
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30 年度  

社会福祉法人楽水会 事業報告書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



１、事業運営等の総括 

・平成 30年度の事業運営は、介護報酬改定等による収入の減少傾向、施設改修や設備の更新等に

よる支出の増加傾向はみられるが概ね順調に推移している。 

・働きやすい職場環境づくり、人材確保、職員の処遇改善等に継続して取組みを進めた。 

・平成 30年 1月に岩手労働局からの「ユースエール認定企業」の認定更新を行った。 

・岩手県、釜石市からの「子育て応援企業」もそれぞれ認証・認定を継続している。 

 

 

２、 項目別結果等 

 

【経営状況等】 

事 業 目標値 結 果 参考：前年 

特養長期 88.0 人/日 稼働率 98％ 88.4 人/日 稼働率 98％ 88.3 人/日 稼働率 98％ 

特養短期 9.0 人/日 稼働率 90％ 8.9 人/日 稼働率 89％ 8.8 人/日 稼働率 88％ 

通  所 19.0 人/日 稼働率 76％ 19.8 人/日 稼働率 79％ 19.0 人/日 稼働率 76％ 

○ 事業別平均介護度：長期 4.2、短期 2.7、デイサービス 1.6   

○ ターミナル実施者数：24名  

○ 長期入居者の平均年齢：89.9歳（男 88.3歳、女 90.3歳） 

〔前年〕 

○ 事業別平均介護度：長期 4.0、短期 2.7、デイサービス 1.6  

○ ターミナル実施者数：24名  

○ 長期入居者の平均年齢：89.0歳（男 85.3歳、女 89.9歳） 

  

【職員の処遇改善、各加算項目の取得、中長期的経営計画策定等】 

 ・給与のベースアップ、被服の支給等、職員の処遇改善を行った。 

 ・介護職員処遇改善加算Ⅱを取得した。 

 ・中長期的経営計画は、経営が安定していることから未策定。 

 

【施設設備の改修・機器の更新等】 

 ・社会福祉充実計画に基づくユニットケアの設えの推進のため一部未施工であったユニットに

木製引き戸の玄関を設置した。 

 ・事務室カウンターに引き戸を設置した。 

・デイサービスセンター利用者の満足度の向上並びに職員の負担軽減のため、老朽化したシャ

ワー浴槽 1 台を撤去し、搬送車に寝たまま入浴できる新型浴槽 1 台を整備した。 

・施設内の公共スペース、居室、浴室、廊下等のカーテンを更新した他、1 階階段の窓、デイ

サービスセンターへの通路の窓にロールカーテンをそれぞれ整備した。 

 

【業務改善及び各種経費の削減】 

  ・業務改善及び経費の節減に、職員が率先して取り組んだ。 

 

【運営の透明性の確保等】 

・ホームページ等を活用して情報公開を進めた。 

・社会福祉充実計画に基づくデイ―サービスセンターの改修に関する検討を継続する。 



【職員確保等】 

○採用者  5 名 

〔新卒者〕 介護職員 釜石商工高校 3 名、大槌高校 1 名 

〔中 途〕 介護職員 1 名 

○退職者  7 名（介護職員） 

 

〔平成 31 年 3 月末日現在職員数〕 

役職・資格名称 人数 役職・資格名称 人数 

施設長 1 看護職員（正看 2、准看 2） 4 

事務長 1 管理栄養士・栄養士 2 

嘱託医 1 機能訓練指導員 2 

事務員 1 運転手兼営繕員 1 

介護支援専門員 1（兼務） 清掃員・洗濯員 5 

生活相談員 3 合   計 92 人 

介護職員（介護福祉士 53） 70 （産・育休 0 人） 

 

【職員の有給休暇取得、育休取得、所定外労働時間等の状況】   

  ・有給休暇取得状況     年平均取得日数 15.86日  有給休暇取得率 47.45％ 

  ・育児休業取得状況     男性 1名  女性 3名   育児休業取得率 100％ 

  ・月平均所定外労働時間   0.98時間 

 

【職員の資格取得状況】 

 ・介護福祉士取得 3 名 

 

【就職相談会等への参加（ハローワーク、岩手県、釜石市、ジョブカフェ等主催）】 

 ・管内高校教諭との就職情報交換会      ベイシティーホテル釜石 

 ・しごと未来スケッチ事業所説明会      釜石市 ＴＥＴＴＯ 

  ・釜石・大槌地区高校生事業所見学会     釜石商工高校 大槌高校受入れ 

 

【職員研修等】 

 ・研修委員会主催による内部研修を毎月開催した。 

 ・外部講師を招き他施設職員も参加した研修会を開催した。 

 ・各関係団体等による施設外研修会に職員を参加させた。 

 ・岩手県高齢者福祉協議会経営者協議会青年部主催の研修会（盛岡市）で「職員確保、職員の 

育成、職員の定着」に関する実践事例を発表した。 

 ・他施設職員の施設見学等を受け入れ、情報交換を行った。 

  

【防災等】 

 ・防災委員会等において種々の防災訓練を毎月１回行った。 

 

【地域貢献、施設開放等】 

・小学生の放課後の学習及び遊びの場所として 2 階機能訓練回復室等を開放した。 

・小佐野小学校、釜石中学校、大平中学校、釜石商工高校、大槌高校の児童・生徒の施設見学、



インターンシップ、体験学習等を受け入れた。 

・盛岡大学教職課程の学生の介護実習、獨協医科大学生の施設見学を受け入れた。 

・小佐野小学校での認知症サポーター養成講座として、4 学年には「認知症を理解するための

講義」、あいぜんの里職員との合同劇団「笑激暖」による演劇を 4 学年から 6 学年の児童に

公演した。 

・小佐野小学校学習発表会に招待を受け入居者・職員が参加した。 

・市内各介護施設職員等によるスポーツ大会に参加した。 

  ・各種慰問やボランティアの受入れを毎月行った。 

 

【国・県・市による指導監査等】 

   岩手県沿岸広域振興局 

「介護保険施設等実地調査」「老人福祉施設指導監査」「医務室立入検査」を受検 

結果・・・指摘事項無 

 

 

３、施設運営等に関する今後の対応等 

・事業の安定的・継続的な経営及び経営の透明性の確保を図るため、引続き、適切な対応に努

める。 

・地元の高校新卒者を中心とする人材確保や教育・研修体系に基づく育成を継続する。 

・市内の特養・養護等の主任、副主任を対象とした研修を各施設と連携協力して実施する。 

・市内外の介護施設職員の交換研修を実施する。 

・社会福祉充実計画に基づく施設改修等の他、既存設備等の維持補修・更新を適宜行う。 

 

 

 

４、平成 30年度の主な事業等の概要 

月 日 行 事 等 備  考 

4月 

2 
入社式 新入職員4名、中途採用者1名 

永年勤続表彰式 3名 

6 
新入職員歓迎会：ミッフィーカフェ 参加職員50名 

社会福祉法人岩手徳栄会職員研修受入れ 三峯の杜新入職員見学研修 

23 観桜会 地域交流ホール他 

5月 

11 監事監査 1階 会議室 

16 理事会：決算等 2階 会議室 

22 介護事業所集団指導 沿岸広域振興局 

23 小佐野小学校運動会総練習見学 入居者等10名参加 

30 評議員会：事業報告、収支決算他 2階 会議室 

31 高校新卒者求人要請 市長、振興局長、職業安定所所長来訪 

6月 

4 盛岡大学2年生介護研修 男子2名（教職課程） 8日まで 

8 市保健福祉部長来訪協議 高齢介護福祉課長等同席 

12 
市長との情報交換会 市内老健・特養・養護施設長等 

社会福祉法人いつつ星会職員研修 1階会議室 職員確保・人材育成等 

20 小佐野小学校4年1組25名体験学習・交流 地域交流スペース・各ユニット 



22 小佐野小学校4年2組25名体験学習・交流 地域交流スペース・各ユニット 

27 岩手県立大学盛岡短期大学部准教授来訪 栄養士課程学生研修協議 

29 介護施設職員交流スポーツ大会：小佐小体育館 岩手徳栄会、愛恵会、楽水会 

7月 

2 管内高校教諭との就職情報交換会 釜石ＰＩＴ：釜石・宮古・大船渡管内 

3 釜石・大槌・山田地区高校訪問 求人票持参 推薦依頼 

4 大平中学校2年生2名 施設見学 市地域包括支援センター引率 

23 演歌歌手（えひめ憲一）歌謡ショー 地域交流ホール 

25 夏祭り 地域交流ホール他施設内各所 

8月 

20 盛岡大学2年生1名 介護研修 教職課程 24日まで 

24 理事会：事業報告等 2階 会議室 

27 岩手県立大学盛岡短期大学部2年生研修 栄養士課程 10/7まで 

29 三峯の杜機能訓練指導員業務視察研修 2名 

30 岩手県立大学盛岡短期大学部教授研修視察 1階 会議室他 

 

 

 

 

9月 

 

 

 

 

 

3 小佐野小学校ボランティア委員会来訪 5・6年生10名 入居者・利用者との交流 

4 
社会福祉法人愛恵会職員施設見学 5名 

台風対策会議 2階 会議室 

7 ＮＤソフトデモ 体温等各種データ取り込み 

14 敬老会 1階 地域交流スペース・各ユニット 

19 釜石商工高校2年担当教諭打合せ 2年生インターンシップ関係 

25 

感染症対策委員会 入居者疥癬発症に係る対応 

小佐野小学校4年1組25名体験学習・交流 各階ホール・ユニット等 

独協医科大学5年生施設見学 釜石保健所引率 

職員交流スポーツ大会打合せ あいぜんの里 

26 小佐野小学校4年2組25名体験学習・交流 各階ホール・ユニット等 

28 
岩手県高齢協経営者協議会青年会 

マネジメント講座（1回目：人材確保） 
盛岡市マリオス 

10月 

2 
市成年後見センター設立準備会 釜石情報交流センター  

釜石商工高校2年生1名インターンシップ 各ユニット 4日まで 

10 釜石中学校2年生4名 体験学習 各ユニット 11日まで 

23 正福寺幼稚園年長組鼓笛隊慰問来訪 地域交流スペース 

30 釜石商工高校3年生1名 施設見学 地域交流ホール他 

11月 

1 あじさい通り 佐々木キエさん100歳誕生祭 あじさい通り食堂 

5 新卒者採用試験：盛岡医療福祉専門学校生 1階 会議室 

8 大槌高校2年生28名事業所見学 ハローワーク釜石等主催 

12 釜石保健所出前講座：感染症予防 地域交流スペース 

15 介護施設職員交流スポーツ大会 釜石中・中妻体育館 

16 小佐野小学校4年生 体験学習 地域交流スペース他 

17 認知症と歩む家族会 地域交流スペース 

19 釜石商工高校2年生29名事業所見学 ハローワーク釜石等主催 

20 佐野より子さん慰問（釜石出身、民謡歌手） 地域交流スペース 

29 理事会：補正予算他 2階 会議室 



12月 
7 

岩手県高齢協経営者協議会青年会 

マネジメント講座（2回目：職員の育成） 
盛岡市マリオス 

21 特養三陸園（大槌町）生活相談員来訪 施設見学他 

1月 

11 市内特養・養護・老健施設長事務長新年会 ベイシティホテル釜石 10名参加 

22 バイオリン・ピアノ・落語家慰問 地域交流スペース 被災地支援 

25 いわてユニットケア研究会役員会 ホテルメトロポリタン盛岡 

30 市成年後見センター設立準備委員会 釜石市保健福祉センター 

2月 

6 
介護保険施設等実地調査・老人福祉施設指導

監査・医務室立入検査 

岩手県沿岸広域振興局 

 結果：指摘事項無 

19 

認知症サポーター養成講座 

劇団「笑激暖」講演他 

あいぜんの里、アミーガはまゆり職員で構成 

小佐野小学校体育館：4年生から6年生参加  

22 
岩手県高齢協経営者協議会青年会 

マネジメント講座（3回目：職員の定着） 
盛岡市アイーナ 

26 

しごと未来スケッチ：ＴＥＴＴＯ 

釜石商工高校、大槌高校、気仙光陵支援学校

2年生55人来訪 

ハローワーク釜石等主催 

28 岩手県高齢協沿岸ブロック総会 大槌町 おしゃっち 

3月 

11 備蓄食品納品 2階 倉庫等 

22 理事会：事業計画、新年度予算他 2階 会議室 

26 釜石市地域密着型サービス運営協議会 市保健福祉センター 

 

 


