
平成２４年度事業報告 

 

平成２４年度の事業運営につきましては、理事長の４項目の基本方針、園長の４項

目の運営方針と平成２４年度の３項目の重点目標、そして各部門の平成２４年度の事

業計画に基づき、活動してまいりました。その活動の主要な内容は以下のとおりであ

ります。 

 

１．増改築工事の完遂と計画の早期実現 

   増改築工事につきましては昨年１２月１２日の第３回評議員会・理事会におきま

してご報告いたしましたとおり、基本工事を昨年６月１日に終了いたしました。以

降その前提となっております計画の実行に入りましたが、昨年９月末までに当初計

画通り移行いたしました。 

（１）特養・ショートステイ部門の３グループケアへの移行 

   ３グループケアに必要な人員の養成を終え、昨年６月１日付で施設介護課を設置

し、その下にさくら・ひまわり・あじさいの３グループを発足させました。 

特養入所者のさくら・ひまわりのグループ分けにつきましては入所者の介護上の

負荷バランス、部屋割、職員１人ひとりの担当等を十分に考慮しながら、７月 

１５日から実施いたしました。グループ分け直後には職員に若干の戸惑等もありま

したが、その後順調に推移いたしました。 

   ショートステイあじさいグループにつきましては職員１人ひとりが自分の得意

な能力を発揮し、レクリエーション・余暇活動を積極的に実施いたしました。部屋

での快適感も加わり、利用者等からの評判は非常に良好です。 

   なお、施設介護課の新人職員比率が高くなっています（平成２５年４月１日現在

介護職員３３名中、１年未満５名・２年未満７名・３年未満３名）ので、新人職員

の介護力の向上が当面の課題です。 

（２）デイサービス部門 

   昨年４月の介護保険報酬の改定に伴い、サービス提供時間の４０分間延長を実

施いたしましたが、利用者から不満等の声はなく、円滑に推進いたしました。 

   同時に、レクリエーション・余暇活動のメニューについて選択制や小グループ活

動を導入いたしましたが、利用者から評価していただいております。 

   特にマッサージにつきましては非常に人気があり、喜ばれています。 

（３）食事サービス部門 

   温冷配膳車により、３つの多目的ホールへおいしい食事を提供するとともに、最

新機器等を駆使し、各種の行事食や選択食等新しいメニューを提供いたしましたが、

利用者から非常に喜ばれています。 



２．利用者のサービスの質向上 

日々明るく笑顔で、利用者に優しく、心のこもったサービスを提供してまいり 

ました。特に利用者へのサービスの質向上に向けて以下のような取り組みを積極的

に実施してまいりました。 

（１）プラス・ワン活動の開始 

   一新いたしました施設に愛着を持って、その優れた機能をフルに発揮するために

昨年１０月から「プラス・ワン活動」を開始いたしました。 

   即ち、「自分らしい生活を、自分自身の意思で自己決定し、できることは自分で

する」という原則を基本に、利用者に前向きに自主性を可能な限り発揮していただ

くよう支援するために、職員１人ひとりが自分の担当する利用者に対する実践目標

を設定し、毎日粘り強く着実に実行する活動を開始いたしました。この活動により

職員の個別ケアに対する意識が向上してきています。 

   なお、この活動は自分の担当する利用者が決まっている特養から開始いたしまし

たが、ショートステイ（長期およびリピート利用者）とグループホームにつきまし

ては本年５月から開始しています。 

 

（２）科学的介護への取り組み 

   サービスの質向上に向けて科学的介護への取り組みを行っていますが、５つの

重点課題別の推進状況は以下のとおりであります。 

① 日中おむつゼロへの取り組み 

    かねてより、排泄委員会におきまして特養入所者の「日中おむつゼロ」（全員

トイレ・ポータブルトイレでの排便）を目指して活動していますが、本年度は定

時及び様子見観察に基づく随時のトイレ誘導並びに十分な食物繊維量の確保、適

切な水分摂取及び飲料水の改善・工夫（水溶性食物繊維・オリーブ牛乳・黒酢の

使用）を行ない、排便サポート（スムーズな排便）と下剤の使用削減に重点的に

取り組みました。 

この結果本年度（平成２５年３月末時点）の日中おむつ使用率（トイレ・ポー

タブルトイレで排便できない入所者の比率）は８．９%（経管栄養５名を除く 

4５名の内４名）となり、また下剤使用なし（１４名）、常時使用から随時使用へ

変更（６名）、下剤使用量減となった入所者が増えてまいりました。 

今後はこれまでの方策のレベルアップを図るとともに、対象者を絞り、課題を

設定し、座位の取れない入所者のトイレ・ポータブルトイレでの排便方法の検討

に取り組んでまいります。 

② 口腔ケアの充実     

特養入所者の口腔ケアにつきましては歯科医等のご指導をいただき、関係部門

の密接な連携の下、個人毎の栄養及び口腔ケアプランに基づき、昨年と同様利用



者のネームプレートの裏や洗面所等に気づきメモを掲示する等して職員が個人

毎の介助方法等を確認しながら、口腔内清拭・口腔マッサージ・嚥下体操等のレ

ベルアップに取り組んでまいりました。 

この結果、本年度は誤嚥性肺炎の発症は軽い症状（片肺のみ）の１名のみにと

どまるとともに、現在経管栄養の５名（昨年度に比べて１名が経口となりました）

以外は全員経口により食事摂取しています。食事介助には特に細心の注意を払い

ながら、笑顔で美味しい食事を楽しんでいただいております。 

また、極力普通食に近づけるため、食事形態の変更に取り組んでいますが、昨

年度と比べて普通食は１名増の７名、刻み食は３名増の９名、ソフト食は２名減

の２５名、ミキサー食は４名となりましたが、引き続き改善に積極的に取り組ん

でまいります。 

 

  ③ 認知症の介護のあり方の追求 

    日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られる認知

症の利用者は非常に多く、また昨年度に比べて重度化が進んでおります（平成２

５年３月時点の日常生活自立度Ⅲ以上の利用者は特養８０%、グループホーム６

６％、ショートステイ５０%、訪問介護・要介護１７％、デイサービス・要介護

１５%）。特に日夜の見守り等において特に留意しながら介護に努めております。 

今後は医療機関等との密接な連携の下、疾患別の周辺症状（行動と心理症状）

の把握とそのアセスメントを行い、色々な手法を活用して、その症状の緩和の事

例を一つ一つ積み上げながら、介護のあり方を追求してまいります。 

特に、タクティールケアにつきましては平成 24 年 1 月から特養（5 名）で実

施していますが、全員笑顔が出て表情が穏やかになり、会話も出てコミュニケー

ションが良くなり、また手足のむくみやこう縮が緩和する等の効果が出ています。

今後は職員への研修を実施し、対象者の拡大に取り組んでまいります。 

 

  ④ 健康管理の強化と看取り介護の充実 

    施設介護課の観察・気づき・記録等に基づき、看護グループが症状等の早期把

握に努め、嘱託医とのスピーディな連携の下、早期治療を行う等日々の健康管理

の強化に努めてまいりました。この結果、本年度の特養の退所者は死亡６名とな

り、昨年度に比べて１名減少いたしました。また、入院回数も昨年度に比べて８

回減の７回にとどまりました。 

    また、死亡６名の内４名の方に心をこめて看取り介護を実施いたしました。看

取り介護を希望される入所者は非常に多く（本年３月末時点で当園希望者２２名、

当園または病院・自宅の希望者２４名、病院希望者４名）、穏やかな環境の下、

その方らしい生活を送っていただきますよう、心をこめて介護に努めてまいりま

す。 



  ⑤ 機能訓練の充実 

    特養入所者は個別機能訓練計画書に基づき、それぞれに適した機能訓練を実施

いたしましたが、その結果経管栄養を除く入所者４５名（平成２５年３月現在）

のうち、機能向上が１名、機能維持が３９名となりました。今後は重度の入所者

の機能向上について理学療法士と連携をとりながら、課題設定して座位の保持と

口腔体操に努めてまいります。 

    デイサービス利用者につきましては個別機能訓練計画書・通所介護計画書に基

づき、機能訓練を実施いたしましたが、利用者１２１名（平成２５年２月現在）

のうち、介護度が改善した利用者が１０名、介護度の維持ができた利用者は９２

名にものぼっております。機能訓練はマッサージを含めて利用者に非常に人気が

ありますので、今後更なる強化を図ってまいります。 

 

（３）楽しみ・生きがいのための生活援助 

   各事業ともに別紙２のとおり、利用者に楽しく過ごしていただけますよう、各種

のリクリエーション活動（趣味・行楽、リハビリ、スポーツ、季節的な行事、ボラ

ンティア・介護支援ボランティアの受け入れ等）を積極的に推進いたしました。 

 特にデイサービス、ショートステイにつきまして、更にくつろぎながら楽しく、 

生きがいを感じながら有意義に過ごしていただきますように、利用者の個別性（希 

望・意思・選択等）を重視した小グループ活動や余暇活動を積極的に実施いたしま 

した。 

今後は特養についてボランティアの受け入れ頻度を高めるとともに、特に感染症 

防止対策の実施時期における活動につきましては各事業部門ともに地域の方々の

ビデオ等の鑑賞会を検討してまいります。 

 

（４）相談、苦情等への迅速な対応 

   本年度も利用者及び家族の意見・要望・相談等を積極的に掘り起こす努力を行い 

ますとともに、それらが寄せられました時には誠意をもって迅速かつ適切に対応し 

てまいりました。本年度の苦情件数は昨年度と同数の４件（特養０件、ショートス 

テイ１件、デイサービス１件、ヘルプサービス２件、グループホーム０件）であり 

ました。 

 

（５）安心安全の確保 

ア）感染症（インフルエンザ・ノロウイルス）防止対策 

昨年１０月以降、衛生委員会を毎月２回開催し、対策の実施状況をフォローす

るとともに、近隣情報等に留意しながら防止対策を講じてきました。 

しかしながら、グループホーム１号館において本年１月にノロウィルスに集団

感染いたしましたが、幸い軽度（４日間）にとどまりました。今後は特に初動体



制のあり方について反省し、対応策を強化してまいります。 

なお、施設関係は４カ年連続で感染症を防止いたしました。 

 

イ）介護事故防止対策 

 ① 事故件数 

本年度は昨年度と同数の１１件（特養４件、ショートステイ１件、グループ

ホーム６件）の介護事故が発生いたしましたが、幸いにも大事には至りません

でした。この内利用者が一人でいる時の事故は昨年度に比べて４件減の４件で

ありました。 

   ② 事故内容 

   事故内容につきましては骨折入院が４件（右大腿骨頸部３件・右大腿骨転子

部１件）でした。その他は入院なしの軽度な事故でしたが、そのうち嚥下事故

が３月に１件（特養）発生いたしました。更に４月に１件（グループホーム）

発生いたしましたので、４月１０日に介護事故防止対策委員会を開催し、要注

意食品、要注意利用者、介護ケア上の注意点を整理し、今後の介護に生かして

まいります。また、５月１６日には救急救命対策の研修会を開催いたしました

が、特に新人の皆さんの実践能力を高め、夜勤等での不安感の払拭等に努めて

まいります。 

③ 予防対策 

その他の予防対策につきましては防護具の使用拡大、センサーマットの使用 

拡大、畳の使用等を実施いたしました。また、増改築工事後の環境の変化を踏

まえて、安全の基本ルールの見直しを行いました。 

今後は安全の基本ルールの確認と声だし・声掛けを励行するとともに、利用

者の日々の行動等を更に良く把握して、ヒヤリハットの積極的な抽出と危険予

知活動に磨きをかけ、予防対策を講じてまいります。 

ウ）防災訓練 

  色々なケースを想定した防災訓練（通報訓練・初期消火訓練・避難訓練）を施

設で２回、グループホームで２回開催し、利用者の避難訓練を短時間で実行する

ことができ、職員のテキパキとした行動・声だしや整理整頓等について消防本部

からお褒めの言葉をいただきました。 

なお、警察署のご指導の下、防犯対策の講習会を開催いたしました。 

 

３．笑顔で明るく楽しい職場づくりへの取り組み 

  ① 個別懇談の開始 

    利用者へのサービスを支えますのは職員でありますので、職員１人ひとりが笑

顔で明るく楽しいと感じる職場づくりがその最も重要な基盤となります。 



    このため、昨年１２月から職員１人ひとりとの懇談を開始いたしましたが、こ

の場で職場に必要と思われます「コミュニケーションのチェックポイント」を１

人ひとりにご説明し、職場全体と自分自身に不足している点があれば自主的に改

善し、実践に結び付けていただきますようお願いしております。 

同時に職員１人ひとりから要望・意見等を大いに出していただいております。 

    昨年１２月にグループホーム、今年の１月・２月に施設介護課、３月にデイサ

ービスセンターを終了いたしました。引き続き、４月に食事サービスグループ、

看護グループ、５月にはその他部門（居宅介護支援センター、ヘルプサービスス

テーション、事務部）で実施してまいります。 

 

  ② 改善対策の実施 

グループホーム、施設介護課、デイサービスグループでは平成２５年度の事業 

計画にその改善対策を取り入れるとともに、すでに具体的に改善努力をしていた

だいているところです。 

また、職員の要望・意見につきましては今後園の運営に反映してまいりますが、 

すでにその一部は３月２８日の評議員会・理事会に付議させていただき、就業規

則及び給与規程の変更に結び付けました。 

 

４．人材確保、人材育成等 

（１）人材確保 

  ① 退職状況 

    本年度の退職者は昨年度に比べて６名減の７名となりました。その内職場での 

何らかの問題（人間関係等）に起因すると思われる退職者は５名減の１名に改善 

いたしました。引き続きコミュニケーションの充実やチームワークの向上等に努 

力してまいります。 

② 採用活動 

  上記の退職補充並びに３グループ制、ローテーション等に伴う増員に対応する 

ために、採用活動に鋭意努力してまいりました。職業安定所及び社会福祉協議会 

等からの紹介や新聞折り込みによる募集により、昨年度と同数の１５名の採用 

（職員６・準職員５・パート４）を行うことができました。 

このほか本年４月１日入園の新高卒者を２名採用いたしました。 

今後は新高卒者に加えて専門学校等からの定期的な採用に努力するとともに、 

中途採用につきましては地域情報等を積極的に入手しながら採用活動につなげ

てまいります。 

 

 



（２）人材育成 

  ① 資格取得 

    合格率の厳しい介護支援専門員に１名、介護福祉士に４名（別に平成２５年度

４月１日新高卒入園者２名も合格）が合格いたしました。 

    これに伴い、当園の介護福祉士の取得率（平成２５年４月１日現在）は施設介

護課７２．７％、デイサービスセンター３８．５％、ヘルプサービスセンター５

０%、グループホーム６６．７％となりました。また、介護支援専門員資格取得

者数（平成２５年４月１日現在）は園全体で１２名となりました。 

② 研修 

  当園の毎月の研修会や老施協等が実施する外部研修、更に福祉・人材緊急支 

援事業複数事業所連携事業（８事業所による合同研修会）等に積極的に参加いた 

しました。 

                  

（３）その他 

① 職員の健康管理 

定期健康診断に全職員が受診いたしました。二次健診のフォローアップを産業 

医に実施していただきました。また、産業医によるメンタルヘルス講習会を開催

いたしました。 

② 職員処遇の改善 

平成２１年１０月からの介護職員処遇改善交付金事業に伴う介護職員処遇改 

善調整金を、平成２４年９月と平成２５年３月に支給いたしました。 

 

５．収入の安定的確保 

（１）月次計画検討会 

月次計画を審議する月次計画検討会議を開催し、関係者で知恵をしぼりながら、 

日々管理を着実に行い、収入の安定確保に努めてまいりました。 

この結果、本年度の事業活動収入は昨年度実績に比べて２４，４４６      

千円増の４６０，７３５千円となりました。この増収につきましては介護報酬単価

改定による減収もありましたが、ショートステイの増床及び特養のベッド利用率の

向上等により、大幅な収入増となりました。 

（２）ベッド利用率・利用者数等（別紙１参照） 

  ① 特養・ショートステイのベッド利用率 

  特養入所者の退所・入院の減に伴い、特養のベッド利用率は昨年度に比べて 

１．５１%向上し、９９．４４%となりました。 

ショートステイあじさいのベッド利用率につきましては当初立ち上げに苦戦

いたしましたが、関係者の努力により、下期には大幅に向上し、年間平均で９２．



２８%となりました。 

この結果、特養・ショートステイ合計のベッド利用率は前年度に比べては０．

９７%減の９７．８１％にとどまりました。なお、本年１～３月の平均ベッド利

用率は９８．８７％にまで向上いたしました。 

② デイサービスの利用者数 

デイサービスの利用者数は高水準に推移いたしましたが、利用者の入院等が多

く発生し、昨年度に比べて１９６人減の１０，１００人となりました。 

  ③ 訪問介護の利用回数 

    訪問介護の利用回数は高水準に推移し、昨年度と比べて３４２回増の５，８５

２回となりました。 

  ④ グループホームのベッド利用率 

  グループホームのベッド利用率は昨年度と比べて０．２９%減の９９．０６%

となりました。 

⑤ 居宅介護支援センターの利用件数 

居宅介護支援センターにつきましては昨年１０月に３名体制に強化いたしま

したが、下期平均の件数は７７．６７件であり、２名体制の上期に比べて７．６

７件増にとどまっております。今後は２５年度予算の４/四期９５件の達成に向

けて努力してまいります。 

 

６．法令遵守（コンプライアンス）、外部監査等への対応 

   平成２４年度は以下の外部監査等が実施されましたが、概ね高い評価をいただき

ました。 

① 公認会計士による外部監査（平成２４年１１月２２日） 

    平成２４年度会計監査については、公認会計士による外部監査を年度中間で半 

期分の決算状況について実施していただきましたが、特に指摘事項はありません 

でした。 

  ② 平成２４年度指導監査 鹿児島県北薩地域振興局 

    本年度は書類提出による監査でしたが、適正に運営されているとの文書通知

（平成２５年３月２９日付）がありました。 

 ③ 地域密着型サービス外部評価 ＮＰＯ法人さつま（平成２５年３月２５

日） 

    グループホームにおきまして外部評価を受けましたが、利用者へのサービス提

供状況や家族からの評価は概ね良好でした。運営推進委員会の運営や家族とのコ

ミュニケーション等について若干のアドバイスがありました。 

 

 



７．地域福祉への貢献（別紙２参照） 

  ① 第２２回夏祭りの開催（平成２４年７月２８日） 

本年度は７月開催といたしましたが、地域の夏祭りと重なり、参加者は７００

名強にとどまりました。運営上の反省点につきましては、平成２５年度の運営に

生かしてまいります。 

  ② 施設見学会の開催 

    増改築工事の終了後、施設見学会を積極的に開催いたしました。さつま町の全

居宅介護支援事業所、さつま町役場等の関係者をはじめとして、さつま町民生委

員児童委員協議会の全支部、高齢者いきいきサロン等多くの関係者に見学してい

ただき、高い評価をいただきました。 

③ スポーツ大会、講師派遣、地域懇談会 

  昨年度に引き続き近隣地区のグラウンドゴルフ大会を開催するとともに、各地 

区の高齢者生き生きサロン、認知症サポーター講習会への講師派遣、ケアマネ井

戸端会議への役員派遣等を積極的に行いました。 

   また、一昨年に設置いたしました紫尾区地域懇談会は 2度開催し、地域防災、 

地域行事等について意見交換いたしました。今年度は更に他地区にも拡大してま 

いります。 

  ④ 地域との交流 

    各事業ともに、ボランティアグループや介護支援ボランティアの積極的な受け

入れの他、施設や福祉に対する理解を深めるために学生等の体験学習・実習の受

け入れ等を行いました。 

また地域で開催されました行事（さつま町夏まつり、紫尾温泉祭り等）にも参

加し、地域住民との交流を深めました。 

  ⑤ 低所得者への社会福祉法人等利用者負担軽減制度の完全実施 

    さつま町が認定いたしました福祉減免対象者全員４名（平成２５年３月末時点、

特養３、デイサービス・訪問介護１）についてサービス費・食費・居住費の２５%

軽減を実施いたしました。 

 

８．全体総括 

（１） 総資産額 

以上の活動結果として、平成２４年度の総資産額は１，０２２，３５３        

千円、内次期繰越活動収支差額は５３４，６５６千円となり、前期に対して    

２９，４８４千円の増加となりました。 

（２） 経常収支差額 

また、経常収支差額は２９，４０７千円（事業活動収入対経常収支差額比率 



６．４%）となり、前期（４４,８７３千円、事業活動収入対経常収支差額比率１

０．３％）に対して１５，４６６千円の減となりました。 

 これは前述のとおり事業活動収入が２４，４４６千円増となりましたが、支出

が３９，９１２千円増となった結果であります。この支出増につきましては 

       以下のとおり増改築工事関連費用が大幅増（合計×３８，４７９千円）となった

ことが主要因であります。 

即ち、①特養・ショートの３グループ制に伴う人員増・居宅介護支援センター

の体制強化等による人件費の増（×１６，３６７千円）、②増改築工事に伴う減

価償却費の増（×１４，４０７千円）、③ショートステイ増床等による直接介護

費の増（×２，４５８千円、給食材料費・介護用品費・光熱費・燃料費）、④増

改築工事関連の修繕費の増（×２，０４４千円）、⑤増改築工事関連のその他の

一般管理費増（×１，５６７千円、竣工記念品・新聞折り込み・施設見学記念品・

建物保険）、⑥人員増に伴う賞与引当金増（×１，６３６千円）等であります。 

（３）事業部門別の経常収支差額 

  ① 特養 

    収入は同水準ですが、増改築工事に伴う費用と 3グループ制に伴う人件費の大

幅増のため前期に対して１３，１０６千円減の５，５２０千円となりました。 

  ② ショートステイ 

    収入は立ち上げ時のベッド利用率の苦戦のため、２１，７７５千円増にとどま

りますとともに、増改築工事に伴う費用と３グループ制に伴う人件費が大幅増

（２４，６４１千円）となりました結果、前期に対して２，８６８千円減となり、

×１，５５７千円の赤字となりました。 

  ③ デイサービス 

    利用者数が若干減となりましたが、要介護度の高い利用者の増により、収入が

増となるとともに、人件費・経費も減となりました結果、前期に対して２，５９

４千円増の２５，４２４千円となりました。 

  ④ 訪問介護 

    利用回数の増により収入増となりましたが、それを上回る人件費・経費の増に

より、前期に対して６３０千円減の１，０４６千円となりました。 

  ⑤ グループホーム 

    収入は若干減となりましたが、人件費・経費の減により、前期に対して１，５

６１千円増の３，４６６千円となりました。 

  ⑥ 居宅介護支援センター 

    利用件数の増により収入増となりましたが、３名体制に伴い人件費・経費が、

大幅増となり、前期に対して３，０２０千円減の×４，０８５千円の赤字となり

ました。                             

 以上 



金　　額

     現金 42,360
　　 預金 鹿児島銀行宮之城支店 普通預金0742056 217,616,902

鹿児島銀行宮之城支店 定期預金3075062
南日本銀行宮之城支店 決済用 普通預金0340969
南日本銀行宮之城支店 普通預金0332885
さつま農業協同組合鶴田支所 普通預金3793168
ゆうちょ銀行 通常預金17810-30323521
ゆうちょ銀行 定額貯金57860-322188
鹿児島銀行宮之城支店 普通預金0742045

     未収金 68,737,962
     未収補助金 39,000
　 　貯蔵品 非常食 203,939
     前払金 3,274,895

289,915,058
   ２． 基本資産
    （１）基本財産
     土地 9,004.04㎡

32.00㎡
509.00㎡

1.87㎡
1.44㎡

308.54㎡
1,887.50㎡
1,266.00㎡

908.00㎡

     建物
3､163.27㎡

１棟
67.50㎡

１棟
56.70㎡

１棟
・軽量鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平屋建 9.79㎡
 　特別養護老人ホームアルテンハイム鶴宮園倉庫 1棟
薩摩郡さつま町紫尾字下ノ原4088番地1所在
 ・鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺陸屋根二階建 616.65㎡

　　　　　　　　　　               （１階385.40㎡　　２階231.25㎡）
　 アルテンハイム鶴宮園グループホームうらら１号館及び

１棟
377.24㎡

１棟

        基本財産合計 668,940,136
     （１）その他の固定資産
      構築物 11,813,531
      車両運搬具 3,751,797
      器具及び備品 26,100,582
      退職共済預け金 21,832,050
         その他の固定資産合計 63,497,960

732,438,096
1,022,353,154

         固定資産合計

薩摩郡さつま町紫尾字下ノ原4077番地3

鹿児島県社会福祉協議会
五つ太鼓　他
セレナアンシャンテ　他16台
花壇、駐車石敷舗装路面

 ・鉄骨造鋼板葺平家建

　 アルテンハイム鶴宮園居宅介護支援事業所事務所

鹿児島県国民健康保険連合会／介護報酬　他

薩摩郡さつま町紫尾字下ノ原4071番地2
薩摩郡さつま町紫尾字下ノ原4072番地7

薩摩郡さつま町紫尾字吐合4166番地1

薩摩郡さつま町紫尾字新地4144番地1

        流動資産合計

財　　産　　目　　録
法人名　　社会福祉法人　　脩寿会

平成25年3月31日
（単位：円）

            資産合計

資　産　・　負　債　の　内　訳
Ⅰ　資産の部
　 １． 流動資産

薩摩郡さつま町紫尾字下ノ原4077番地1所在

さつま町／減免措置事業

64,634,271

 ・鉄筋コンクリート造陸屋根平家建

604,305,865

　 特別養護老人ホームアルテンハイム鶴宮園園舎

薩摩郡さつま町紫尾字下ノ原4077番地1

薩摩郡さつま町紫尾字下ノ原4090番地2
薩摩郡さつま町紫尾字下ノ原4088番地1

　 特別養護老人ホームアルテンハイム鶴宮園機械室

 ・木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建

 ・鉄筋コンクリート造陸屋根鋼板葺平家建

　 特別養護老人ホームアルテンハイム鶴宮園車庫

　 アルテンハイム鶴宮園グループホームうらら２号館

三井住友海上火災保険㈱／前払火災保険料（H254.1～H29.6.13）他

薩摩郡さつま町紫尾字下ノ原4072番地6
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金　　額

     現金 42,360
　　 預金 鹿児島銀行宮之城支店 普通預金0742056 217,616,902

鹿児島銀行宮之城支店 定期預金3075062
南日本銀行宮之城支店 決済用 普通預金0340969
南日本銀行宮之城支店 普通預金0332885
さつま農業協同組合鶴田支所 普通預金3793168
ゆうちょ銀行 通常預金17810-30323521
ゆうちょ銀行 定額貯金57860-322188
鹿児島銀行宮之城支店 普通預金0742045

     未収金 68,737,962
     未収補助金 39,000
　 　貯蔵品 非常食 203,939
     前払金 3,274,895

289,915,058
   ２． 基本資産
    （１）基本財産
     土地 9,004.04㎡

32.00㎡
509.00㎡

1.87㎡
1.44㎡

308.54㎡
1,887.50㎡
1,266.00㎡

908.00㎡

     建物
3､163.27㎡

１棟
67.50㎡

１棟
56.70㎡

１棟
・軽量鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平屋建 9.79㎡
 　特別養護老人ホームアルテンハイム鶴宮園倉庫 1棟
薩摩郡さつま町紫尾字下ノ原4088番地1所在
 ・鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺陸屋根二階建 616.65㎡

　　　　　　　　　　               （１階385.40㎡　　２階231.25㎡）
　 アルテンハイム鶴宮園グループホームうらら１号館及び

１棟
377.24㎡

１棟

        基本財産合計 668,940,136
     （１）その他の固定資産
      構築物 11,813,531
      車両運搬具 3,751,797
      器具及び備品 26,100,582
      退職共済預け金 21,832,050
         その他の固定資産合計 63,497,960

732,438,096
1,022,353,154

         固定資産合計

薩摩郡さつま町紫尾字下ノ原4077番地3

鹿児島県社会福祉協議会
五つ太鼓　他
セレナアンシャンテ　他16台
花壇、駐車石敷舗装路面

 ・鉄骨造鋼板葺平家建

　 アルテンハイム鶴宮園居宅介護支援事業所事務所

鹿児島県国民健康保険連合会／介護報酬　他

薩摩郡さつま町紫尾字下ノ原4071番地2
薩摩郡さつま町紫尾字下ノ原4072番地7

薩摩郡さつま町紫尾字吐合4166番地1

薩摩郡さつま町紫尾字新地4144番地1

        流動資産合計

財　　産　　目　　録
法人名　　社会福祉法人　　脩寿会

平成25年3月31日
（単位：円）

            資産合計

資　産　・　負　債　の　内　訳
Ⅰ　資産の部
　 １． 流動資産

薩摩郡さつま町紫尾字下ノ原4077番地1所在

さつま町／減免措置事業

64,634,271

 ・鉄筋コンクリート造陸屋根平家建

604,305,865

　 特別養護老人ホームアルテンハイム鶴宮園園舎

薩摩郡さつま町紫尾字下ノ原4077番地1

薩摩郡さつま町紫尾字下ノ原4090番地2
薩摩郡さつま町紫尾字下ノ原4088番地1

　 特別養護老人ホームアルテンハイム鶴宮園機械室

 ・木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建

 ・鉄筋コンクリート造陸屋根鋼板葺平家建

　 特別養護老人ホームアルテンハイム鶴宮園車庫

　 アルテンハイム鶴宮園グループホームうらら２号館

三井住友海上火災保険㈱／前払火災保険料（H254.1～H29.6.13）他

薩摩郡さつま町紫尾字下ノ原4072番地6
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監　査　報　告　書

平成 25年 5月 20日

社会福祉法人　脩　寿　会

理　事　長　　林田　功　様

法人所在地　薩摩郡さつま町

紫尾字下ノ原 4077－1

法　人　名　社会福祉法人　脩　寿　会

監　　　事

監　　　事

設置施設名　アルテンハイム鶴宮園

介護老人福祉施設・短期入所生活介護・通所介護

訪問介護・認知症対応型共同生活介護・居宅介護支援

電話番号　　0996-59-8004

　我々は、社会福祉法人脩寿会の平成 24年 4月 1日から平成 25年 3月 31日までの事業年度

に関して、理事の業務遂行の状況及び社会福祉法人脩寿会の財産の状況について、平成 25年

5月 17日、20日「監事監査調書」に従って監査を実施し、その結果は下記のとおりでしたので、

ここに報告します。

記

１　法　人　関　係　　問題点なし。

　　　　　　　　　　　

２　経　理　関　係　　問題点なし。

アルテンハイム鶴宮園経理規程及び介護老人福祉施設等会計処

理等取扱指導指針を基に、施設自主点検調書を使用し、適切な経理

事務が行われているか確認を行いました。

　　　　　　　　　　　　規程及び指針を基に適切になされており、平成 24年度の収支及

び事業活動の状況並びに同会計年度末日現在の財政運営状況につ

いては健全な状況であると判断できる。

　　　　　　　　　　　　

３　施設運営管理関係　　問題点なし。

アルテンハイム鶴宮園運営規程及び就業規則の基準に従い業

務が執行されており、特に指摘すべきところは見受けられませ

んでした。



４　職員待遇関係　　　　問題点なし。

　　　　　　　　　　　　　各部門の意見等が事業計画等にも反映され、職員一人ひとり

が役割や目標を持ち自主的・主体的に能力を発揮できる環境が

できている。

５　入所者・利用者待遇関係　  問題点なし。

　　　　　　　　　　　　　平成 24年度は、増改築工事が完了し従来の集団ケアからグル

ープケアに移行がなされ、利用者にきめ細かい個別ケアが提供

できるようになり、更なるサービスの質の向上に努めていただ

きたい。

６　そ　　の　　他　　　　平成 24年度中、県等の外部機関による指導監査等の実施は、県

の書面指導監査が実施され、その結果「おおむね適正に運営され

ている」と認められたことは、職員全員が職場の基本理念や運営

方針等に沿って業務を遂行していることの表れであり、評価す

べき点である。今後も引き続き適正な施設運営に努められるよ

う、努力・研鑽を重ねていただきたい。



平成２４年度事業報告 

 

平成２４年度の事業運営につきましては、理事長の４項目の基本方針、園長の４項

目の運営方針と平成２４年度の３項目の重点目標、そして各部門の平成２４年度の事

業計画に基づき、活動してまいりました。その活動の主要な内容は以下のとおりであ

ります。 

 

１．増改築工事の完遂と計画の早期実現 

   増改築工事につきましては昨年１２月１２日の第３回評議員会・理事会におきま

してご報告いたしましたとおり、基本工事を昨年６月１日に終了いたしました。以

降その前提となっております計画の実行に入りましたが、昨年９月末までに当初計

画通り移行いたしました。 

（１）特養・ショートステイ部門の３グループケアへの移行 

   ３グループケアに必要な人員の養成を終え、昨年６月１日付で施設介護課を設置

し、その下にさくら・ひまわり・あじさいの３グループを発足させました。 

特養入所者のさくら・ひまわりのグループ分けにつきましては入所者の介護上の

負荷バランス、部屋割、職員１人ひとりの担当等を十分に考慮しながら、７月 

１５日から実施いたしました。グループ分け直後には職員に若干の戸惑等もありま

したが、その後順調に推移いたしました。 

   ショートステイあじさいグループにつきましては職員１人ひとりが自分の得意

な能力を発揮し、レクリエーション・余暇活動を積極的に実施いたしました。部屋

での快適感も加わり、利用者等からの評判は非常に良好です。 

   なお、施設介護課の新人職員比率が高くなっています（平成２５年４月１日現在

介護職員３３名中、１年未満５名・２年未満７名・３年未満３名）ので、新人職員

の介護力の向上が当面の課題です。 

（２）デイサービス部門 

   昨年４月の介護保険報酬の改定に伴い、サービス提供時間の４０分間延長を実

施いたしましたが、利用者から不満等の声はなく、円滑に推進いたしました。 

   同時に、レクリエーション・余暇活動のメニューについて選択制や小グループ活

動を導入いたしましたが、利用者から評価していただいております。 

   特にマッサージにつきましては非常に人気があり、喜ばれています。 

（３）食事サービス部門 

   温冷配膳車により、３つの多目的ホールへおいしい食事を提供するとともに、最

新機器等を駆使し、各種の行事食や選択食等新しいメニューを提供いたしましたが、

利用者から非常に喜ばれています。 



２．利用者のサービスの質向上 

日々明るく笑顔で、利用者に優しく、心のこもったサービスを提供してまいり 

ました。特に利用者へのサービスの質向上に向けて以下のような取り組みを積極的

に実施してまいりました。 

（１）プラス・ワン活動の開始 

   一新いたしました施設に愛着を持って、その優れた機能をフルに発揮するために

昨年１０月から「プラス・ワン活動」を開始いたしました。 

   即ち、「自分らしい生活を、自分自身の意思で自己決定し、できることは自分で

する」という原則を基本に、利用者に前向きに自主性を可能な限り発揮していただ

くよう支援するために、職員１人ひとりが自分の担当する利用者に対する実践目標

を設定し、毎日粘り強く着実に実行する活動を開始いたしました。この活動により

職員の個別ケアに対する意識が向上してきています。 

   なお、この活動は自分の担当する利用者が決まっている特養から開始いたしまし

たが、ショートステイ（長期およびリピート利用者）とグループホームにつきまし

ては本年５月から開始しています。 

 

（２）科学的介護への取り組み 

   サービスの質向上に向けて科学的介護への取り組みを行っていますが、５つの

重点課題別の推進状況は以下のとおりであります。 

① 日中おむつゼロへの取り組み 

    かねてより、排泄委員会におきまして特養入所者の「日中おむつゼロ」（全員

トイレ・ポータブルトイレでの排便）を目指して活動していますが、本年度は定

時及び様子見観察に基づく随時のトイレ誘導並びに十分な食物繊維量の確保、適

切な水分摂取及び飲料水の改善・工夫（水溶性食物繊維・オリーブ牛乳・黒酢の

使用）を行ない、排便サポート（スムーズな排便）と下剤の使用削減に重点的に

取り組みました。 

この結果本年度（平成２５年３月末時点）の日中おむつ使用率（トイレ・ポー

タブルトイレで排便できない入所者の比率）は８．９%（経管栄養５名を除く 

4５名の内４名）となり、また下剤使用なし（１４名）、常時使用から随時使用へ

変更（６名）、下剤使用量減となった入所者が増えてまいりました。 

今後はこれまでの方策のレベルアップを図るとともに、対象者を絞り、課題を

設定し、座位の取れない入所者のトイレ・ポータブルトイレでの排便方法の検討

に取り組んでまいります。 

② 口腔ケアの充実     

特養入所者の口腔ケアにつきましては歯科医等のご指導をいただき、関係部門

の密接な連携の下、個人毎の栄養及び口腔ケアプランに基づき、昨年と同様利用



者のネームプレートの裏や洗面所等に気づきメモを掲示する等して職員が個人

毎の介助方法等を確認しながら、口腔内清拭・口腔マッサージ・嚥下体操等のレ

ベルアップに取り組んでまいりました。 

この結果、本年度は誤嚥性肺炎の発症は軽い症状（片肺のみ）の１名のみにと

どまるとともに、現在経管栄養の５名（昨年度に比べて１名が経口となりました）

以外は全員経口により食事摂取しています。食事介助には特に細心の注意を払い

ながら、笑顔で美味しい食事を楽しんでいただいております。 

また、極力普通食に近づけるため、食事形態の変更に取り組んでいますが、昨

年度と比べて普通食は１名増の７名、刻み食は３名増の９名、ソフト食は２名減

の２５名、ミキサー食は４名となりましたが、引き続き改善に積極的に取り組ん

でまいります。 

 

  ③ 認知症の介護のあり方の追求 

    日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られる認知

症の利用者は非常に多く、また昨年度に比べて重度化が進んでおります（平成２

５年３月時点の日常生活自立度Ⅲ以上の利用者は特養８０%、グループホーム６

６％、ショートステイ５０%、訪問介護・要介護１７％、デイサービス・要介護

１５%）。特に日夜の見守り等において特に留意しながら介護に努めております。 

今後は医療機関等との密接な連携の下、疾患別の周辺症状（行動と心理症状）

の把握とそのアセスメントを行い、色々な手法を活用して、その症状の緩和の事

例を一つ一つ積み上げながら、介護のあり方を追求してまいります。 

特に、タクティールケアにつきましては平成 24 年 1 月から特養（5 名）で実

施していますが、全員笑顔が出て表情が穏やかになり、会話も出てコミュニケー

ションが良くなり、また手足のむくみやこう縮が緩和する等の効果が出ています。

今後は職員への研修を実施し、対象者の拡大に取り組んでまいります。 

 

  ④ 健康管理の強化と看取り介護の充実 

    施設介護課の観察・気づき・記録等に基づき、看護グループが症状等の早期把

握に努め、嘱託医とのスピーディな連携の下、早期治療を行う等日々の健康管理

の強化に努めてまいりました。この結果、本年度の特養の退所者は死亡６名とな

り、昨年度に比べて１名減少いたしました。また、入院回数も昨年度に比べて８

回減の７回にとどまりました。 

    また、死亡６名の内４名の方に心をこめて看取り介護を実施いたしました。看

取り介護を希望される入所者は非常に多く（本年３月末時点で当園希望者２２名、

当園または病院・自宅の希望者２４名、病院希望者４名）、穏やかな環境の下、

その方らしい生活を送っていただきますよう、心をこめて介護に努めてまいりま

す。 



  ⑤ 機能訓練の充実 

    特養入所者は個別機能訓練計画書に基づき、それぞれに適した機能訓練を実施

いたしましたが、その結果経管栄養を除く入所者４５名（平成２５年３月現在）

のうち、機能向上が１名、機能維持が３９名となりました。今後は重度の入所者

の機能向上について理学療法士と連携をとりながら、課題設定して座位の保持と

口腔体操に努めてまいります。 

    デイサービス利用者につきましては個別機能訓練計画書・通所介護計画書に基

づき、機能訓練を実施いたしましたが、利用者１２１名（平成２５年２月現在）

のうち、介護度が改善した利用者が１０名、介護度の維持ができた利用者は９２

名にものぼっております。機能訓練はマッサージを含めて利用者に非常に人気が

ありますので、今後更なる強化を図ってまいります。 

 

（３）楽しみ・生きがいのための生活援助 

   各事業ともに別紙２のとおり、利用者に楽しく過ごしていただけますよう、各種

のリクリエーション活動（趣味・行楽、リハビリ、スポーツ、季節的な行事、ボラ

ンティア・介護支援ボランティアの受け入れ等）を積極的に推進いたしました。 

 特にデイサービス、ショートステイにつきまして、更にくつろぎながら楽しく、 

生きがいを感じながら有意義に過ごしていただきますように、利用者の個別性（希 

望・意思・選択等）を重視した小グループ活動や余暇活動を積極的に実施いたしま 

した。 

今後は特養についてボランティアの受け入れ頻度を高めるとともに、特に感染症 

防止対策の実施時期における活動につきましては各事業部門ともに地域の方々の

ビデオ等の鑑賞会を検討してまいります。 

 

（４）相談、苦情等への迅速な対応 

   本年度も利用者及び家族の意見・要望・相談等を積極的に掘り起こす努力を行い 

ますとともに、それらが寄せられました時には誠意をもって迅速かつ適切に対応し 

てまいりました。本年度の苦情件数は昨年度と同数の４件（特養０件、ショートス 

テイ１件、デイサービス１件、ヘルプサービス２件、グループホーム０件）であり 

ました。 

 

（５）安心安全の確保 

ア）感染症（インフルエンザ・ノロウイルス）防止対策 

昨年１０月以降、衛生委員会を毎月２回開催し、対策の実施状況をフォローす

るとともに、近隣情報等に留意しながら防止対策を講じてきました。 

しかしながら、グループホーム１号館において本年１月にノロウィルスに集団

感染いたしましたが、幸い軽度（４日間）にとどまりました。今後は特に初動体



制のあり方について反省し、対応策を強化してまいります。 

なお、施設関係は４カ年連続で感染症を防止いたしました。 

 

イ）介護事故防止対策 

 ① 事故件数 

本年度は昨年度と同数の１１件（特養４件、ショートステイ１件、グループ

ホーム６件）の介護事故が発生いたしましたが、幸いにも大事には至りません

でした。この内利用者が一人でいる時の事故は昨年度に比べて４件減の４件で

ありました。 

   ② 事故内容 

   事故内容につきましては骨折入院が４件（右大腿骨頸部３件・右大腿骨転子

部１件）でした。その他は入院なしの軽度な事故でしたが、そのうち嚥下事故

が３月に１件（特養）発生いたしました。更に４月に１件（グループホーム）

発生いたしましたので、４月１０日に介護事故防止対策委員会を開催し、要注

意食品、要注意利用者、介護ケア上の注意点を整理し、今後の介護に生かして

まいります。また、５月１６日には救急救命対策の研修会を開催いたしました

が、特に新人の皆さんの実践能力を高め、夜勤等での不安感の払拭等に努めて

まいります。 

③ 予防対策 

その他の予防対策につきましては防護具の使用拡大、センサーマットの使用 

拡大、畳の使用等を実施いたしました。また、増改築工事後の環境の変化を踏

まえて、安全の基本ルールの見直しを行いました。 

今後は安全の基本ルールの確認と声だし・声掛けを励行するとともに、利用

者の日々の行動等を更に良く把握して、ヒヤリハットの積極的な抽出と危険予

知活動に磨きをかけ、予防対策を講じてまいります。 

ウ）防災訓練 

  色々なケースを想定した防災訓練（通報訓練・初期消火訓練・避難訓練）を施

設で２回、グループホームで２回開催し、利用者の避難訓練を短時間で実行する

ことができ、職員のテキパキとした行動・声だしや整理整頓等について消防本部

からお褒めの言葉をいただきました。 

なお、警察署のご指導の下、防犯対策の講習会を開催いたしました。 

 

３．笑顔で明るく楽しい職場づくりへの取り組み 

  ① 個別懇談の開始 

    利用者へのサービスを支えますのは職員でありますので、職員１人ひとりが笑

顔で明るく楽しいと感じる職場づくりがその最も重要な基盤となります。 



    このため、昨年１２月から職員１人ひとりとの懇談を開始いたしましたが、こ

の場で職場に必要と思われます「コミュニケーションのチェックポイント」を１

人ひとりにご説明し、職場全体と自分自身に不足している点があれば自主的に改

善し、実践に結び付けていただきますようお願いしております。 

同時に職員１人ひとりから要望・意見等を大いに出していただいております。 

    昨年１２月にグループホーム、今年の１月・２月に施設介護課、３月にデイサ

ービスセンターを終了いたしました。引き続き、４月に食事サービスグループ、

看護グループ、５月にはその他部門（居宅介護支援センター、ヘルプサービスス

テーション、事務部）で実施してまいります。 

 

  ② 改善対策の実施 

グループホーム、施設介護課、デイサービスグループでは平成２５年度の事業 

計画にその改善対策を取り入れるとともに、すでに具体的に改善努力をしていた

だいているところです。 

また、職員の要望・意見につきましては今後園の運営に反映してまいりますが、 

すでにその一部は３月２８日の評議員会・理事会に付議させていただき、就業規

則及び給与規程の変更に結び付けました。 

 

４．人材確保、人材育成等 

（１）人材確保 

  ① 退職状況 

    本年度の退職者は昨年度に比べて６名減の７名となりました。その内職場での 

何らかの問題（人間関係等）に起因すると思われる退職者は５名減の１名に改善 

いたしました。引き続きコミュニケーションの充実やチームワークの向上等に努 

力してまいります。 

② 採用活動 

  上記の退職補充並びに３グループ制、ローテーション等に伴う増員に対応する 

ために、採用活動に鋭意努力してまいりました。職業安定所及び社会福祉協議会 

等からの紹介や新聞折り込みによる募集により、昨年度と同数の１５名の採用 

（職員６・準職員５・パート４）を行うことができました。 

このほか本年４月１日入園の新高卒者を２名採用いたしました。 

今後は新高卒者に加えて専門学校等からの定期的な採用に努力するとともに、 

中途採用につきましては地域情報等を積極的に入手しながら採用活動につなげ

てまいります。 

 

 



（２）人材育成 

  ① 資格取得 

    合格率の厳しい介護支援専門員に１名、介護福祉士に４名（別に平成２５年度

４月１日新高卒入園者２名も合格）が合格いたしました。 

    これに伴い、当園の介護福祉士の取得率（平成２５年４月１日現在）は施設介

護課７２．７％、デイサービスセンター３８．５％、ヘルプサービスセンター５

０%、グループホーム６６．７％となりました。また、介護支援専門員資格取得

者数（平成２５年４月１日現在）は園全体で１２名となりました。 

② 研修 

  当園の毎月の研修会や老施協等が実施する外部研修、更に福祉・人材緊急支 

援事業複数事業所連携事業（８事業所による合同研修会）等に積極的に参加いた 

しました。 

                  

（３）その他 

① 職員の健康管理 

定期健康診断に全職員が受診いたしました。二次健診のフォローアップを産業 

医に実施していただきました。また、産業医によるメンタルヘルス講習会を開催

いたしました。 

② 職員処遇の改善 

平成２１年１０月からの介護職員処遇改善交付金事業に伴う介護職員処遇改 

善調整金を、平成２４年９月と平成２５年３月に支給いたしました。 

 

５．収入の安定的確保 

（１）月次計画検討会 

月次計画を審議する月次計画検討会議を開催し、関係者で知恵をしぼりながら、 

日々管理を着実に行い、収入の安定確保に努めてまいりました。 

この結果、本年度の事業活動収入は昨年度実績に比べて２４，４４６      

千円増の４６０，７３５千円となりました。この増収につきましては介護報酬単価

改定による減収もありましたが、ショートステイの増床及び特養のベッド利用率の

向上等により、大幅な収入増となりました。 

（２）ベッド利用率・利用者数等（別紙１参照） 

  ① 特養・ショートステイのベッド利用率 

  特養入所者の退所・入院の減に伴い、特養のベッド利用率は昨年度に比べて 

１．５１%向上し、９９．４４%となりました。 

ショートステイあじさいのベッド利用率につきましては当初立ち上げに苦戦

いたしましたが、関係者の努力により、下期には大幅に向上し、年間平均で９２．



２８%となりました。 

この結果、特養・ショートステイ合計のベッド利用率は前年度に比べては０．

９７%減の９７．８１％にとどまりました。なお、本年１～３月の平均ベッド利

用率は９８．８７％にまで向上いたしました。 

② デイサービスの利用者数 

デイサービスの利用者数は高水準に推移いたしましたが、利用者の入院等が多

く発生し、昨年度に比べて１９６人減の１０，１００人となりました。 

  ③ 訪問介護の利用回数 

    訪問介護の利用回数は高水準に推移し、昨年度と比べて３４２回増の５，８５

２回となりました。 

  ④ グループホームのベッド利用率 

  グループホームのベッド利用率は昨年度と比べて０．２９%減の９９．０６%

となりました。 

⑤ 居宅介護支援センターの利用件数 

居宅介護支援センターにつきましては昨年１０月に３名体制に強化いたしま

したが、下期平均の件数は７７．６７件であり、２名体制の上期に比べて７．６

７件増にとどまっております。今後は２５年度予算の４/四期９５件の達成に向

けて努力してまいります。 

 

６．法令遵守（コンプライアンス）、外部監査等への対応 

   平成２４年度は以下の外部監査等が実施されましたが、概ね高い評価をいただき

ました。 

① 公認会計士による外部監査（平成２４年１１月２２日） 

    平成２４年度会計監査については、公認会計士による外部監査を年度中間で半 

期分の決算状況について実施していただきましたが、特に指摘事項はありません 

でした。 

  ② 平成２４年度指導監査 鹿児島県北薩地域振興局 

    本年度は書類提出による監査でしたが、適正に運営されているとの文書通知

（平成２５年３月２９日付）がありました。 

 ③ 地域密着型サービス外部評価 ＮＰＯ法人さつま（平成２５年３月２５

日） 

    グループホームにおきまして外部評価を受けましたが、利用者へのサービス提

供状況や家族からの評価は概ね良好でした。運営推進委員会の運営や家族とのコ

ミュニケーション等について若干のアドバイスがありました。 

 

 



７．地域福祉への貢献（別紙２参照） 

  ① 第２２回夏祭りの開催（平成２４年７月２８日） 

本年度は７月開催といたしましたが、地域の夏祭りと重なり、参加者は７００

名強にとどまりました。運営上の反省点につきましては、平成２５年度の運営に

生かしてまいります。 

  ② 施設見学会の開催 

    増改築工事の終了後、施設見学会を積極的に開催いたしました。さつま町の全

居宅介護支援事業所、さつま町役場等の関係者をはじめとして、さつま町民生委

員児童委員協議会の全支部、高齢者いきいきサロン等多くの関係者に見学してい

ただき、高い評価をいただきました。 

③ スポーツ大会、講師派遣、地域懇談会 

  昨年度に引き続き近隣地区のグラウンドゴルフ大会を開催するとともに、各地 

区の高齢者生き生きサロン、認知症サポーター講習会への講師派遣、ケアマネ井

戸端会議への役員派遣等を積極的に行いました。 

   また、一昨年に設置いたしました紫尾区地域懇談会は 2度開催し、地域防災、 

地域行事等について意見交換いたしました。今年度は更に他地区にも拡大してま 

いります。 

  ④ 地域との交流 

    各事業ともに、ボランティアグループや介護支援ボランティアの積極的な受け

入れの他、施設や福祉に対する理解を深めるために学生等の体験学習・実習の受

け入れ等を行いました。 

また地域で開催されました行事（さつま町夏まつり、紫尾温泉祭り等）にも参

加し、地域住民との交流を深めました。 

  ⑤ 低所得者への社会福祉法人等利用者負担軽減制度の完全実施 

    さつま町が認定いたしました福祉減免対象者全員４名（平成２５年３月末時点、

特養３、デイサービス・訪問介護１）についてサービス費・食費・居住費の２５%

軽減を実施いたしました。 

 

８．全体総括 

（１） 総資産額 

以上の活動結果として、平成２４年度の総資産額は１，０２２，３５３        

千円、内次期繰越活動収支差額は５３４，６５６千円となり、前期に対して    

２９，４８４千円の増加となりました。 

（２） 経常収支差額 

また、経常収支差額は２９，４０７千円（事業活動収入対経常収支差額比率 



６．４%）となり、前期（４４,８７３千円、事業活動収入対経常収支差額比率１

０．３％）に対して１５，４６６千円の減となりました。 

 これは前述のとおり事業活動収入が２４，４４６千円増となりましたが、支出

が３９，９１２千円増となった結果であります。この支出増につきましては 

       以下のとおり増改築工事関連費用が大幅増（合計×３８，４７９千円）となった

ことが主要因であります。 

即ち、①特養・ショートの３グループ制に伴う人員増・居宅介護支援センター

の体制強化等による人件費の増（×１６，３６７千円）、②増改築工事に伴う減

価償却費の増（×１４，４０７千円）、③ショートステイ増床等による直接介護

費の増（×２，４５８千円、給食材料費・介護用品費・光熱費・燃料費）、④増

改築工事関連の修繕費の増（×２，０４４千円）、⑤増改築工事関連のその他の

一般管理費増（×１，５６７千円、竣工記念品・新聞折り込み・施設見学記念品・

建物保険）、⑥人員増に伴う賞与引当金増（×１，６３６千円）等であります。 

（３）事業部門別の経常収支差額 

  ① 特養 

    収入は同水準ですが、増改築工事に伴う費用と 3グループ制に伴う人件費の大

幅増のため前期に対して１３，１０６千円減の５，５２０千円となりました。 

  ② ショートステイ 

    収入は立ち上げ時のベッド利用率の苦戦のため、２１，７７５千円増にとどま

りますとともに、増改築工事に伴う費用と３グループ制に伴う人件費が大幅増

（２４，６４１千円）となりました結果、前期に対して２，８６８千円減となり、

×１，５５７千円の赤字となりました。 

  ③ デイサービス 

    利用者数が若干減となりましたが、要介護度の高い利用者の増により、収入が

増となるとともに、人件費・経費も減となりました結果、前期に対して２，５９

４千円増の２５，４２４千円となりました。 

  ④ 訪問介護 

    利用回数の増により収入増となりましたが、それを上回る人件費・経費の増に

より、前期に対して６３０千円減の１，０４６千円となりました。 

  ⑤ グループホーム 

    収入は若干減となりましたが、人件費・経費の減により、前期に対して１，５

６１千円増の３，４６６千円となりました。 

  ⑥ 居宅介護支援センター 

    利用件数の増により収入増となりましたが、３名体制に伴い人件費・経費が、

大幅増となり、前期に対して３，０２０千円減の×４，０８５千円の赤字となり

ました。                             

 以上 



金　　額

     現金 42,360
　　 預金 鹿児島銀行宮之城支店 普通預金0742056 217,616,902

鹿児島銀行宮之城支店 定期預金3075062
南日本銀行宮之城支店 決済用 普通預金0340969
南日本銀行宮之城支店 普通預金0332885
さつま農業協同組合鶴田支所 普通預金3793168
ゆうちょ銀行 通常預金17810-30323521
ゆうちょ銀行 定額貯金57860-322188
鹿児島銀行宮之城支店 普通預金0742045

     未収金 68,737,962
     未収補助金 39,000
　 　貯蔵品 非常食 203,939
     前払金 3,274,895

289,915,058
   ２． 基本資産
    （１）基本財産
     土地 9,004.04㎡

32.00㎡
509.00㎡

1.87㎡
1.44㎡

308.54㎡
1,887.50㎡
1,266.00㎡

908.00㎡

     建物
3､163.27㎡

１棟
67.50㎡

１棟
56.70㎡

１棟
・軽量鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平屋建 9.79㎡
 　特別養護老人ホームアルテンハイム鶴宮園倉庫 1棟
薩摩郡さつま町紫尾字下ノ原4088番地1所在
 ・鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺陸屋根二階建 616.65㎡

　　　　　　　　　　               （１階385.40㎡　　２階231.25㎡）
　 アルテンハイム鶴宮園グループホームうらら１号館及び

１棟
377.24㎡

１棟

        基本財産合計 668,940,136
     （１）その他の固定資産
      構築物 11,813,531
      車両運搬具 3,751,797
      器具及び備品 26,100,582
      退職共済預け金 21,832,050
         その他の固定資産合計 63,497,960

732,438,096
1,022,353,154

         固定資産合計

薩摩郡さつま町紫尾字下ノ原4077番地3

鹿児島県社会福祉協議会
五つ太鼓　他
セレナアンシャンテ　他16台
花壇、駐車石敷舗装路面

 ・鉄骨造鋼板葺平家建

　 アルテンハイム鶴宮園居宅介護支援事業所事務所

鹿児島県国民健康保険連合会／介護報酬　他

薩摩郡さつま町紫尾字下ノ原4071番地2
薩摩郡さつま町紫尾字下ノ原4072番地7

薩摩郡さつま町紫尾字吐合4166番地1

薩摩郡さつま町紫尾字新地4144番地1

        流動資産合計

財　　産　　目　　録
法人名　　社会福祉法人　　脩寿会

平成25年3月31日
（単位：円）

            資産合計

資　産　・　負　債　の　内　訳
Ⅰ　資産の部
　 １． 流動資産

薩摩郡さつま町紫尾字下ノ原4077番地1所在

さつま町／減免措置事業

64,634,271

 ・鉄筋コンクリート造陸屋根平家建

604,305,865

　 特別養護老人ホームアルテンハイム鶴宮園園舎

薩摩郡さつま町紫尾字下ノ原4077番地1

薩摩郡さつま町紫尾字下ノ原4090番地2
薩摩郡さつま町紫尾字下ノ原4088番地1

　 特別養護老人ホームアルテンハイム鶴宮園機械室

 ・木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建

 ・鉄筋コンクリート造陸屋根鋼板葺平家建

　 特別養護老人ホームアルテンハイム鶴宮園車庫

　 アルテンハイム鶴宮園グループホームうらら２号館

三井住友海上火災保険㈱／前払火災保険料（H254.1～H29.6.13）他

薩摩郡さつま町紫尾字下ノ原4072番地6



{ a y h �

¢n����	E	��JU
¥m©�� _0�Z¥m�´c0������������

�����������}$�*�

���������
¯\� Yr� \¨��

5�����.��ª
[����W����!�����
s���� ����� u����I 5�����.��ª

�����S����!�����
s���� ����� u����I

�����± � [ W
����	�
�����
�� ��������������� �����
��
�
��

�����± � � S
�����
�������� �����		���	��
 ������
������

�������J ?
��������������	 ���������
��	�� ���������
���

�������~ 8 ' (
[ ? a � ? ��������������� ��������������� ���������������

������� ?
������
�������� �������������� ��������
�����

����	��§ � ?
�����	�������� ������
�
���	�� ������������

�������« - j F
��������������� ��������������� ���������������

����	��Yro��§�?
��������������� ��������������� ���������������

����	��§ d ?
������������� ��������	���� ��������
������

����
�� # ?
�������������� �������������
 ��������
���	


����	��§ d ¤ f ?
��������			���� ���������	����� ����������
����

�������s b ?
��������������� ��������������� ��������������

����
��� v �
��������������� ����������	��	� ����������	��	�

�������x0D@¡a�?
��������������� ��������������� ���������������

�������° z ?
��������������� ��������������� ���������������

�������0D@¡2a�?
��������������� ��������������� ���������������

�������s � ?
�����������	�
 ������	��
���� ������	������

������, b ?
��������������� ��������������� ���������������

������x 0 D @ ¡
{ � ? ��������������� ��������������� ���������������

�������k ¬ & � ?
��������

���
� ������	�������� ���������	�����

������0 D @ ¡ 2
{ � ? ��������������� ��������������� ���������������

�������� ! x !
± � � S ��������������� ��������������� ���������������

�������, � ?
��������������� ��������������� ���������������

�����K � � S
����������
���� ������	������ ������
�������

�������� ! x !
± � [ W ��������������� ��������������� ���������������

���	���r � [ ?
a � ? ��������������� ��������������� ���������������

���	�K � [ W
�����

��	����� ����	��
	����� �������
������

���	�
�� 8 ' ( [ ?
a � ? ��������������� ��������������� ���������������

���
�7 ¦ V W
����
���������	 ���������
���	� �����	����
���	

���	���x0D@¡�8a�
? ��������������� ��������������� ���������������

�������� �
������
��	
��� ������
��	
��� ���������������

���	���� 8  # ?
��������������� ��������������� ���������������

�������G  
����	�
�	����� ������
�	������ �����	����
���	

���		��|l=¬&�?
����������
���� ������	������ ������
�������

�����
�7¦VW��?
��������������� ��������������� ���������������

���	
���!x!K��S
��������������� ��������������� ���������������

������!x!K�[W
����������	�
�� ������	�
����� ��������
����	�

������ S ! � P D
������������� �������������
� ��������	������

���	���� �
��������������� ��������������� ���������������

���	���G  
��������������� ��������������� ���������������

������������������������e��[��W��!���

���	�	�N �  
������	���	���� ����������	��	� �����������	
	

�����7 ¦ ?
����		������
� ����		������
� ���������������

���	�
�9 1 < " t �
��������������� ��������������� ���������������

��	����7 ¦ ?
����		������
� ����		������
� ���������������

���	���` µ ' � A
��������
	���� ������	����� ��������	����
�

�����Q L ¤ f ? �
� £ q ° ? �����������	�� ������������
� ������������	��

���	���6 A < " � �
������
���
���� ��������������� ������������	��

��	����Q L ¤ f ? �
� £ q ° ? �����������	�� ������������
� ������������	��

���	��� � i y + C
>�p4/M5� ��������������� ��������������� ���������������

������!x!q°?
��������������� ��������������� ���������������

���	���/M³m�ZYr5
� ��������������� ��������������� ���������������

��	����%O]�£q°?
��������������� ��������������� ���������������

���	���G r , 5 �
������������� ��������������� �������������

���
�^ 8 B ) 4 �
d X R 3 ������������	� �����	
�����	�� ��������
�
���


���	���H ®
��������������� ��������������� ���������������

��		��^ 8 B ) 4 �
d X R 3 ������������	� �����	
�����	�� ��������
�
���


���	�	�� [ « - j F
��������������� ��������������� ���������������

��			��� �84�
d X R 3 � �����
��
�
��� ��������
�
���
 ���������
�����

���		��x0D@¡�8{�
? ��������������� ��������������� ���������������

���	�
�%O]�£q°?
��������������� ��������������� ���������������

���	���%O]I-g:�£
q °  ? ��������������� ��������������� ���������������

���	���|l>T�?
��������
����� ���������	����� ��������	
��	�

���		���!x!K�[W
��������������� ��������������� ���������������

�����e [ W !
� P D �����
�������� ��������������� ������	���
���	

�����[ W ! � P D
�������������	 ��������	�	���
 ������	���
����

������ S < "
e [ W ! � D �������������	 ��������	�	���
 ������	���
����

;�
��I-g:�!²D3����������
����
��
�*
���d��&�?!3���������������
��%O]�£q°?!q°�w3���������



w�g�I�e�|

�m��¶��
¥�
L��¢��j��¶���¥�	L	�¢

»�À����n2³i»��Îv2������������

���������

��"�,�

Ël� h�� l¿²�

8���/�Â Å�e K�e ]�$
���	�1U³ih�1UÍw£ �����
�
������ ������������ ������	���
���
������1Uºyw£ �������
������ ���������	����� �������������
������ÊÈo°�Fw£ �������������� �������	������ ��������	�	����
�����A�1UÍw£ ������	�	������ ����������	���� ������	��������
�������1Uºyw£� ������	�������� ���������	��	� ������
��	���

�������1Uºyw£ ������	������� �������������� ������	��	��	�
�����	�1UÅ¼ºyw£ ����������	���� �������������
 ���������������
�������ÊÈo°�Fw£� �������������� ��������������� ��������������
�������1U°�Fw£ ���������
���� �������

	��� ��������������

w �����
�1UÅ¼°�Fw£ ������	��
����� ������	�������� ��������������

����A�1Ug-1UÍw£ ������������� ��������	
����� ���������������
���	��A�1Ug-1UÍw£ ������������� ��������	
����� ���������������
�����ÊÈo�ÊÈÍw£ �������������� ������������	� ��������������
���
���«w£ �����
��������� �����
������� ���������������
���
��Az«w£ ��������������� ��������������� ����������
���
���
�����ÊÈÍw£ ��������������� ����������	���� ����������	����

H ���������lDw£ �������	������ �����������
� ��������	������
������¸~Fw£ ��������������� ��������	�
���� ��������	������
����	�u�w£ ���������	����� ���������	��	�� ���������������

£ ����
�����lDw£ ����������	���� ��������������� ����������
����
���	�;±Fw£ ��������
������ ��������	��
�� ���������
����

� ������;±Fw£ ��������
������ ��������	��
�� ���������
����
����urÊ�§�Fw£ ��������������� ����������	�
 ���������	�����
��	���urÊ�§�Fw£ ��������������� ����������	�
 ���������	�����
�����lD3w£ ��������	����� ������������� ���������������
��	��u£Px«w£ ��������������� ����������
���� ����������
����

7 ��	����(�@�«w£ �������������� ��������������� ������������
�����cw£ ��������
������ ���������
���� ���������
����
��		��cw£ ��������
������ ���������
���� ���������
����
����H�7 w£I�Ð ����
���	����� ����
���������� ��������������
������M«g{ ���������	���� ��������	���	 ������	��	����	

  �����Ã(ºy ��������������� ��������������� ���������������
������(¹@ �������������� ������	�		��
� ���������	��
�
���	��(}t� ����������
���� �������������	� ������	�����	�
���
�¬�E�(@Æ ��������������� ������	������� ����������	�
��
�������F ������	�������� ��������
����� ������	�
�
����

� �������B^6F ���������
����� �������������� ���������������
����»�³Ê« �����		��	����� �����		����		� ��������	
��		�
�����H«g{ ������	������� ������������ ���������
��	�	
���������1Ug{� ��������������� ������
�
����
� ������������	��
������@�`Í« ��������������� ������
��	��

� ���������������

 ������1UÈ®« ������
���
���� �������������� ���������
	����
����	�CÉT4« ������	�������� �������������� ��������������

g ����
�%Ä®« ��������������� �������������� ���������������
������Á:G®« �������������� ������	�������� ��������	
�����
������·N*�« ��������	
����� �������������� ������������
�

! ������pÏ« ������	��
���� ������	���	�	�	 ��������	�	��
������W¤�« ��������������� ������������	� �������������		
������¦Í« ��������������� ������������
� ���������	��
�
����
��_« ��������	������ ��������������� ���������������
���	���&ª9Ëg{� �����	���	���� �����		���	��	� ������	��	�����

w ���	��³ÊY�« ������	�������� ������
���	���
 ���������
	���

���	��Ì«V�« ���������
����� ��������
����� ���������	����
���		�Px« ����������
���� ���������
���� ��������	
����
���	
���)©« ��������������� ���������
���� ���������
����
���	��l¿�Á®« ��������������� �������������� ��������������

g ���	��'b�½« ��������������� ���������		��	� ���������������
���	�Zº« ��������������� �������������� ���������������

{ ���	��2=« ��������������� ������������� ������������	�

���	��x�« ��������������� �������������� ������	��	�����
���
��·sÍ ��������	���� ��������
���� �������������	
���
���qÍ ������	�������� ������	�������	 �������������	
���
	�·QÍ ��������������� �����������	
� ������������	
�
���

��3« ��������
������ ��������������� ���������������
���
��}2«��� ��������������� �������������	� ������������
�
���
����X0 ��������������� �������������� ��������������
���
�#�« ������	��
����� ��������������� ���������	
����
���
��c« ��������

����� �������������� ����������
����
�����ÊÈo°�JR5 ��������
����� ��������
����
 ����������
���	
������ÊÈo°�JR5 ��������
����� ��������
����
 ����������
���	
��	��cg{ ��������������� ��������������� ���������
�����
�	���cg{ ��������������� ��������������� ���������
�����
����H�7 g{I�Ñ ����	��������� ����	�������
� ���������	�����
����H�7 �kFwg]5�Ò�Ð�Ñ� ��������	������ ���������
���� ���������������



w�g�I�e�|

�m��¶��
¥�
L��¢��j��¶���¥�	L	�¢

»�À����n2³i»��Îv2������������

���������

��"�,�
8���/�Â Å�e K�e ]�$

h w ����S�kd¨>w£ ��������������� ������������� �������������
� £ ������pÏ)©G¨>+ ��������������� ������������� �������������
� ����h���w£I�Ó ��������������� ������������� �������������
 ��	
�S�kdr¡g{ ������
��
����� ������
��	��		� ����������	����
� g �
���Oµr¡g{ ������������� ��������

����� ��������������
� �
�	�:G?�®r¡g{ ������
�������� ������������
� ���������	����

 �
�
�pÏ)©Gr¡g{ ������
�������� ������
�������� ��������������
! { �
�������S�kdr¡g{ ��������������� ��������������� ���������������
w �
���O�.8�r¡g{ ��������������� ���������	���	 ���������	���	
g ����h���g{I�Ô ������
��
����� ������
��	��		� ����������	����

����h���kFwg]5�Õ�Ó�Ô� ������
��
����� ������
�������� ������������	�
a w ��������w£ ������	�������� ��������
����� ������	�
�
����
¿ £ ��������B^@¯Fw£ ������	�������� ��������
����� ������	�
�
����
7 ����a¿7 �w£I�Ö ������	�������� ��������
����� ������	�
�
����
  ��
������g{ ������	�������� ������	�������� ���������������
� g �������B^Ç�Fg{ ������	�������� ������	�������� ���������������
�
 {
!
w ����a¿7 �g{I�× ������	�������� ������	�������� ���������������
g ����a¿7 �kFwg]5�Ø�Ö�×� ��������������� ������������
�� ������	����
��

����Å«Ù ��������������
�����<kFwg]5\I�Ú�Ò�Õ�Ø�Ù� ��������
����� ���������
��	� ������
��������
�����<¾g´kFf[�Û ����	��������� ����	����	��		 �������������
�����<¾g´kFf[�Ü�Ú�Û� �������������� ���������
����� ������
��	����



金　　額

     現金 42,360
　　 預金 鹿児島銀行宮之城支店 普通預金0742056 217,616,902

鹿児島銀行宮之城支店 定期預金3075062
南日本銀行宮之城支店 決済用 普通預金0340969
南日本銀行宮之城支店 普通預金0332885
さつま農業協同組合鶴田支所 普通預金3793168
ゆうちょ銀行 通常預金17810-30323521
ゆうちょ銀行 定額貯金57860-322188
鹿児島銀行宮之城支店 普通預金0742045

     未収金 68,737,962
     未収補助金 39,000
　 　貯蔵品 非常食 203,939
     前払金 3,274,895

289,915,058
   ２． 基本資産
    （１）基本財産
     土地 9,004.04㎡

32.00㎡
509.00㎡

1.87㎡
1.44㎡

308.54㎡
1,887.50㎡
1,266.00㎡

908.00㎡

     建物
3､163.27㎡

１棟
67.50㎡

１棟
56.70㎡

１棟
・軽量鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平屋建 9.79㎡
 　特別養護老人ホームアルテンハイム鶴宮園倉庫 1棟
薩摩郡さつま町紫尾字下ノ原4088番地1所在
 ・鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺陸屋根二階建 616.65㎡

　　　　　　　　　　               （１階385.40㎡　　２階231.25㎡）
　 アルテンハイム鶴宮園グループホームうらら１号館及び

１棟
377.24㎡

１棟

        基本財産合計 668,940,136
     （１）その他の固定資産
      構築物 11,813,531
      車両運搬具 3,751,797
      器具及び備品 26,100,582
      退職共済預け金 21,832,050
         その他の固定資産合計 63,497,960

732,438,096
1,022,353,154

         固定資産合計

薩摩郡さつま町紫尾字下ノ原4077番地3

鹿児島県社会福祉協議会
五つ太鼓　他
セレナアンシャンテ　他16台
花壇、駐車石敷舗装路面

 ・鉄骨造鋼板葺平家建

　 アルテンハイム鶴宮園居宅介護支援事業所事務所

鹿児島県国民健康保険連合会／介護報酬　他

薩摩郡さつま町紫尾字下ノ原4071番地2
薩摩郡さつま町紫尾字下ノ原4072番地7

薩摩郡さつま町紫尾字吐合4166番地1

薩摩郡さつま町紫尾字新地4144番地1

        流動資産合計

財　　産　　目　　録
法人名　　社会福祉法人　　脩寿会

平成25年3月31日
（単位：円）

            資産合計

資　産　・　負　債　の　内　訳
Ⅰ　資産の部
　 １． 流動資産

薩摩郡さつま町紫尾字下ノ原4077番地1所在

さつま町／減免措置事業

64,634,271

 ・鉄筋コンクリート造陸屋根平家建

604,305,865

　 特別養護老人ホームアルテンハイム鶴宮園園舎

薩摩郡さつま町紫尾字下ノ原4077番地1

薩摩郡さつま町紫尾字下ノ原4090番地2
薩摩郡さつま町紫尾字下ノ原4088番地1

　 特別養護老人ホームアルテンハイム鶴宮園機械室

 ・木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建

 ・鉄筋コンクリート造陸屋根鋼板葺平家建

　 特別養護老人ホームアルテンハイム鶴宮園車庫

　 アルテンハイム鶴宮園グループホームうらら２号館

三井住友海上火災保険㈱／前払火災保険料（H254.1～H29.6.13）他

薩摩郡さつま町紫尾字下ノ原4072番地6
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監　査　報　告　書

平成 25年 5月 20日

社会福祉法人　脩　寿　会

理　事　長　　林田　功　様

法人所在地　薩摩郡さつま町

紫尾字下ノ原 4077－1

法　人　名　社会福祉法人　脩　寿　会

監　　　事

監　　　事

設置施設名　アルテンハイム鶴宮園

介護老人福祉施設・短期入所生活介護・通所介護

訪問介護・認知症対応型共同生活介護・居宅介護支援

電話番号　　0996-59-8004

　我々は、社会福祉法人脩寿会の平成 24年 4月 1日から平成 25年 3月 31日までの事業年度

に関して、理事の業務遂行の状況及び社会福祉法人脩寿会の財産の状況について、平成 25年

5月 17日、20日「監事監査調書」に従って監査を実施し、その結果は下記のとおりでしたので、

ここに報告します。

記

１　法　人　関　係　　問題点なし。

　　　　　　　　　　　

２　経　理　関　係　　問題点なし。

アルテンハイム鶴宮園経理規程及び介護老人福祉施設等会計処

理等取扱指導指針を基に、施設自主点検調書を使用し、適切な経理

事務が行われているか確認を行いました。

　　　　　　　　　　　　規程及び指針を基に適切になされており、平成 24年度の収支及

び事業活動の状況並びに同会計年度末日現在の財政運営状況につ

いては健全な状況であると判断できる。

　　　　　　　　　　　　

３　施設運営管理関係　　問題点なし。

アルテンハイム鶴宮園運営規程及び就業規則の基準に従い業

務が執行されており、特に指摘すべきところは見受けられませ

んでした。



４　職員待遇関係　　　　問題点なし。

　　　　　　　　　　　　　各部門の意見等が事業計画等にも反映され、職員一人ひとり

が役割や目標を持ち自主的・主体的に能力を発揮できる環境が

できている。

５　入所者・利用者待遇関係　  問題点なし。

　　　　　　　　　　　　　平成 24年度は、増改築工事が完了し従来の集団ケアからグル

ープケアに移行がなされ、利用者にきめ細かい個別ケアが提供

できるようになり、更なるサービスの質の向上に努めていただ

きたい。

６　そ　　の　　他　　　　平成 24年度中、県等の外部機関による指導監査等の実施は、県

の書面指導監査が実施され、その結果「おおむね適正に運営され

ている」と認められたことは、職員全員が職場の基本理念や運営

方針等に沿って業務を遂行していることの表れであり、評価す

べき点である。今後も引き続き適正な施設運営に努められるよ

う、努力・研鑽を重ねていただきたい。


