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養護老人ホーム清水松風荘

主任支援員 鈴木敏代

生活相談員 髙田知明

定員７０名。現在３６名入所。（平成２８年６月１日現在）

平成２０年度より（福）清承会が指定管理者として運営。

平成２５年度から第２期指定管理運営がスタートしている。

職員配置

施設長 １名 生活相談員 ２名

主任生活相談員 １名 支援員 ６名

主任支援員 １名 支援員(非常勤) １名

看護師 １名 事務員 １名

栄養士 １名 事務員兼介助員 １名

▽日勤帯 平日 事務所 ： ５～６名

支援員 ： ２～３名 看護師 ： １名＋１

土日祝 事務所 ： １名（相談員） 支援員 ： ２～３名

▽夜間帯 支援員 ： １名

夜間管理人 ： １名 ・ 夜間補助員：１名

養護老人ホームとは

◆老人福祉法第１１条１項

「環境上の理由」および「経済的理由」

老人福祉法施行令第６条

第１号 生活保護

第２号 非課税であること

第３号 災害その他の理由により

困窮

措置 契約

養護老人ホーム入所対象例

①経済的困窮者・無年金者

②独居高齢者・ホームレス

③被虐待高齢者

④要支援・要介護者

⑤触法者

⑥社会に適応・順応できない高齢者

⑦身体・知的・精神障害を持つ高齢者

⑧他法施設に入れない高齢者

⑨その他地域において生活が困難な高齢者

介護保険（H28.6.1 現在）

入所者の内、７５％の方が介護度を有している。

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

３ ０ １３ ８ １ ２ ０

通所介護 訪問介護 福祉用具 短期入所 訪問リハ

男 ５ ２ ５ ０ ０

女
５ ５ ９ ０ ０

さらに、７０％の方が外部サービスを利用。現在のサービス

利用状況は、デイサービス・訪問介護・福祉用具を利用さ

れている方が多い。（※外部利用型）
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入所者構成（年齢別）

▽世代別入所者数および平均年齢

平成２８年６月１日現在

60歳
～69歳 70歳

～79歳 80歳
～89歳 90歳

以上

計 平均年齢

最高

年齢

５名 １５名 １２名 ４名 ３６名

男性 女性 全体

１０１歳

２ヶ月76.5 81.55 79.02

入所者在籍期間

在籍５年未満の方が３６％と少なく、５年以上１０年未満と１０

年以上在籍する方が６３％と過半数以上に及んでいる。

１年未満

１年以上

３年未満

３年以上

５年未満

５年以上

１０年未満

１０年以上 計 平均

男
２ ６ １ ３ ６ １８ ６.００

女
２ ２ ０ １０ ４ １８ ７.１１

計
４ ８ １ １３ １０ ３６ ６.５５

平成２８年６月１日現在

Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７

計 ６８ ６５ ５３ ４８ ４４ ３８ ３６ ３５

年度別（各年度とも４月１日時点の入所者数）

入所者状況

◇平成２７年度 退所理由内訳

在宅復帰 特養入所 老健入所 グループホーム 療養型施設 死亡

１名 ３名 ０名 １名 １名 ０名

広報活動の内容①

ポスター・パンフレットを

関係機関へ配布

【配布先】

市内全区包括支援センター

清水区内生涯学習交流館

清水区内民生委員連絡協議会等

広報活動の内容②

・行政職員と包括職員の連携会議に出席。

・福祉事務所（高齢介護課・生活支援課・

障害者支援課等）勉強会にて、養護について

説明をする機会について調整・検討

・関係機関へ施設を知ってもらう機会となる

・入所者増へ向けた関係作り

広報活動における問題点

「施設に空きがある。」＝「すぐ入れる。」

という誤った認識

・措置施設と契約型施設の違い。

・説明を実施する機会が少ない。

・関係機関との関わりに重点を置き、一般の

方への説明がしっかりと出来ていなかった。

（民生委員含む）
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入所までの流れ

 入所相談・申請（福祉事務所・高齢介護課）

 行政担当者による調査

 入所判定委員会

 入所決定（福祉事務所・高齢介護課）

 措置委託（清水松風荘・静岡老人ホーム）

精神疾患について

①精神疾患を有する方の入所が増加。

施設入所者の内、約３０％と３人に１人が精神

疾患を有している。

②平成２７年度入所者 ２名入所し、２名共に精神

疾患を有している。

③急激な入所者増のため、ニーズに対して知識や

技術が追い付いていない現状。

④外部研修へ参加。研修内容は、施設へ戻り

全職員へ周知

施設の規則・日課

年間行事予定

施設に求められるスキルアップ

入所ニーズの多様化に適応した支援技術の向上と提供

◇職員が持っている技術 ◇今後必要とされる支援技術

・相談援助技術

・介護福祉士としての知識

・軽度者への介護技術

・ホームヘルパーの技術

・養護老人ホームでの経験

・介護サービスの調整 など

・相談援助技術

・高度な介護技術

・精神疾患者への援助技術

・視覚および盲障害者への

援助技術

・触法者への支援技術

・DVや虐待被害者への支援
技術 など

今ある技術・知識だけでは、個

別に最適なサービスを提供す

ることは難しい

今後の広報活動と関わり

・全ての関係機関との関係構築。

・潜在的なニーズを発見出来るための関わり

・一方通行の関わりでは無く、相互に繋がれる関係作り。

松風荘

介護施設 PSW
MSW

地域

包括

行政

民生委員

ケアマネ

ご清聴ありがとうございました


