体制、及び子ども送迎車内の過ごし方
についても療育（発達支援）の一環であることから、その支援内容の体系的な位置付けを検討し、確立
する。
また、運転業務の外部委託を継続する。
（６）保護者支援

① 月１回のぽっぽや教室にて、銀河鉄道を利用していない子どもや保護者も対象に、 あそび
を通じた子どもとの関わり、子育ての個別相談を継続する。
② 児童発達支援管理責任者および保育士による保護者面談（６ヶ月に１度の子どもの発達状況の報
告および個別支援計画の意見交換）を継続する。
③ 保護者に療育の内容を理解していただくために、年２回の保護者参観（クラス別）を継続する。
④ 保護者と子どもとの遊びを通じた楽しい思い出作りのために、８月にファミリー夏祭り、10 月に
ファミリー運動会、12 月にファミリークリスマス会、３月に卒園式＆お楽しみ会を継続する。
⑤ 保護者と子どもとの戸外での楽しい思い出作りのために年１回のファミリー遠足を継続する。
⑥ 並行通園の子どもの成長と保護者を支える土曜利用日の設定を継続する。
⑦ 新たに保護者同士がつながることのできるライフサポートファイル書こう会を継続する。
（７）教育・研修の計画
療育（発達支援）の質の向上を目指し、令和２年度の教育・研修を以下のとおり計画する。
１）全体（原則全員）
・児童発達支援センター視察研修（５月・７月・９月・11 月・２月）
・事業所会議内の研修
４月・事業計画・報酬改定等（小澤啓洋）
５月・個別療育事例研究（坂木さゆり）
６月・児童発達支援ガイドライン（三浦かほり） ７月・身体拘束・虐待防止（高山智充）
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９月・個別療育事例研究（坂木さゆり）
11 月・救命救急講習（三浦かほり）
12 月・チームワーク向上支援（小澤啓洋）
１月・個別療育事例研究（坂木さゆり）
２月・次年度事業計画（小澤啓洋）
・保育士及び児童指導員の専門職としての成長を支援するため、年２回担当参事等による個別面談
（非常勤は年１回）を継続する。
・療育（発達支援）に関する専門図書を充実させ、その貸出システムを充実する。
２）個別（個人及び都度選定）
・児童発達支援センター職員交換研修（山下昌代）
・児童発達支援管理責任者及び相談支援専門員の養成（中元有希子）
・強度行動障害支援者養成研修基礎研修（鎌形佳由）・実践研修（舩木瑠衣子）
・ムーブメント指導者講習・初級（上岡千恵）
、中級（鎌形佳由）
・医療的ケア児等支援者養成研修会（山下昌代）
・虐待防止マネージャー研修（三浦かほり）
・障害者虐待防止・権利擁護管理者研修（高山智充）
・八街市地域自立支援協議会のこども部会（三浦かほり）
・そうだん部会（鎌形佳由）の研修会への
派遣
・千葉県通園施設連絡協議会の研修会への派遣（高山智充）
・新人職員及び非常勤職員を対象とした療育（発達支援）基礎研修を毎月開催する。研修テーマは、
①人格の尊重、②児童発達支援の目的と役割、③ASD の理解、④避難訓練について（ASD の理
解と対応）
、⑤朝の会、帰りの会のカードの使い方、⑥愛着の形成を考える、⑦保護者対応（
「障害」
の受け止め方を中心に）
、⑧虐待防止について（職員に課せられた義務）、⑨法人理念、組織の一員
として働くこと、とする。講師は参事小澤啓洋と児童指導員鐸木祥生が担当する。
（８）災害対策
令和元年９月に起きた台風 15 号の大規模停電等の被害は甚大であった。
そして、令和２年当初、中国から世界に蔓延した新型コロナウイルスの感染については、徹底した感
染予防が求められている。
こうした激甚災害等には、法人の災害（感染）対策本部と緊密な連携を図り、お子さまとそのご家族、
職員の安心と安全を第一とし、取り組んでいくこととする。
（９）情報発信
銀河鉄道で提供する療育（発達支援）の広報活動・情報発信を保護者や関係機関等に対して積極的に行
う。
毎月発行する「銀河鉄道だより」
（継続）に加えて、ホームページや SNS（FB）の見直しを行う。
保護者との情報伝達ツールである「マチコミ」を継続する。
（１０）主な行事及び会議・研修の計画
具体的な月・日ごとの療育（発達支援）は、月・週案を別途作成する。
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第６章

乳児院イーハトーブ

令和２年度

事業計画

１ イーハトーブの目指すもの
子どもたちへの温かい「養育」提供はもとより、親も含めた地域まで拡げた「育てること」の実践や
「総合的な養育支援」の実践などの法人の持つ福祉育成力を一層活用して、少子化や核家族化の進
行、地域のつながりの希薄化など、家庭や地域における養育機能の低下が指摘されている中、保護者
のいない子どもや被虐待児といった家庭環境上養育を必要とする子どもの尊厳確保とその時期の発
達に応じた精神的・情緒的な安定確保など、子どもの豊かな発達を支援するために、乳児院・イーハト
ーブ（定員１５名）は、社会的使命を果たすものである。
私たちの行動実践によってこそ虐待のない社会づくりが実現出来るとの強い思いで、手間暇を惜し
まず時間を沢山掛けてイーハトーブの運営を図り子どもの豊かな発達を目指したい。
特に、これらのことによって、私たちは、５０年後、１００年後、３０世紀の日本、世界に暮らす人々を幸せ
にするために、今できることに挑戦する「これからの日本を変える、今からそのための養育を実践する、
それを私達一人ひとりがする」という明確で強固な意識を持ち、子どもたちにも、親たちにも、そして
地域社会に対しても、自分自身の言葉と行動で語り示しながら手間暇を惜しみなく掛けた実践活動に
邁進することがイーハトーブの目指すものである。

１）養育方針
イーハトーブは、法や児童憲章に基づいて、ここで生活する子どもたちがいつでも、いつまで
でも絶対的により良く生きられ・生き抜いていける力を培うための養育を実践する。
かけがえのない人間の生命、たった一つの生命として認め、生命の誕生を尊び出会えたこと
に感謝し子ども一人ひとりの幸せを願う。子どものありのままの姿を受け止め成長を大切にす
る養育を実践する。

２）運営方針
① 小規模ユニットを最大限に生かし家庭的な環境での育ちを保障する。
小規模グループケアや担当養育制などの「家庭的養護」と、個々の子どもの育みを丁寧にきめ
細かく進める「個別化養育」によって、子どもの未来の人生の基礎づくりに資する愛着関係や基本的な
信頼関係の形成を目指した養育を果敢に実践するとともに、児童福祉司等と連携して、家庭機能の支
援・補完・再生などの家庭支援に積極果敢に取り組むものとする。

②

職員独自の養育観等で子どもの権利を侵害しないよう防止に努める
職員の養育観は必ずしも統一しているとは言えず、イーハトーブとして「子どもの最善の利益の
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追求」を目指して養育をしていく中で、養育観の明確化が必要でそのためには自分たちが今してい
る養育についていつでも説明ができること。職員同士コミュニケーションをとり共通認識として、
お互いが適切な養育をしているかどうかについて常に確認しあいながら、方向性を逸脱することな
く、いかなる場合においても体罰等や子どもの人格を辱めるような行為を行わないよう徹底する。

③

職員としての自覚を持ち日々の自己研鑽・施設内外研修を通じ資質向上に努める
施設として職員の教育・研修に関する基本姿勢を明示する。
職員一人ひとりについて、基本姿勢に沿った教育・研修計画を策定し、計画に基づいた具体的な取
組みを行う。

３）養育目標
心身ともに健康な子ども

２

４

素直でやさしい子ども

事業の種類・定員
①乳 児 院
②病後児保育事業・キュア
③子育て短期支援事業

３

笑顔いっぱいの元気な子ども

１５名（児童福祉法３５条④）
６名（児童福祉法第６条の３③、同第 34 条の 18））
６名児童福祉法第６条の３⑬）、同第３４条の 9）

組織図

年間行事計画

4月

お花見
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5月

こどもの日

6月

遠足

7月

七夕

8月

夏まつり（めいろう夏まつり・東京都八街学園納涼祭）

9月

収穫祭

10 月

ハロウィーン

11 月

遠足・七五三

12 月

クリスマス

1月

お正月

2月

節分

3月

ひな祭り

随時行事
入所児童誕生日会（該当児童の誕生日当日）
お宮参り・お食い初め・初節句・七五三
担当養育者との外出
ユニットごとの外出

５

会議・研修計画

4月

職員会議・ユニット会議・内部研修

5月

職員会議・ユニット会議・内部研修

6月

職員会議・ユニット会議・内部研修・関東ﾌﾞﾛｯｸ研究協議会

7月

職員会議・ユニット会議・内部研修・全国乳児院研修会

8月

職員会議・ユニット会議・内部研修

9月

職員会議・ユニット会議・内部研修・児童相談所研修

10 月
11 月
12 月

職員会議・ユニット会議・内部研修・関東ﾌﾞﾛｯｸ職員研修会
職員会議・ユニット会議・内部研修・全国乳児院協議会
・関東ﾌﾞﾛｯｸ初任者研修
職員会議・ユニット会議・内部研修・児童福祉施設長研修・上級職員研修

1月

職員会議・ユニット会議・内部研修・ﾌｧﾐﾘｰｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ研修会

2月

職員会議・ユニット会議・内部研修

3月

職員会議・ユニット会議・内部研修

随時会議

６

ケースカンファレンス ･ フードミーティング等

職員
施設長（常勤１名）

医師（非常勤１名）

副施設長（常勤 1 名）

看護師（常勤２名以上、非常勤１名以上）

児童指導員（常勤１名以上、非常勤１名以上）

保育士（常勤９名以上、非常勤１名以上）
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里親支援専門相談員（常勤１名）

調理員（常勤・非常勤２名以上）

心理療法担当職員（非常勤１名以上）

事務員（常勤１名）

個別対応職員（常勤１名）

管理宿直員（非常勤１名以上）

家庭支援専門相談員（常勤１名）

養育補助員（非常勤１名以上）

栄養士（常勤１名）

７

具体的な養育
（１）養育・支援の基本
① 子どものこころに寄り添いながら、子どもとの愛着関係を育む。
② 子どもの遊びや食、生活体験に配慮し、豊かな生活を保障する。
③ 子どもの発達を支援する環境を整える。
（２）食生活
① 乳幼児に対して適切な授乳を行う。
② 離乳食を進めるに際して十分な配慮を行う。
③ 食事がおいしく楽しく食べられるよう工夫する。
④ 栄養管理に十分な注意を払う。
（３）衣生活
① 気候や場面、発達に応じた清潔な衣類を提供し、適切な衣類管理を行う。
（４）睡眠環境等
① 乳幼児が十分な睡眠をとれるように工夫する。
② 快適な睡眠環境を整えるように工夫する。
③ 快適な入浴・沐浴ができるようにする。
（５）発達段階に応じた支援
① 乳幼児が排せつへの意識を持てるように工夫する。
② 発達段階に応じて乳幼児が楽しく遊べるように工夫する。
（６）健康と安全
① 一人ひとりの乳幼児の健康を管理し、異常がある場合には適切に対応する。
② 病・虚弱児等の健康管理について、日常で適切な対応策をとる。
③ 感染症などへの予防策を講じる。
（７）心理的ケア
① 乳幼児と保護者に必要な心理的支援を行う。
（８）継続性とアフターケア
① 措置変更または受入れに当たり、継続性に配慮した対応を行う。
② 家庭引き取りに当たって、子どもが家庭で安定した生活が送ることができるよう家庭復帰の支
援を行う。
③ 子どもが安定した生活を送ることができるよう退所後の支援を行う。
（９）家族とのつながり
① 児童相談所と連携し、子どもと家族との関係調整を図ったり、家族からの相談に応じる体制づく
りを行う。
② 子どもと家族の関係づくりのために、面会、外出、一時帰宅などを積極的に行う。
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（１０）家族に対する支援
① 親子関係の再構築等のために家族への支援に積極的に取り組む。
（１１）アセスメントの実施と自立支援計画の策定
① 子どもの心身の状況や生活状況等を正確に把握するため、
手順を定めてアセスメントを行い、子どもの個々の課題を具体的に明示する。
② アセスメントに基づいて子ども一人ひとりの自立支援計画を策定するための体制を確立し、実
際に機能させる。
③ 自立支援計画について、定期的に実施状況の振り返りや評価と計画の見直しを行う手順を
施設として定め、実施する。
（１２）子どもの養育・支援に関する適切な記録
① 子ども一人ひとりの養育・支援の実施状況を適切に記録する。
② 子どもや保護者等に関する記録の管理について、適切に管理を行う。
③ 子どもや保護者等の状況等に関する情報を職員が共有するための具体的な取り組みを行う。
（１３）権利擁護・子どもの尊重と最善の利益の考慮
① 子どもを尊重した養育・支援についての基本姿勢を明示し、施設内で共通の理解を持つための
取組みを行う。
② 社会的養護が子どもの最善の利益を目指して行われることを職員が共通して理解し、
日々の養育・支援において実践する。
（１４）権利擁護・保護者の意向への配慮
① 保護者の意向を把握する具体的な仕組みを整備し、その結果を踏まえて、養育・支援の内容の
改善に向けた取組みを行う。
（１５）権利擁護・入所時の説明等
① 保護者等に対して、養育・支援の内容を正しく理解できるような工夫を行い、
情報提供する。
② 入所時に、施設で定めた様式に基づき養育・支援の内容や施設での約束ごとについて
保護者等にわかりやすく説明する。
（１６）権利擁護・保護者が意見や苦情を述べやすい環境
① 保護者が相談したり意見を述べたりしたい時に相談方法や相談相手を選択できる
環境を整備し、保護者に伝えるための取組みを行う。
② 苦情解決の仕組みを確立し、保護者に周知する取組みを行うとともに、苦情解決の仕組みを機
能させる。
③ 保護者からの意見や苦情等に対する対応マニュアルを整備し、迅速に対応する。
（１７）権利擁護・被措置児童等虐待対応
① いかなる場合においても体罰等や子どもの人格を辱めるような行為を行わないよう
徹底する。
② 子どもに対する暴力、言葉による脅かし等の不適切なかかわりの防止と早期発見に
取り組む。
（１８）事故防止と安全対策
① 事故・感染症の発生などの緊急時の子どもの安全確保のために、施設として体制を整備し、
機能させる。
② 災害時に対する子どもの安全確保のための取組みを行う。
③ 子どもの安全を脅かす事例を施設として収集し、要因分析と対応策の検討を行い、
子どもの安全確保のためのリスクを把握し、対策を実施する。
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（１９）関係機関等の連携
① 施設の役割や機能を達成するために必要となる社会資源を明確にし、児童相談所などの
関係機関・関係団体の機能や連絡方法を体系的に明示し、その情報を職員間で共有する。
② 児童相談所等の関係機関等との連携を適切に行い、定期的な連携の機会を確保し、
具体的な課題や事例検討を行う。
（２０）地域との交流
① 子どもと地域の交流を大切にし、交流を広げるための地域への働きかけを行う。
② 施設が有する機能を、地域に開放・提供する取組みを積極的に行う。
③ ボランティアの受入れに対する基本姿勢を明確にし、受入れについての体制を整備する。
（２１）地域支援
① 地域の具体的な福祉ニーズを把握するための取組みを積極的に行う。
② 地域の福祉ニーズに基づき、施設の機能を活かして地域の子育ての支援事業や活動を行う。
（２２）職員の資質向上
① 施設として職員の教育・研修に関する基本姿勢を明示する。
② 職員一人ひとりについて、基本姿勢に沿った教育・研修計画を策定し、計画に基づいた
具体的な取組みを行う。
③ 定期的に個別の教育・研修計画の評価・見直しを行い、次期の研修計画に反映させる。

８

職員の育成・支援の方法
1.
2.

3.

4.

5.

法人の理念並びに乳児院養育方針・運営方針・養育目標を共有するように、研修会や日々の業務
の中で、当乳児院の経営に関わる者、養育業務に関わる者すべてが努める。
特に、その場限りの養育時間を無事に過ごすことが、職員の勤めであるなどと考えている職員
（このことこそがこれまでのスタンダードであり、その養育業務さえ奥は深いし、毎日がチャレンジで
あることは当然であるが…）が「これからの日本を変える、今からそのための養育をする、それを私
がする」という意識を持ち、子どもたちにも、親たちにも、地域社会に対しても、自分自身の言葉と
行動で語り示しながら手間暇を惜しみなく掛けた実践活動に邁進出来るように職員を育成する。
また、子どもたちが未来において、どこに居ても光り輝き、かつ、「世のため・人のために尽くす」内
面的な強さを持った心豊かな人間として活躍出来るよう、常に乳児院「イーハトーブ」の顧客は誰
なのかを自問しながら、その顧客のために、手間暇を惜しみなく掛けた養育に邁進出来るように職
員を育成する。
児童福祉法に基づいて、保護者のいない乳児等、虐待されている乳児等、その他環境上養護を要
する乳児等を入所させて、明るくて衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた
職員の養育指導により、心身ともに健やかにして、社会に適応するように、国の乳児院運営方針を踏
まえて養育に万全を期して運営していくので職員の育成については、課題の一つとして取り組んで
いく。
特に、子どもは社会の宝物という共通認識の下、乳児院「イーハトーブ」の子どもたちが生き抜いて
いく育ちのために同世代の子どもたちなどとの日常的な共鳴関係づくりの重要性をしっかりと見据
えて、手間暇を惜しみなく時間を掛けて実践する職員としての養育指導力づくりのために、全国乳
児福祉協議会が、策定した「改訂 乳児院の研修体系―小規模化にも対応するための人材育成指
針」に基づいて実施する。
また、乳児院「イーハトーブ」の運営規程第２５条では、「全国規模等で行われる研究会、研修会、
現任研修等は、予算、日程を考慮し、年間の研修計画案に沿って参加者の決定を行う。
２・出張した職員は、職員会議での報告を行うものとする。３・参加希望多数の場合は、施設長、副施
設長が調整するものとする。」と定め、職員育成に努めていく。
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6.

7.

8.

9.

職員のメンタルヘルスのための取り組みで、心の病の予防については、過重なストレス負担を回避
するために、ストレスの元とうまく向き合い、乗り越えるコツをつかみ仕事を進めることなどにある
ので、自分の抱えている問題や困難がどのようなものなのかを見つめ、より適切な対処方法を考え
ることが出来るようになるために、日常の仕事の中での気づきをまとめる会議等の充実を図り、職
場環境の改善等に努め、職員を育成していく。
特に、毎日の生活の中で、お互いに明るくあいさつする、清潔を醸し出すために惜しみなく汗をか
く、ゴミが落ちていたら率先して拾うなどの「あたり前」のことを率先する実践活動は、外部研修で
は会得出来ない。
一方、仕事や人間関係において様々なことで悩んだり不安になったりすることは、誰にでも起き
るあたり前のことで、悩んだり不安になることは決して悪いことではなく、悩みながら人間としての
成長が図れるとの考え方が、職場に醸成されるように、ひとりだけに仕事を任せるのではなく、どん
な仕事でも職員で分け合っていくことの実践（職員同士の寄り添いの実践）が、不可欠である。その
ために、職場内で協力し合い、励まし合う関係づくりを強力に、かつ、計画的に進め、職員を育成して
いく。
子どもたちの心を道しるべ・道案内・灯にして、私たちは生き方を学び、子どもたちや職場の仲間
たちからも力をいただいて、手間暇を惜しみなく掛けた行動を実践するもので、その実践する職員
のメンタルヘルス確立に向けた取り組みも課題の一つと位置付けて、職員の育成に邁進する。

第７章

介護予防サイクルハウス

令和 2 年度

事業計画

１． 事業理念等
（公財）JKA 競輪公益補助事業として建設設置された【介護予防サイクルハウス】は、社会福
祉法人開拓と社会福祉法人光明会との連携公益事業として地域貢献並びに地域振興に寄与するも
のである。
令和 2 年度も、引き続き専属のパーソナルインストラクターを配置し、介護予防スポーツジム
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として広く会員の健康増進に貢献し、さらには（福）開拓及び（福）光明会職員をはじめとする一
般企業の法人会員の健康増進を担うことを追求するため、
「通称：フィットネスジム・サイクルハ
ウス」の事業理念を以下のとおり定める。

１．サイクルハウスは、超高齢社会の中おいて、地域コミュニティの創造と活力の源となるた
め、一人ひとりにあったパーソナルトレーニングを提供し、高齢者の健康寿命の延伸と
生活質の向上を図ります。

２．サイクルハウスは、老いの喪失の観念から、能力の再獲得の観念への転換を図り、高齢者
が主体的に生きる喜びを体験できる機会の創造を追求します。

３．サイクルハウスは、年代を問わず、なりたい自分や憧れの自分になるため、自己覚知と内
省を深め、自らの限界に挑戦するパーソナルトレーニングを提供します。

２． 施設の名称及び所在地等
介護予防スポーツ施設：サイクルハウス（通称：ﾌｨｯﾄﾈｽｼﾞﾑ･ｻｲｸﾙﾊｳｽ）
千葉県八街市八街に６６番地２(JR 八街駅東方 1Km）
開設年月日：平成 22 年 6 月 6 日
建物概要：鉄骨造陸屋根合金メッキ鋼板ぶき平屋建、825.74 ㎡
増築：木造平家建（特殊浴槽完備）
19.87 ㎡ 合計 845.61 ㎡

３． 事業内容等
令和元年度は、八街市市民部高齢者福祉課から一般介護予防教室の受託、新会員制度への移行、新たな
トレーニング機器のベンチプレスと体組計を導入した。
令和２年度においては、さらなる充実を図るために、引き続き八街市市民部高齢者福祉課から一般介護
予防教室の受託、パーソナルインストラクターの複数制、新たなフォットネスプログラムの開発に努める
ものとする。
公益事業としての会員制度等、具体的な事業計画については、以下の示すとおりとする。

１．会員制度
１）価格設定
①会員価格
・会員登録料（会員カード発行料含む）
：1,000 円
・スタンダード会員：500 円／回
・マスター会員（スクールも含め使い放題）
：4,000 円／月
・プラチナ会員（スクールも含め使い放題）
：40,000 円／年
・ヤチヨガ会員：3,000 円／４回、1,000 円／回、体験 500 円／回
・法人会員（利用券 250 枚）
：年額 100,000 円
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②会場レンタル価格
・スタジオ使用料：1,500 円／時間
２）会員紹介制度
・スタンダード会員紹介：八街生姜ジンジャーエール１本
・マスター会員紹介：オリジナルタオル１枚
・法人会員紹介：マスター会員の１か月分利用料無料＋オリジナルタオル１枚
３）営業時間等
・営業日：月～土
・休館日：日、祝祭日
・営業時間：
（月～金）10 時～19 時 00 分、（土）９時～17 時

２．目標値・事業内容
１）目標値
・一日最大来館者数（延べ人数） 50 人／日
・月平均来館者数（延べ人数）
30 人／日
２）事業内容
①パーソナルインストラクターのプログラム
・温水流水プール（６月～10 月末）
・各種トレーニングマシーン
・パーソナルプランの作成とパーソナルプログラムの提供
・ボクシングエクササイズ
・骨盤体操
・ポールストレッチ
・スポーツマッサージ
・オリジナル健康体操
②外部講師と連携し、実施しているプログラム（直営）
・介護職員初任者研修（４か月間で取得できるコース）
・コミュニケーションワークショップ
・ヨガスクール
・バレトンスクール
③外部講師と連携し、実施しているプログラム（会場レンタル）
・ベリーダンススクール
・フラダンススクール
④販売
・オリジナルタオル制作と販売（価格調整中）
・プロテインオーダー手数料５％
・八街生姜ジンジャーエール（250 円）
・就職するなら明朗塾の就労支援産品の販売

３．販売促進
①会員向けイベントの企画
・会員親睦旅行
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・お客様感謝デー
②広報活動
・三つ折りおよびチラシの制作
・ホームページ・ブログのリニューアル（http://ch.meiroh.com/）
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