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１．ご挨拶

大手不動産会社での勤務を経て、2011年
11月に不動産会社を設立し、障害者や高齢者
を中心とした住宅確保要配慮者への住まいの
確保と空き家活用に取り組みました。

その後、障がい者支援を行うNPO法人の活
動に医療関係者と共に携わったことで、精神
領域の障がいを抱えた方々やそのご家族の
多くが、看護ばかりでなく、就労や経済的な課
題（いわゆる親なきあと問題、8050問題）に悩
んでいることに気づきました。

障がい
看護 既存看護事業者に

よる課題解決領域

当社および連携先に
よる課題解決領域就労

住居

相続

金銭管理

障
が
い
者
と
そ
の
ご
家
族

が
抱
え
る
生
活
上
の
課
題

そこで、誰もが幸せになることをあきらめなくても良いように、私自身が障害者
としての体験から当事者の視点を持ち、くらしに寄り添う多様な支援に取り組もう
と、2015年10月に事業内容を訪問看護を中心とする障がい者支援業務へと転換、
「株式会社くらしケア」と社名を変更して現在に至ります。

当社では、看護の専門人材が集い、医療施設、就労支援施設、社会福祉協議
会、不動産会社、弁護士、税理士、社労士など他分野の専門スキルを有する多
様な事業者と連携し、訪問看護に加え、就労支援、住居確保、相続、金銭管理な
ど障がい者やそのご家族の生活上の課題解決を包括的にサポートしています。

今後は、地域における拠点の拡充、専門人材の確保と育成を通じて、障がい
者支援のさらなる充実に向けた体制整備を図って参ります。さらに将来は、全国
の障がい者のお役に立てるよう成長していくことを夢に描いています。

このような当社の想いを、利用者となる障がい者とそのご家族、当社の支援
サービスにご協力いただく医療施設や就労施設・連携先の事業に従事する方々
および社内スタッフ、当社とともに障がい者支援に携わる可能性ある未来の仲間
となる皆さまに広くお伝えするために、この知的資産報告書を作成いたしました。

親なきあと

くらしケアへ事業転換した直後
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２．経営理念（くらしケアWAY）

くらしケアWAY
明日が待ち遠しい暮らしを創造し、実践する。
人は希望があれば強く生きられるし多少の困難も乗り越えることができます。
くらしケア創業時にその思いで掲げた理念が「明日が待ち遠しい暮らしの実
現」です。私たちは利用者様ご家族と共に希望を創造します。そして希望を実
現するためのアクションプランを立てて実践します。

企業理念
精神保健領域の課題解消を通して地域社会に貢献する。
くらしケアは、障がい者の親なきあと問題を解消するため、訪問看護事業、
相談支援事業、居住支援事業からスタートしました。しかし日々の活動を通じ
て気づいたことは、精神看護だけでは、あるいは相談支援だけでは解決でき
ない様々な問題や生活課題でした。
地域で精神疾患を抱える人々の自立を支える私たちの役割はますます重要
になるはずです。なぜなら活動の成果はそのまま社会貢献につながるからで
す。私たちは高い志を持ちながら精神保健領域の課題解消を通して地域社会
に貢献します。

行動規範
一、利用者様の心の声に耳を傾けます
一、主体的に動きます
一、出来ないことに挑戦し学び続けます
一、ルールを守ります
一、サービスマインドを心がけます
一、心身の健康状態をベストに保ちます
一、笑顔とユーモアを大切に明るく過ごします

くらしケアは、上記の理念に共感して集うスタッフが行動規範に則り、障がい者
とそのご家族が抱える生活上の課題を解決するための幅広いサービスをご提供
して参ります。

がんで右足を失った直後の直野（真ん中・16歳）
再発の恐怖と将来を悲観した絶望のなか看護師
（両端の２名）らが支えてくれました。
くらしケアWAYはこの体験から着想したもの。
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３．会社概要

【 会 社 名 】 株式会社 くらしケア

【 役 員 】
代表取締役 直野武志

取締役 永井知子（看護師・保健師・相談支援専門員）

【 住 所 】 岐阜市六条東二丁目1番３号

【電話番号】 058-214-6592

【 設 立 】 2011年11月11日

【 資 本 金 】 1,000万円

【従業員数】 41名（2022年1月現在） うち看護師25名

【事業内容】

〇障がい福祉サービスにかかる次の事業

・特定相談支援事業（岐阜市、名古屋市、大垣市、各務原市）

・一般相談支援事業（岐阜市）

・障害児相談支援事業（岐阜市、名古屋市、大垣市、各務原市）

・訪問看護事業（岐阜市、名古屋市、春日井市、大垣市）

〇介護予防訪問看護事業

〇宅地建物取引事業

〇住宅確保要配慮者 居住支援法人（岐阜県、愛知県）

〇家賃債務保証業

〇有料職業紹介事業

【事業拠点】

【訪問看護ステーション ６拠点】

⚫ 岐阜市、各務原市、名古屋市千種区、春日井市、大垣市、

名古屋市南区

【介護障がい相談センター ５拠点】

⚫ 岐阜市、名古屋市千種区、大垣市、各務原市、春日井市

【住まい相談センター ２拠点】

⚫ 岐阜市、名古屋市千種区
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４．沿革

時期 当社の歩み

2011年11月
・「住健トラスト（株）」を設立（江南市）

―不動産会社として住宅困窮者の住まい確保と空き家活用の事業に取組みました。

2015年10月
・「（株）くらしケア」に社名変更

―障がい児・障がい者とそのご家族の生活全般への支援に事業内容を転換しました。

2016年2月
・「岐阜訪問看護ステーション」および「介護障がい相談センター岐阜」ならびに

「住まい相談センター岐阜」を開所（岐阜市）

2016年10月 ・「各務原訪問看護ステーション」を開所（各務原市）

2017年4月
・岐阜市から障害者支援強化事業の業務を受託

―営利法人として岐阜市で初めての業務受託となりました。

2018年2月
・「介護障がい相談センター名古屋」および「「住まい相談センター名古屋」を開所

（名古屋市千種区）

2018年4月
・岐阜市から高度専門分野相談支援業務を受託（営利法人初）

・岐阜市中鶉に本部を移転

2018年6月 ・医療的ケア児および重症心身障害児の通所施設「ここぱーく」を開所

2018年11月 ・岐阜県知事が当社を居住支援法人に指定

2019年1月 ・「名古屋訪問看護ステーション」を開所（名古屋市千種区）

2019年7月 ・「春日井訪問看護ステーション」を開所（春日井市）

2019年8月
・「大垣訪問看護ステーション」を開所（大垣市）

・愛知県知事が当社を居住支援法人に指定

2019年10月 ・国土交通省告示により家賃債務保証業者として登録

2020年3月 ・「介護障がい相談センター大垣」を開設（大垣市）

2020年4月

・障がい児通所施設「ここぱーく」を事業譲渡

―通所事業を分離し、在宅医療事業への人的資源の集中を図りました。

・岐阜市六条東へ本部を移転

2021年1月
・「訪問看護ステーション名古屋南サテライト」を開所 （名古屋市南区）

・「介護障がい相談センター各務原」を開所（各務原市）

2021年11月 ・「介護障がい相談センター春日井」を開所（春日井市）
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５．業務の流れ

当社の業務は、「相談受付⇒サービス利用計画の策定と利用施設紹介⇒訪
問看護サービスの提供⇒サービス利用状況の定期的な検証と見直し⇒サービ
ス変更の助言および施設運営事業所等との連絡・調整」が主要な流れです。
この間、利用者に就労・住居確保・相続・金銭管理等の生活上の課題が判明

した場合には、外部事業者との連携を通じて課題解決のためのサービスを提供
しています。相談受付や訪問看護サービスに携わるスタッフと本部は、PC、ス
マートフォン、タブレット端末といったデジタル機器を活用して利用者の抱える課
題を共有し、外部事業者との連携も図りながら、迅速かつ適切な支援サービス
の提供に取り組んでいます。

（１）相談受付
電話・来訪・訪問等により障がい者やその家族からの看護やその他の生

活上の課題に関する相談を受け付けています。
相談対応は、看護師や精神保健福祉士の資格を有し、精神障害関連従

事者養成研修、医療的ケア児童コーディネーター養成研修等を修了した相
談支援専門員を配置しています。
当社の相談支援の強みは、暮らしにまつわる様々な問題や課題をワンス

トップで相談できることです。当社につながってさえいれば、相談支援専門員
がその場でわからないことにも、本部や外部のサポートを受けて誠実にお答
えします。相談支援専門員は専門知識を持っているため、障がい福祉に関
することはもちろん、医療や各種制度に関することでも安心して相談できます。
さらに介護、住まい、保険、相続などの専門家が社内外と連携しているた

め、幅広い相談に対応することができます。

（２）サービス利用計画の策定と利用施設紹介
相談を受けた相談支援専門員は、障がい施設等の利用に必要な「サービ

ス等利用計画」作成して市町村に提出します。市町村より利用許可（支給決
定といいます）が出ることにより、利用者様やご家族様が必要以上に手間を
かけなくても済むようになります。

（３）訪問看護サービスの提供
病気や障がいを持った人が住み慣れた地域やご家庭で、その人らしく療

養生活を送れるよう、看護師や保健師、作業療法士がご自宅やグループ
ホーム等へ訪問し、看護ケアを提供します。
当社は、障がい者に特化した訪問看護サービスをご提供しており、ご利用

者様とご家族の視点を大切にしています。安心してご利用いただけるよう、
訪問時には次のルールを徹底しています。
⚫ 社名の入っていないクルマでご自宅を訪問します。
⚫ 私服で訪問します。
⚫ 交通費や駐車料金は無料。
⚫ お茶やお菓子などのお気遣いは一切不要です。
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５．業務の流れ

（４）サービス利用状況の定期的な検証と見直し
サービスの利用状況については定期的に検証を行い、必要に応じて利用

計画の見直しを行います。（これをモニタリングといいます）
定期的な検証は、専門的な知識を持つ相談支援専門員が訪問看護者等

のスタッフとも連携して、障がい者やご家族の状況の観察や対話から新たな
課題の有無を確認し、支援策の修正の必要性を検討します。

（５）サービス変更の助言および施設運営事業所等との連絡・調整
モニタリングの結果、必要があると判断した場合には、サービスの変更や

助言、事業所等との連絡調整を行います。
こうした調整は障がい者やご家族が自分で行うことはできますが、作業と

してはとても大変です。当社の相談支援では連絡調整を無料で代行しており
ます。

（６）生活上の課題への対応
障がい者やそのご家族からの相談受付時や支援サービス提供時、モニタ

リング実施時などに、障がい者が就労支援や住居確保、相続、金銭管理等
の課題を抱えていることが判明した場合、これらの課題解決に向けて、外部
事業者等と連携して支援サービスをご提供します。

① 地域移行支援サービス
精神科病棟や障害者施設に入院入所中の方が、地域において自立し
た日常生活または社会生活を営むことができるよう、相談および必要な
支援を行います。
具体的には、生活の場を病棟や施設から地域に移行するための相談
やアパートの確保、家具家電等の手配、外出時の同行、障がいサービス
事業所への見学などがあります。
地域移行支援は、当社の専門家が入院中（入所中）から関わりを持ち、
訪問看護や各種障がい者支援サービス事業所との連携を図りながら、ス
ムーズな地域への移行を実現します。

② 就労支援サービス
障がい者が就労移行支援や就労継続支援（A型・B型）を利用したいと
き、相談支援専門員は、そうした支援施設に関する知識を持っているた
め、短時間で要望にマッチした支援施設を紹介することができます。

7



５．業務の流れ

③ 居住支援サービス（サブリース＆家賃保証）
障がい者や入院中の方が地域社会で自立をしたくても、住まい探しで
つまずくことは少なくありません。当社は不動産の専門家が住まい探しを
サポートいたします。
岐阜県知事および愛知県知事より、住宅確保要配慮者の住まいの確
保と支援する居住支援法人の指定を得たほか、家賃債務保証会社とし
て国土交通省の登録を受けたことで、当社の紹介による住宅入居が進め
易くなっています。
入居後は訪問看護サービスや相談支援相談専門員、ヘルパー等と連
携し、日々の暮らしの支援も行っております。

④ その他のサービス
当社は宅地建物取引に関する知識や経験、空き家活用で培った独自
のノウハウで親なきあとの問題で生じやすい住まいの問題を一緒に解決
します。住まいや不動産、相続や税金などについて、社会福祉協議会、
不動産会社、税理士、弁護士等の外部事業者との連携を通じて課題解
決に向けた支援を提供します。

（７）障がい福祉サービス情報の周知活動
インターネットのおかげでたくさんの情報に触れる機会が増えましたが、

情報量が増えたことにより必要な情報にたどり着くことはかえって難しくなっ
たと言われています。
当社は、障がい福祉サービス、親なきあとの問題に関する正しい情報・質

の高い情報をお届けするため、専門家を講師に迎えて勉強会を開催してい
ます。
また、SNSを通じた情報発信により、地域の皆様に障がい者支援情報を

提供し、地域内で障がい者支援に関する理解を深めることで、支援サービス
に参画する事業者や障がい者を応援する住民意識の醸成を通じて、一人で
も多くの障がい者に支援サービスを届けることができるよう活動しています。

（注）勉強会開催実績
2017年6月～2019年10月 計５回（岐阜市、名古屋市、大垣市）
2020年以降、新型コロナウイルス感染拡大の影響により開催見送り
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５．業務の流れ
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業務の流れのイメージ図

居住支援のイメージ図



６．知的資産（当社の持ち味）

（１）人的資産

当社には、経営理念や行動規範に共感した専門知識と豊富な経験を持つス
タッフが参集し、利用者様が毎日を楽しく、その人らしく暮らせるよう一丸となって
取り組んでいます。
当社の人的資産としての持ち味は次の点が挙げられます。

①高度な障がい者支援スキル
相談支援専門員や訪問看護スタッフは、資格取得や研修等を通じて専門
知識を身に付けるとともに、豊富な経験を持っており、看護やそれ以外の生
活上の課題にも対応できる高度な障がい者支援スキルを有しています。
また、利用者の方々のお役に立つより良いサービスを目指して意欲的に
自己研鑽に取り組むことで、サービス水準の維持・向上を目指しています。

②課題発見力
相談支援専門員と訪問看護スタッフが専門知識と経験を活かし、利用者
の観察と対話を通じて、相談受付・利用者各人の課題を発見、より良い支
援サービスの提供に繋げます。

③情報共有と社内連携を実現するデジタル機器活用力
相談センターの相談支援専門員、訪問看護ステーションの看護スタッフ、
本部スタッフはデジタル機器を通じた情報共有や連絡・調整により組織内
の連携を図ることで、利用者に迅速かつ適切な支援サービスの提供を行っ
ています。
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６．知的資産（当社の持ち味）

（２）組織資産

岐阜市・名古屋市・大垣市・各務原市・春日井市に設置した相談センターにお

いて、障がい者やそのご家族の抱える様々な生活上のお悩みのご相談を幅広く

受け付け、ワンストップで課題解決に向けたご支援を提供できることが大きな強

みです。

各地の看護ステーションでは、日々の訪問看護サービスを通じて利用者の状

況を把握し、支援ニーズの変化に応じたサービスの提供に努めています。

スマートフォンやタブレットなど情報機器の活用により、スタッフが迅速な報

告・連絡・相談のできる体制を構築し、利用者一人ひとりのニーズに即した支援

サービスを提供しています。

こうした体制の下で、当社の組織資産としての持ち味は次の点が挙げられま

す。

① 働き易い職場環境

土日休日の週休２日制、勤務時間が明確（9:00～18:00）で深夜勤務は

ありません。病棟などの医療機関と異なり、家族と過ごす時間が確保し易

い職場環境を確立しています。これにより生活に合わせた働き方が可能

であり採用に有利に働いています。

② 公的指定・登録等を活かした総合的支援サービスの提供力

当社のサービスに対する信頼と安心感をいただけるよう、国や地方公

共団体による次のような公的な指定・許可・登録を得ています。a.～c.は一

般的な訪問看護事業者が取得しておりますが、当社はd.～f.を取得するこ

とにより、訪問看護を越えて住宅確保や就労支援を含めた障がい者の生

活全般に関する課題解決に向けたサービス提供ができる体制となってい

ます。

a. 「指定特定相談支援事業者」または「一般相談支援事業者」、「障害児

相談支援事業者」指定（岐阜市、名古屋市ほか）

b. 「訪問看護事業者」指定（岐阜市、名古屋市ほか）

c. 「介護予防訪問看護事業者」指定（岐阜市、名古屋市、各務原市、春日

井市、大垣市）

d. 「住宅確保要配慮者 居住支援法人」指定（岐阜県・愛知県）

e. 「家賃債務保証業者」の登録（国土交通省）

f. 「有料職業紹介事業」の許可（厚生労働省）
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６．知的資産（当社の持ち味）

（２）組織資産

③ 社内外の資源活用による課題解決力
社内スタッフの支援力と外部事業者（医療施設、就労支援施設、社会福

祉協議会、不動産会社など）の持つ外部資源を効果的に活用し、障がい者
やその家族に、就労支援、住居支援、相続・金銭管理支援など、生活上の課
題解決に向けた幅広い支援サービスを提供しています。
当社では、訪問看護拠点における後方事務について、デジタル機器を活

用して管理業務を本部へ集中することで業務の効率化と間接部門の固定費
削減を実現、損益分岐点を引き下げ、収益の安定を図っております。後方事
務の本部集中の効果は収益面に止まりません。複数の訪問看護拠点で発
生する利用者の様々な課題とその解決に向けたサービスに関する情報が本
部に集約されることで、社内外の資源を課題解決に活用するノウハウを含め、
幅広い支援サービスに対応できる組織力を高めることで、様々な課題を抱え
る障がい者とそのご家族に選ばれる訪問看護事業者としての信頼を獲得し
ています。

医療施設 医療施設

就労施設、社会福祉協議会、
不動産会社、弁護士・税理士等

【一般的な訪問看護事業所の組織】 【くらしケアの組織】

（連携） （連携）
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６．知的資産（当社の持ち味）

（３）関係資産

地域内の自治体、医療施設、就労支援施設、社会福祉協議会、不動産会社
等と連携することで、利用者の抱える多様な課題を解決するサービスを提供して
います。
また、障がい者支援や包括ケアに関するセミナーの開催やSNSによる発信を

通じて、障がい者支援に対する地域内の事業者や住民による理解と共感の浸透
に取り組んでいます。

当社の関係資産としての持ち味は次の点が挙げられます。

①連携先との良好な協力関係
地域の自治体（市町村）、医療施設、就労施設、社会福祉協議会、不動産
会社、等との連携を通じて、障がい者支援に関する支援施策に関する情報
を収集するほか、地域内での障がい者支援ニーズを把握しています。
また、これらの連携先から医療、就労、住居確保、相続・金銭管理等の支
援サービス提供への協力を受けることで、利用者の多様な生活上の課題
解決を可能にしています。

②地域の住民・事業者からの理解と共感
地域内への情報提供と支援サービスの実践で得られた障がい者支援に
関する住民や事業者の理解と共感が、当社の障がい者支援サービスの認
知度を高め、利用者およびスタッフ応募者の掘り起こしや地域内での支援
サービスへの協力者の増加に繋がっています。
例えば、住宅セーフティネットなど助成金を活用した障がい者の入居を拒
まないアパートの普及活動や、大家さんを訪問し理解を促すといった活動
により、当社の支援サービスへの協力者も増加しています。
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７．現在価値ストーリー

くらしケアＷＡＹ「明日が待ち遠しい暮らしを創造し、実践する」
企業理念「精神保健領域の課題解消を通して地域社会に貢献する」

利用者様の心の声に耳を傾けます。主体的に動きます。出来ないことに挑戦し、学
び続けます。ルールを守ります。サービスマインドを心がけます。心身の健康状態
をベストに保ちます。笑顔とユーモアを大切に明るく過ごします。

専門知識と豊富な経験による
質の高いサービスの提供

相談・看護スタッフと本部の情報
共有によるきめ細かな支援体制

地域の行政・住民・連携事
業者との信頼関係

より良い支援を
目指す自己研鑽

• 意欲あるスタッ
フの自己研鑽によ
る能力向上

社内の情報共有

• デジタル機器による
情報共有と連絡調整

教育支援

• 研修費用
の補助

障がい福祉支援
情報の周知・広報

• セミナー開催、SNS発信

公的指定・登録等を活かし
た総合的支援サービス提供力

• 住居や就労支援、家賃保証、
職業紹介等の支援を提供

社内外の資源活用
による課題解決力

• 社内スタッフと外部事業者の
持つ社会資源を効果的に活用

働き易い職場環境

• 深夜勤務がなくスタッフの生
活に合わせた働き方が可能な
職場環境を提供

組織資産人的資産 関係資産

顧客から
頂く価値

顧客提供
価値

サービス

知的資産

活動

行動規範

理念

デジタル機器活用力

• 迅速な情報共有と連絡・調整
を実現するためにデジタル機器
を活用する力

高度な障がい者支援スキル

• 専門知識と豊富な経験に基
づき、看護を含めた総合的かつ
高度な支援サービスを提供

課題発見力

• 利用者の観察と対話を通じて
利用者各人の抱える生活上の
課題を発見

地域の住民・事業者
からの理解と共感

• 利用者の掘り起こし
• 当社支援サービスへの利
用者・協力者の増加

連携先との良好な協力関係

• 連携を通じた支援情報や
地域内の支援ニーズの把握
• 多様な支援サービス提供
に向けた連携体制の構築

障がい者とその家族からの相談を受けて支援計
画を作成しつつ、看護・就労・住居確保、金銭管理、
相続など生活上の様々な問題解決を支援

障がい者とその家族が住み慣れた地域や家庭で快適な生活を過ごす環境を整えます

利用者様からの「安心できた、ありがとう」の声が
スタッフの意欲と向上心を支えています

医療施設、就労施設、社会福祉
協議会、不動産会社等の地域内
の支援力を結集
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8．外部環境

（１）精神領域における障がい者の増加
当社が主に支援する精神領域の障がい者の数は増加傾向にあります。とく

にうつ病など、気分障害の患者数が増え、企業業績の低迷による労働環境の
悪化や、生活不安などのストレスの増加が原因とする指摘がみられます。また、
平均寿命が長くなったことで、高齢者の発症も増えています。
こうした傾向の下で、障がい者やその家族の課題解決に向けた地域のニー

ズは高まっており、当社の支援サービスを必要とする方々も岐阜県・愛知県は
もちろん、全国の各地域において増加していると考えられます。

（図表１）年齢階層別障害者数の推移（精神障害者・外来）
出典：令和３年版 障害者白書
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8．外部環境

（２）空き家の増加
障がい者が地域社会に生活を移行する時点で最初のハードルとなるのが

住居確保です。
一方で、2018年の住宅・土地統計調査（総務省）によれば、空き家の総数は、

この20年で１.5倍（1998年576万戸→2018年846万戸）に増加しています。
地域社会における空き家問題が全国的な課題になっており、当社の取り組

む障がい者への住居確保により、地域の空き家対策という課題解決ニーズに
も合致する環境になっています。

（３）訪問看護事業所数が増加する一方、休廃止する事業所数も増加
厚生労働省および一般社団法人全国訪問看護事業協会のデータによれば、

2014年以降における訪問看護事業所数は年間1,100～1,600先が開業する一
方、500～800先程度が休止または廃止されています。
厚生労働省が公表した「アフターサービス推進室活動報告書」（2014年6月）

では、休止や廃止に至る訪問看護ステーションが発生する理由として「①退職
した管理者の代わりを見付けられない、②看護職員数の不足、③売上未達
等」を挙げ、「独立系ステーションはいつ休止・閉鎖するか分からないという認
識があり、看護師や看護学生が就職先として選択する妨げになっている」とい
う訪問看護事業者の現状分析を取り上げています。

（図表２）空き家数及び空き家率の推移－全国（1958年～2018年）
出典：平成30年 住宅・土地統計調査結果の概要（総務省）
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8．外部環境

こうした状況を踏まえ、一般社団法人全国訪問看護事業協会は、訪問看護
ステーションの質の確保と安定的な事業運営、職員の定着、地域貢献を実践
するために訪問看護ステーションの大規模化を推進しています（訪問看護ス
テーションニュース2021年5月号）。
デジタル機器の活用により後方事務を本部集中することで効率的な経営を

実現している当社のビジネスモデルは、全国訪問看護事業協会の指導する方
向と一致しており、今後は、M&Aやフランチャイズ化を通じて、経営難の訪問
看護事業者や訪問看護事業への参入を目指す事業者をサポートして参ります。

（図表３）

（図表４）

出典：一般社団法人全国訪問看護事業協会「訪問看護ステーション数調査」
および厚生労働省「介護サービス施設・事業所調査」
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8．外部環境

（４）「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」とくらしケア
精神保健医療福祉に関しては、2016（平成28）年1月から開催された「これから

の精神保健医療福祉のあり方に関する検討会」（以下「あり方検討会」という。）
が取りまとめた報告書及び社会保障審議会障害者部会の議論を踏まえ、「精神
障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築」が新たな政策理念として掲げら
れています。
あり方検討会の報告書は、「精神障害者が地域の一員として安心して自分らし

い暮らしをすることができるよう、医療、障害福祉・介護、住まい、社会参加（就
労）、地域の助け合い、教育が包括的に確保された地域包括ケアシステムの構
築を目指す必要がある。このような精神障害にも対応した地域包括ケアシステム
の構築にあたっては、計画的に地域の基盤を整備するとともに、市町村や障害
福祉・介護事業者が、精神障害の程度によらず地域生活に関する相談に対応で
きるように、圏域ごとの保健・医療・福祉関係者による協議の場を通じて、精神科
医療機関、その他の医療機関、地域援助事業者、市町村などとの重層的な連携
による支援体制を構築していくことが必要。」としています。

（令和3年版 厚生労働白書 第９章第３節より抜粋）
当社の支援サービスは、地域包括ケアシステムに示された「医療、障害福祉・

介護、住まい、社会参加（就労など）、地域の助け合い、普及・啓発（教育など）」
に携わる複数の主体の連携により利用者に提供するものです。医療・看護と住ま
いや就労に関するそれぞれの事業主体は、他分野の知識が不足しており、複数
分野の事業主体を有機的に連携させるハブ機能を持つ当社の存在は、地域包
括ケアシステムの構築に不可欠と考えられます。また、当社の支援サービスは、
障がい者とそのご家族が住み慣れた地域や家庭で快適な生活を過ごす環境を
整えるという価値を提供するものであり、精神障がい者が増加傾向を辿る現在、
地域におけるニーズは益々高まっていく状況にあります。

（図表５）精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築（イメージ）

出典：これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会報告書（平成29年２月）
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９．未来に向けた取組み

（１）今後の事業展開
障がい者やそのご家族の抱える生活上の様々な課題の解決を通じて、安心

して地域社会での暮らしが成り立つ支援サービスを東海地区から全国に広げ、
「障がい者を一人も取り残さない」という志を各地の支援者と共有し、実践して参
ります。

そのために、「くらしケア」に参集するスタッフが自己研鑽により成長を続ける
意欲を高めつつ、提供するサービスの向上や、外部事業者との連携強化に向け
た体制整備を図ります。

また、全国各地の支援者に当社のノウハウを提供できるよう、フランチャイズ
展開に着手するとともに、当地域での拠点拡充にも備えるべく、財務基盤の安定
に向けた資金調達にも取組みます。

以上の事業展開を実現するため、次の施策を講じて参ります。

①知的資産経営報告書を活用し経営理念と業務運営方針を社内に浸透させ、
次世代の経営者と管理者を育成します。

②業務マニュアルと「よくある質問集（FAQ）」を整備し、スタッフの業務遂行力
を高めます。

③教育研修教材（動画とテキスト）の開発と研修プログラムの整備により、ス
タッフの自己研鑽意欲を高めます。

④フランチャイズ化などにより他県事業者との連携を通じた当社サービスの
提供地域を拡大し、全国の障がい者やその家族に地域で安心して暮らせ
る生活を届けます。

⑤内部監査など社内のガバナンス体制を整備したうえで新興市場への上場
により財務基盤を安定をさせ、地域での拠点充実や障がい者への提供住
居の確保を進めます。

⑥従業員や社外ステークホルダー（利用者家族、連携事業者など）による株
式保有やストックオプション付与を通じて、企業価値向上への積極的な貢
献を促します。

⑦人事評価制度の構築などを通じて働き易い職場環境を更に整え、所得収
入の向上に取り組むことでスタッフに物心両面で豊かな生活を提供し、当
社で働くモチベーションを高めます。

19



９．未来に向けた取組み

（２）アクションプラン

（３）５年後（２０２６年度）の事業目標

アクション 取組期間 KPI

①業務マニュアル（動画含む）

②「よくある質問集（FAQ）」の整備

2022年1月～

2022年10月

①作成数30本以上

②一次リリース完了

①教育研修教材（動画とテキスト）の開発

②研修プログラムの整備を実施

2022年1月～

2022年10月

①開発数20本以上

②実施率100％

フランチャイズ本部整備および加盟店開発

（一次募集）

2022年1月～

2022年10月

FC契約による出店

数３ヶ所以上

新興市場への上場による財務基盤の安定

化と地域内拠点充実（名証ネクスト市場）

2021年11月～

2026年10月

資本金1億円

拠点数６３ヶ所

従業員や社外ステークホルダー（利用者家

族、連携事業者など）による株式保有等

2021年11月～

2026年10月
株主数150人以上

目標項目
現在

（2021/10月期）
将来目標

（2026/10月期）

直営拠点数 ６拠点 10拠点

FC拠点数 0拠点 53拠点

総利用者数（①訪問看護②相談支援）
①500人
②750人

①5,000人
②7,500人

利用者へサブリースによる提供住居数 26戸 1,000戸

有料職業紹介事業 紹介数 0人 100人／年

株主数 2名 150名

正社員の年間平均給与 1倍 1.5倍
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デジタル機器活用力

• 迅速な情報共有と連絡・調整
を実現するためにデジタル機器
を活用する力

１０．将来価値ストーリー

くらしケアＷＡＹ「明日が待ち遠しい暮らしを創造し、実践する」
企業理念「精神保健領域の課題解消を通して地域社会に貢献する」

利用者様の心の声に耳を傾けます。主体的に動きます。出来ないことに挑戦し、学
び続けます。ルールを守ります。サービスマインドを心がけます。心身の健康状態
をベストに保ちます。笑顔とユーモアを大切に明るく過ごします。

専門知識と豊富な経験による
質の高いサービスの提供

相談・看護スタッフと本部の情報
共有によるきめ細かな支援体制

地域の行政・住民・連携事
業者との信頼関係

より良い支援を
目指す自己研鑽

• 意欲あるスタッ
フの自己研鑽によ
る能力向上

社内の情報共有

• デジタル機器による
情報共有と連絡調整

教育支援

• 研修費用
の補助

障がい福祉支援
情報の周知・広報

• セミナー開催、SNS発信

公的指定・登録等を活かした
総合的支援サービスの提供力

• 住居や就労支援、家賃保証、
職業紹介等の支援を提供

社内外の資源活用
による課題解決力

• 社内スタッフと外部事業者の
持つ社会資源を効果的に活用

働き易い職場環境

• 深夜勤務がなくスタッフの生
活に合わせた働き方が可能な
職場環境を提供

組織資産人的資産 関係資産

顧客から
頂く価値

顧客提供
価値

サービス

知的資産

活動

行動規範

理念

高度な支援スキル

• 専門知識と豊富な経験に基
づき、看護を含めた総合的かつ
高度な支援サービスを提供

課題発見力

• 利用者の観察と対話を通じて
利用者各人の抱える生活上の
課題を発見

地域の住民・事業者
からの理解と共感

• 利用者の掘り起こし
• 当社支援サービスへの利
用者・協力者の増加

連携先との良好な協力関係

• 連携を通じた支援情報や
地域内の支援ニーズの把握
• 多様な支援サービス提供
に向けた連携体制の構築

障がい者とその家族からの相談を受けて支援計
画を作成しつつ、看護・就労・住居確保、金銭管理、
相続など生活上の様々な問題解決を支援

障がい者とその家族が住み慣れた地域や家庭で
快適な生活を過ごす環境を整えます

利用者様からの「安心できた、ありがとう」の声が
スタッフの意欲と向上心を支えています

医療施設、就労施設、社会福
祉協議会、不動産会社等の
地域内の支援力を結集

教育支援強化

• 研修プログラムと
研修教材の開発
• 経営人材の育成

業務体制整備

• マニュアル等の整備
• 評価制度や内部監

査体制の構築

拠点の充実・拡大

• 地域内での拠点充実
• フランチャイズによる

地域外への展開
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FC展開とM&A
の活用を通じ
て全国に志を
共有する仲間
を増やし、
一人でも多く
の障がい者に
支援サービス
を届けます



１1．知的資産報告書について

（１）知的資産とは
知的資産とは、従来からバランスシートに記載されている資産以外の無形の資

産であり、 企業における競争力の源泉である人材、技術、技能、知的財産（特許・
ブランドなど）、組織力、経営理念、顧客とのネットワークなど、財務諸表には表れて
こない、目に見えにくい経営資源の総称を意味します。
「知的資産経営報告書」とは、目に見えにくい経営資源、即ち非財務情報を、債

権者、株主、顧客、従業員といったステークホルダー（利害関係者）に対し、「知的資
産」を活用した企業価値向上に向けた活動 （価値創造戦略）と して目に見える形で
わかりやすく伝え、企業の将来性に関する認識の共有化を図ることを目的に作成す
る書類です。
経済産業省から平成１７年１０月に「知的資産経営の開示ガイドライン」 が公表さ

れており、本報告書は原則としてこれに準拠しています。

（２）注意事項
本知的資産経営報告書に掲載しました将来の経営戦略及び事業計画ならびに

付帯する事業見込みなどは、全て現在入手可能な情報をもとに、当社の判断にて
掲載しています。
将来にわたり当社の取り巻く経営環境（内部環境及び外部環境）が変化した場

合には、これらの記載内容などを変更すべき必要が生じることがあり、その際には
本報告書の内容が将来実施又は実現する内容と異なる可能性もあります。従って、
本報告書に掲載した内容や数値などを、当社が将来に亘って保証するものではな
いことを、十分にご了承願います。
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