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平成３０年度 事業報告 

 

平成３０年度の事業運営につきましては、基本理念２項目及び理事長の４項目の基

本方針、園長の５項目の重点目標並びに各部門の事業計画に基づき事業を実施してま

いりました。その事業活動の主な内容を以下のとおり報告いたします。 

本年度は、第７期介護保険事業計画の初年度と併せて、介護報酬・診療報酬同時改

定も行われ、介護報酬改定においては、６年ぶりに０．５４％のプラス改定となりま

したが、経営面において収支バランスがどのように変化するか注視する必要がありま

した。また、日本国内において、雇用・人材の不足から入国管理法の改正で外国人労

働者の受入れ、労働者の働き方改革が行われるなど、処遇面の向上が図られる反面、

業種全般に人材確保に苦心する年度でありました。 

施設は、建設後２７年を経過したことから屋上防水工事や、大型の備品の更新など

の必要に迫られたため、補修・更新に努めてまいりました。 

事業計画に基づき実施した概要につきましては、次のとおりです。 

 

１．利用者様へのサービスの質向上 

  日常の介護について、基本理念の「明るい笑顔を大切にします」「自分らしい生

活を支えます」及び、理事長基本方針である「人間としての尊厳を守りＱＯＬを高

める」、「基本的人権を守る」、「その人らしさを支える」を基本に、動作や表情

を掘り起し多様な視点から介護の方法を追求・検討し、利用者様の ADLとニーズ

に応じた介護の追求をめざしました。 

 

（１）個別ケア活動の定着化 

 ア）個人目標の反省と評価をもとに，リーダーと面談のうえ新年度の個人目標を設

定し「プラスワン活動」を継続していただき、個別ケアの向上を図ってまいりま

した。 

 イ）「パーソン・センタード・ケア」を正しく理解するために毎月の研修までには

至りませんでしたが、ＤＶＤや書籍で学びながら、認知症の方への接し方など研

修しました。今後も、パーソン・センタード・ケアの中身を少しずつでも職員が

実のあるものとして一歩ずつ進める必要性を感じました。 

ウ）「ユマニチュード」手法を実践の中で継続的に実施し職場の風土となるよう更

なる向上を図ることに関しましては、日々の介護現場で実践されておりますが、

個々の介護職員が日々の業務において意識して実践しているか不明な点も見受け

られます。今後の目標管理として、着実に職員の技術向上が図られるよう、その

技法にそれぞれの意味があることを知りながら日頃から意識して行えるよう、リ

ーダーの指導のもとに継続的な取組みを行う必要があります。 
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（２）科学的介護の着実な推進 

ア）これまで取組んでいる五つの重点課題「①日中おむつゼロ ②口腔機能の向上 

③認知症の症状に見合った介護の追求④機能訓練の充実⑤看取り介護の充実」に

ついて，一つひとつの事例を積み重ね、検証を行いながら介護技術力の向上をめ

ざしました。それぞれの推進状況は、以下のとおりです。 

イ）日中おむつゼロ 

   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）をめざして活動していますが、定時やその方に応じた

随時のトイレ誘導、食物繊維提供量の調整、適度な水分摂取量の確認及び飲料水

の改善・工夫（水溶性食物繊維使用や水分ゼリー、オリゴ糖の使用等）を行い排

便サポート（スムーズな排便）に取組みました。 

 

入所者の身体的なレベルの重度化は、平成３１年３月３１日現在の介護度は

４．４２（平成 30 年 3月 31 日現在の介護度は 4.42）、日中おむつ使用者、トイ

レ・ポータブルトイレで排便できない入所者は１７名（16名）経管栄養９名を除

く特養入所者４１名４１．５％（経管栄養 8 名を除く特養入所者 42 名の(8.1％)

となりました。また下剤使用なしの入所者は４名(2 名)となり、随時のみが３名

（2 名）となりました。 

  ※（ ）は、昨年の数値 

 

ウ）口腔機能の向上及び食事サービスの更なる向上     

① 特養入所者の口腔ケアにつきましては歯科医・歯科衛生士等の指導により、

関係部門との連携の下、個人毎の栄養及び口腔ケアプランに基づき、昨年度と

同様利用者の食札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

ベルアップに取組んでまいりました。 

現在（平成３１年３月末）、経管栄養の９名以外は全員経口により食事摂取を

されておりますが、自力で食事をされる方（見守り・セッティング・服薬介助

等は必要）は１２名（＋１名）、一部介助の方は１２名（－１名）、全介助の

方は１７名（±０名）となっております。   

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

いただきますよう、誠心誠意努力しております。 

 

② また、特養入所者一人ひとりの状態観察等に基づき、食事形態の変更や義歯

の調整は,ご本人の状態に合わせ随時行ってまいりました。以下内容については

ご覧ください。 

なお、平成３１年３月現在の食事形態につきましては、特養は５種類（普通

食７名・きざみ食１２名・なめらか食２０名・ミキサー食１名・経管栄養食９

名）、ショートステイは３種類（普通食１２名・きざみ食１７名・なめらか食
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２名）、デイサービスは２種類（普通食１２０名・きざみ食５名）となってお

ります。引き続き状況変化に弾力的に対応してまいります。 

 

③ 更に、見た目は普通の食事と変わらず、やわらかくて口の中でまとまりやす

くスムーズに飲み込むことができ、そしておいしい「黒田式高齢者ソフト食」

の提供を昨年に引き続き行いました。更に、レパートリーを増やし、上記のき

ざみ食からこのソフト食に順次移行してまいりました。 

④ なお、平成２７年１月に真空調理法とクックチルシステムを取り入れた新調

理システムや、スチームコンベクションの更新と併せて調理器具の機能をフル

に発揮し、地場産野菜を使った体に優しい安心安全な美味しい食事の提供、選

択メニューの提供、行事食等手の込んだ料理の提供、災害時など非常時の食事

提供、体調不良時の食事メニュー変更など臨機応変な対応を行いながら、食事

サービスを追求してまいりました。 

 

エ）認知症の様々な症状に見合った介護の追求 

  ① 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

知症の利用者は多く、平成３１年３月現在の認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ

以上の利用者は、特養４３名８６.０%、グループホーム１３名７２．２％、シ

ョートステイ１６名４８．１%,デイサービス（要介護）１９名２８．７%であり

ます。特に日夜の見守り等において留意しながら介護に努めております。 

 

② また、嘱託医や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（ユマニチュードの

手法・音楽療法・回想療法等）を活用して、その症状の緩和の技法を一つひと

つ活用しながら、介護のあり方を追求しております。 

  

オ）機能訓練の充実 

  ① 特養入所者 

施設サービス計画書・個別機能訓練計画書に基づき、残存機能の維持・向上

のために日々の生活の中で（移乗時、口腔ケア時、対話時等）、一人ひとりに

適した機能訓練（歩行訓練・立位訓練・座位訓練・体操・メドマー等）を実施

いたしました。 

経管栄養の９名を除く、入所者４１名（平成３１年３月末現在）の機能状況

につきましては、歩行４名（杖歩行・シルバーカー・歩行器・手添え）車椅子

３７名（自操６名・介助３１名）となっております。 

以上に伴い、機能訓練加算（１２単位／人・日）を取得しています。 
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 ② ショートステイ利用者 

居宅サービス計画書・施設サービス計画書・ケアチェック表に基づき、残存

機能の維持・向上のために、一人ひとりの身体機能が在宅での日常生活で生か

せるように、ショートステイ利用中の日々の生活の中で（移乗、口腔ケア、対

話時等）一人ひとりに適した機能訓練（歩行訓練・立位訓練･座位訓練・体操・

メドマー等）を実施いたしました。 

    利用者３３名（平成３１年度３月現在）機能状況は自力歩行４名、歩行１２

名（杖，歩行器、手添え歩）車椅子１７名（自操，介助）となっております。 

以上に伴い、機能訓練加算（１２単位／人・日）を取得しています。 

 

 ③ デイサービス利用者 

居宅サービス計画・通所介護計画・個別機能訓練計画に基づき、在宅での生

活機能（日常生活動作）の維持・向上を目的とする機能訓練（４機種のパワー

リハビリ・滑車訓練・立位訓練・平行棒歩行訓練・階段昇降･ストレッチ体操・

生き生き体操）を実施しました。利用者１２５名（平成３１年３月末現在）の

機能状況につきましては、要介護者の６６名は自力歩行２３名･杖歩行１３名・

歩行器歩行２２名・車椅子自操１名・車椅子介助７名となっております。 

以上に伴い、要介護利用者については個別機能訓練加算（４２単位／人・

日）を、要支援利用者については運動機能向上加算（２２５単位／人・月）を

取得しています。 

また、要介護利用者６６名（平成３１年３月末現在）のうち、介護度が改善

した利用者が６名、介護度を維持できた利用者が３９名（以上の比率は６８．

１％）で、低下された方が２１名となっております。 

更に、要支援利用者５９名（平成３１年３月末現在）のうち介護度が改善し

た利用者が１０名、介護度を維持できた利用者が４６名（以上の比率は９４．

９％）になっております。低下された方が３名となっております。 

この結果、次年度も要支援者対象の事業所評価加算（１２０単位/人・月）の

認可を受けております。 

 

④ グループホーム入居者 

グループホーム介護サービス計画書に基づき、生活機能の維持・向上を目的

とした生活リハビリ（洗濯物干し、タオル等たたみ、清掃、食器洗い等）及び

機能訓練（歩行訓練、ラジオ体操）を実施いたしました。 

入居者１８名の機能状況につきましては、自力歩行９名・杖歩行１名・シル

バーカー（手押し車）歩行４名・車椅子自操４名となっております。 

 

 

 

 



5 

 

 カ）健康管理の強化と看取り介護の充実 

  ① 施設介護課３グループの個別ケアの向上により、介護職の特養入所者に対す

る観察力や気づき等も向上していますが、それを昼礼ミーティング等で看護グ

ループに伝え、看護グループは症状等の早期把握が可能となり、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に努めてまいりました。 

本年度の退所者数は、９名になり（昨年は１５名）マイナス６名となりまし

た。 

なお、入院者数は７名で昨年度と同数となりましたが、入院総日数は昨年度

に比べて７１日間増の２２５日となりました。 

   

② 本年度も看取り介護を実施し、退所者９名の内５名の方に看取り介護を実施

いたしました。なお、看取り介護を希望される入所者は非常に多く、平成３１

年３月末時点で当園希望者４３名（昨年度４０名）、自宅の希望者０名（昨年

度０名）、病院希望者０名（昨年度１名）施設・病院複数希望者７名であり、

年々施設希望が増加しております。 

穏やかな環境の下、その人らしい生活を送っていただきますよう、ご家族と

の連携を密に 心のこもった介護に努めてまいりました。 

 

（３）楽しみ・生きがいのための生活援助（別紙２参照）に詳しく記載しております 

が、各事業部門ともに利用者に楽しく過ごしていただけるよう、各種のレクリエ 

ーション活動を（趣味・行楽、帰宅支援、リハビリ，スポーツ、ゲーム、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）積極的に行いまし 

た。また、利用者に更に安心して楽しく、生きがいを感じながら有意義に過ごし 

ていただくために、利用者の潜在能力や意欲を引き出しながら、利用者の希望・ 

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。 

    

（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、そうした事態に至った場合は誠意をもって迅速かつ適切に対応してまいりま

した。この結果、本年度の苦情件数は特養２件、ショートステイ２件、デイサー

ビス０件、グループホーム２件・相談１件、訪問介護０件の対応を行いました。 

 

（５）安心安全の確保 

ア）インフルエンザ及びノロウイルス感染症の防止対策 

衛生委員会を毎月２回開催し、利用者・職員・外来者の状況をフォローすると

ともに、近隣・地域情報等に留意しながら防止対策を講じてまいりました。 

１１月２６日から面会等の一部制限と警戒態勢を行い、インフルエンザウイル

ス、ノロウイルス等の園内持込み防止に努めてまいりました。令和元年５月９日
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まで長期間に及びましたがその結果、施設入所者の罹患はゼロ件で感染症を水際

で防止しました。 

反面、罹患者が職員及び職員の家族等に多く見られたことから、産業医による

指導や予防内服薬の服用（タミフル）を徹底し、職員には日頃の健康管理の徹底

に努めていただくなど、園内外、家庭における感染症防止対策の強化をお願いし

感染拡大の防止に努めました。 

 

イ）介護事故防止対策 

  ① 事故件数 

本年度は昨年度に比べて３件増の１０件（特養４件、ショートステイ２件、

デイサービス１件、グループホーム３件）の介護事故が発生いたしました。

（病院受診の場合役場報告） 

 

  ② 事故内容 

  ⅰ）事故内容につきましては、特養では骨折２件、外傷１件、誤嚥１件、（昨年

度より１件減）、ショートステイでは、骨折１件、外傷１件、打撲０件、誤嚥

０件、（昨年度より２件増）、デイサービスでは感染症０件、外傷０件、打撲

０件、骨折１件（昨年度±０件）、グループホームでは骨折２件、火傷１件、

打撲１件（昨年度より３件増）でした。 

 

③ 対応策につきましては、基本ルール違反への対策、見守り・声掛け不足への

対策、見守り・声掛け不足への対策、利用者が一人でいる時の事故防止 

ⅰ）基本ルール違反への対策につきましては、全職員に作業実施の直前に基本ル

ールを思い起こして、声だし等により今一度確認（含相互確認）し、あせらず

実行することを必ず励行するよう強く指導しております。 

ⅱ）見守り・声掛け不足への対策につきましては、二人で見守り・声掛けを行う

ケースを具体的に明確化するとともに、職員同士の声掛けを日頃から徹底して

まいります。 

ⅲ）見守り・声掛け不足への対策につきましては、一人ひとり毎に整理いたしま

した食事介助上の注意点と対応策を着実に実行するとともに、特に食事摂取困

難者にはその日によって摂取状態が変化いたしますので、職員間で声を掛け合

いながら、表情等をよく確認し、丁寧に介助するよう努めてまいります。 

  ⅳ）利用者が一人でいる時の事故防止につきましては、部屋内の危険個所の防

護・ベッドの高さ調整・マットの使用等を行うとともに、利用者の行動・心理

症状の変化についてよく把握し、情報を共有し、見守りを強化してまいりま

す。 

ⅴ）上記の安全の基本ルールの確認と声だし・声掛けの励行のみならず、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報告と危険予知

活動に磨きをかけ、今後とも予防対策を講じてまいります。 
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    以上の事項を検討し、「鶴宮園の事故への対応」マニュアル、「介護事故防

止の基本ルール」の見直しを行い、事故防止対策、事故時の対応、本人家族へ

の対応など職員への周知を図りました。 

 

ウ）防災訓練 

  特養では、１０月２４日に昼間の地震発生後、礼拝室からの火災、３月２２日夜

間１１時に施設洗濯場（衣類乾燥機）の漏電による火災を想定した訓練、（通報訓

練・初期消火訓練・避難訓練）を施設で２回実施。グループホームでも１１月２６

日に２号館倉庫より火災発生想定の通報訓練と避難訓練と２月２８日に夜間１号館

トイレからの火災想定の通報訓練と避難訓練の２回実施し、職員と利用者の訓練を

実施しました。さつま町消防本部から指導・助言をいただき、職員の行動・声だし

や避難誘導等についても個々の対応レベル向上に努めました。 

  

エ）交通安全 

 ① 各事業部門ともに利用者の送迎、行楽、病院受診等に伴う車両運転にあたりま

しては交通ルールやさつま地区安全運転管理協議会の運動方針の遵守、危険予知

し自らを守る防衛運転（送迎時のライト点灯、黄色点滅交差点での速度ダウン・

相手の停止確認、三叉路での速度ダウン・相手の停止確認、カーブでの速度ダウ

ン・身障者の電動車等の確認等）に努力しております。また、お客様の人命を預

かり更なる安全を期す必要があることから、次年度に向けてドライブレコーダー

の設置も検討してまいります。 

 

 ② 社会福祉法人の職員として、社会規範の保持や法令順守の規定等を踏まえ、公

私における交通違反・事故等の報告について、職員の理解を得て２８年度から実

施するよう義務付けをいたしました。 

 

 ③ セーフティチャレンジ交通安全コンテストに参加し、交通安全への取組みが一

層深まり成果を上げました。熟年ドライバー部門（60 歳～74 歳）の「つつじチー

ム」が抽選で３等賞を獲得し、さつま地区安管熟年ドライバー部門の「ハッピー

クレイン」が１等賞、「カフェつるみや」が２等賞となりました。 

 

２．笑顔で明るく楽しい職場づくり 

（１）コミュニケーションの向上とチームワークの発揮について 

   職場に不可欠なコミュニケーションの向上について、「コミュニケーション笑

顔とホスピタリティ・伝わる話し方」について、日本褒める達人協会講師を招い

て、話し方・笑顔の出し方など効果的に実践していただくよう勉強しました。そ

の後各部門ともに、それに留意していただきながら、毎日笑顔で明るくコミュニ

ケーションを密にチームワークを発揮して、業務に前向きに取組んでいただきま

した。 
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（２）職員の健康管理 

  ① 毎月２回衛生委員会を開催し、職員の健康状況をフォローしてきました。 

インフルエンザ、ノロウイルスの罹患につきましては、特にインフルエンザ

Ａ型に職員と家族の罹患者が多くみられ、予防タミフルの服用を行い拡散防止

に努めました。 

 

  ② 定期健康診断には全職員が受診いたしましたが、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。ストレスチェック制度も３回目で産業医

の協力も得ながら実施しましたが、特段問題事例は発現しませんでした。 

 

（３）福利厚生の充実 

   本年度は、職員旅行の実施年度であったため、費用助成及び特別休暇の付与を

行いました。また、資格支援制度規程の整備を行い、該当者に支給しました。 

 

（４）人材育成 

  ア）資格取得 

   ① 介護支援専門員の合格者が３名あり、資格支援制度を適用しました。当園

の介護支援専門員資格取得者数の合計は（平成３１年４月１日現在）は１６

名となりました。 

 

② 介護福祉士の合格者は１名ありました。当園の介護福祉士の取得率（平成

３１年４月１日現在）は、施設介護２８名、７３．７％、デイサービスセン

ター４名、３０．８％、ヘルプサービスステーション４名、４０．０％、グ

ループホーム１０名、５８．８％となりました。 

     上記の資格取得者により、特養・ショートステイで日常生活継続支援加算

（介護福祉士取得率６５％以上、特養３６単位/人・日，ショートステイ１８

単位/人・日）、グループホームでサービス提供体制強化加算（介護福祉士取

得率５０％以上、１８単位/人・日）を取得しています。 

今後、更なる取得率の向上に努めてまいります。 

 

イ）研修                                             

当園の研修会では、テーマを決めて毎月実施するほか、県老施協・川薩地区老 

施協等が実施する研修計画に基づき積極的に参加いたしました。また、研修内容 

は職場内で情報伝達し、業務に生かすよう努めております。（別紙添付資料）  

 

ウ）人材育成にあたっての今後の課題 

   科学的介護技術力の向上をはじめ、各部門の職員の実務能力向上・人間力の向

上、中堅職員の提案力・発言力向上、管理者各層のコミュニケーション能力・労
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務管理能力・リーダーシップ・業務スピード・経営管理能力等の向上は業務にお

いて常態化した課題であります。研修の積極的な参加のみならず、OJT（オン・

ザ・ジョブ・トレーニング）等を粘り強く実践してまいりたいと思います。   

更に研修の効果が発揮できるように、次年度は項目ごとに（①レクリエーショ

ン、②ノーリフト、③接遇、④認知症、⑤ＢＣＰ（事業継続計画）、⑥褥瘡、⑦

５Ｓ など７研修チームを編成し実効性を高めてまいります。    

   本年度は、新人男性職員３名に指導係を配置し、個別指導に当たりました。新

人職員の技術力も段階的に向上するとともに、精神的な面でも成長が見られ効果

があったと評価しております。 

 

エ）５Ｓ運動（整理・整頓・清掃・清潔・躾）の推進 

職場の清潔感の醸成、職員の接客能力の向上を柱としながら、利用者･ご家族、

地域への更なるサービスについて習慣にすること、更に、継続的に実施すること

で当たり前のこととして職場に根付き風土となるよう引き続き進めてまいりまし

た。 

環境整備において、近隣から彼岸花の球根の提供を受け、環境整備委員会職員

が施設周辺道路等に約３００メートルほど植栽しました。 

 

（５）職員の処遇改善 

  ① 平成２７年度の介護報酬の改定に伴う介護職員処遇改善加算の拡大により、

３０年度も「介護職員特別手当」の支給を行いました。 

② 定期昇給は例年通り、平成３０年４月１日付で実施するとともに、職員への

賞与支給時に、嘱託職員・パート職員の皆さんには一時金を支給し労をねぎら

いました。 

 

③ ２年に１回職員旅行への助成（1万円/人）と特別休暇の付与（１日/人）を行

い、７０名の参加があり、職員同士の融和と懇親の機会となりました。 

 

３．地域福祉への更なる貢献 

 ア）夏祭りやグラウンドゴルフの開催など、地域住民が気軽に参加できる行事の開

催により、地域交流を行いました。また、「紫尾温泉祭り」「さつま町夏祭り」

など、地域行事へ積極的に参加しました。 

 イ）介護の資格・機能・資源を活用し、在宅介護支援センター管内・地域への地域

公益事業について、多様な福祉ニーズに応えられる事業で、さつま町内１４法人

が加入する「さつまレスキュ―事業（社会貢献事業）」の事業運営に協力しまし

た。 

  

ウ）認知症の方や介護者、一人暮らしの高齢者等が悩みを共有し、専門家と相互に

情報を共有できる「認知症オレンジカフェ つるみや」を毎月２回（第２・４火
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曜日）開催し、各部門の職員、オレンジリーダー、民生委員の協力を得て実施し

てまいりました。年間２３回開催し、参加者５８９人、オレンジリーダー等延べ

９５人参加し６８４人の実績となりました。当園のオレンジカフェは、内容も豊

富でスタッフも充実しており、参加者も多く満足度も向上しております。 

 

４．これからの経営安定 

  安定した経営を行うためには、介護人材の確保、人材育成と魅力ある職場づくり 

が課題であります。 

  人材面におきましては、退職者の補充をするために、ハローワークの求人はもと 

より、職員縁故を通じた紹介、「介護てつだい隊」の継続雇用など、フルタイム、 

短時間勤務など介護現場に必要な幅広い視点で、人員配置を検討しながら労働力の 

確保対策を行いました。 

食事サービス部門１名、看護部門１名の補充については、年度内の雇用に至りま 

せんでした。 

社会福祉法人に有益な資格取得者に対し、職員の能力向上・自己啓発の促進を図 

るため「資格支援制度」の承認をいただき、平成３０年１月１日よりスタートし、

３名に助成を行いました。 

   

以上の取組みにより、利用者が当園で明るく自分らしい生活を実感できる施設と

して、また、職員が当園で働いて良かったという達成感を感じ、自信と誇りを持っ

て笑顔で明るく楽しく仕事ができる職場・環境づくりに努力してまいりました。 

 

５．収入の安定的確保 

（１）月次計画検討会（事業活動計算書参照） 

月次計画を審議する「計画検討会議」を開催し、関係者で「利用予定者」、

「施設入所待機者リスト」、「居宅介護支援センター利用状況」の報告・検討・

進行管理を行い月単位・日単位の利用率の向上・収入の安定確保に努めてまいり

ましたが、前年よりも増して屋上防水工事設備・備品の更新、人件費増等各般の

事情から支出が多くなり収支差が大幅に減少しました。 

事業活動計算書の収益合計では４６３，７８０千円となり、前期に比べ３，３

１７千円の増となりました。 

事業活動支出は４６３，５４９千円となりましたので、前期に比べ１１，７７

１千円増となりました。収支差は２３０千円の黒字となりましたが、前期に比べ

８，４５４千円の減となりました。 

以下のベッド利用率・利用者数等につきましては、添付資料を参照しながら報

告書ご覧いただきますようお願いします。 

 

（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 
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    特養の年間退所者数は昨年度と比べて６名減の９名となりました。特養のベ

ッド利用率は昨年度に比べて０．２５％増加し、９８．６４％となりました。 

ショートステイのベッド利用率につきましては，長期ショート利用者は、入

院・死亡、特養の空床利用調整等により減となり、昨年度に比べて１．９８％

減少し、９４．４２％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０．

３０%減少し９７．６１％となり、目標値９９．０％を達成できませんでし

た。 

昨年に引き続き待機者の傾向として、ご案内しても病院入院や他施設等への

入所もあり、すぐ入所に至らないケースが顕著でありました。このようなこと

も想定しながら、特養待機者の直近情報等をよく把握し、家族や利用先の病院

等との情報連携を密にして、早期入所を図るとともに、ショートステイ利用者

の待機者リストを精査し、ショートステイ利用者のキャンセルや特養入所者の

入院等に弾力的に対応していく必要があります。 

 

② デイサービスの利用者数 

デイサービスの利用者数は、昨年度と比べて２名増の１２５名となり、利用

者の入院やインフルエンザ等の流行などがありましたが、昨年度に比べて延べ

１４人増の１０，３０６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、利用者数が３名増の５３名となり、死亡、病院入院

や施設等入所などもありましたが、昨年度に比べて３２２回増の５，９２７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０．２７％減少し９９．

１８％となりました。入院等もありましたが、稼働率は概ね順調に推移しまし

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いては、月平均利用者数が昨年度と比べて５．７

人増の９５．９２人となった結果、年間の利用件数は昨年度に比べて６６件増

（＋6.08％）の１，１５１件となりました。 

 

６．法令遵守（コンプライアンス）、外部監査等への対応 

（１）外部監査等 

本年度は以下の外部監査等が実施されました。一部についての指摘がなされま

したので、当局の指示どおり改善・修正をいたしました。 
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公認会計士による外部監査（平成３０年５月１６日、平成３０年１１月１５日） 

 公認会計士による外部監査を年度中間及び年度末の決算状況について実施して

いただきました。概ね順調に推移しているが、介護給付費が３年ごとに改定され

不透明な部分もあるが、パイが一定の中で稼働率をいかに上げるかの努力もある

が収入増はあまり期待できない。今後、人材確保のための人件費増は避けて通れ

ず、施設・設備の大規模改修、備消耗品の支出の効率性など計画を立てて着実に

運営する努力が必要であると口頭で講評があった。 

 

 平成３０年度実地指導 鹿児島県北薩地域振興局（平成３１年１月２４日） 

   法人が運営する「アルテンハイム鶴宮園デイサービスセンター（通所介護）」

については、実地指導の結果、静養室の区分を明確化にし「変更届」の指導及び

数件口頭指導がなされました。（詳細は報告済み） 

  

（２）広報紙・ホームページ 

ホームページには、当園のサービス内容・利用料金等を案内し、日頃の活動状

況、利用者様の日常を紹介するとともに、平成２９年度の財務諸表の公表も行い

ました。 

 

７．地域福祉への貢献 

（１）地域との積極的な交流（別紙２参照） 

 ア）当園主催行事の開催 

① 第２４回夏祭りを７月２９日に台風１２号の影響もあり、室内で開催しまし

た。約６００名の参加があり、実行委員会や関係者の努力により、地元の「姫

と家来」のバンド演奏、「薩摩中央高校のダンス」、「ちんどん屋」など踊り

やダンス・歌謡のほか来場者参加のゲーム「飲んでみやんせ」などの催しも取

り入れるなど大会を盛り上げました。 

② グラウンドゴルフ大会を５月９日、１１月６日開催し、それぞれ３０チー

ム・１５０名の参加があり、地域の人たちとの交流、元気高齢者の健康づく

り、親睦、法人の PRなど所期の目的を達成する大会となりました。 

③ 紫尾地区地域懇談会を７月と１２月に２回開催し、地域防災・地域行事等に

ついて意見交換いたしました。 

 

 

イ）地域行事への参加 

① 地域で開催された行事（さつま町夏祭り－８月５日・紫尾温泉祭り－１１月

４日、敬老会－９月１５日）等に積極的に参加し，地域住民との交流を深めま

した。 
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② 季節の花見（梅・つつじ・桜・彼岸花等）や地域行事（紫尾温泉祭りでの作

品展示，紫尾神社初詣）に参加しました。 

 

ウ）ボランティア活動等の積極的な受け入れ 

   歌や踊りのボランティアグループを積極的に受け入れるとともに、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など実習生の受け入れを行いまし

た。 

 

（２）地域への福祉サービスの提供 

① ふれあい交流活動として、認知症オレンジカフェつるみやの開催(毎月第２・

４火曜日)、鶴宮園グラウンドゴルフ大会の開催(２回)、高齢者いきいきサロン･

老人クラブや認知症サポーター養成講座への講師派遣、ケアマネ井戸端会議へ

の職員派遣、薩摩郡医師会在宅医療推進事業会議・認知症フォーラム等への派

遣、地域福祉部会からの講師派遣、職員の民生委員活動等を積極的に行いまし

た。 

 

② 初めての企画で、１２月１４日に「人権相談所」の開設を実施しました。困

りごとや悩み事など人権問題について、利用者・ご家族・職員の参加を呼びか

けました。相談件数は、わずか３件でしたが啓発活動において人権問題を身近

にとらえることができました。 

 

（３）在宅介護支援センターの活動 

本年度は在宅介護支援センターとしてのさつま町から委託を受けて４年目とな

り、委託内容に即し順調な活動をしてまいりました。 

内容の概要につきましては、各地域のサロン等へ参加し２１回、地域の方々と

の交流の場を多く持ち、地域の高齢者・家族からの各種相談を積極的に受け年間

訪問回数１１８回、介護保険申請代行・福祉サービス利用申請代行等（配食サー

ビス、家族介護用品、緊急通報体制事業等）に対応いたしました。また、多くの

介護サービスの発掘・利用にもつなげたところです。 

 

（４）低所得者への社会福祉法人等利用者負担軽減制度の実施 

   さつま町が認定いたしました福祉減免対象者１名（平成３０年度，特養１名）

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。 
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８．全体総括 

（１）総資産額（貸借対照表参照） 

以上の活動結果として、本年度の総資産額は１，１２２，９７０千円，内次期繰

越活動収支差額は３８８，８０４千円となり，前期に対して３９，６８７千円の減

となりました。これは、収入面で、空床増による稼働率減・減収、支出面で４０，

０００千円の積み立て、人件費の累増並びに屋上防水工事、備消耗品等の更新など

の支出が増加したため減額になりました。 

 

（２）園全体の経常収支差額（事業活動計算書参照） 

平成３０年度は、介護報酬の改定により０．５４％増額改定でありましたが、職

員処遇改善による支出の増、施設設備の改修・更新など，引き続き厳しい経営環境

について、理事・評議員・監事の皆様にご説明し運営を行ってまいりました。 

結果につきましては、数値目標未達成の事項等あり改善・見直しを要する項目が

ありますが、入所者・利用者が本園での生活・利用に満足していただけるよう職員

一丸となって業務を推進したところであります。 

反省・改善すべき点は、ＰＤＣＡサイクルを基本に職員で共有し、次年度への目

標達成へ向けて努力してまいります。 

 

事業活動収入は、特養の平均介護度４.３８（昨年比＋0.02)の微増でありました。

介護報酬の改定により０．５４％増額改定でありましたが、平成２９年度に施設部

門・グループホームの介護職処遇改善前倒し（＋１．１４％）などにより人件費相

当分が増加しました。反面、在宅系の通所介護利用者が一部総合事業に移行し単価

減額改定・減収でしたが、サービス活動収益計では３，３１７千円の増収となりま

した。 

事業活動支出の主な変動につきましては、対前年比で人件費が７，３５７千円の

増、事業費が１，３０８千円の増、事務費が屋上防水工事、施設設備修繕等により

４，２３９千円の増で、この結果事業活動収支差額は８，４５４千円減の２３０千

円となりました。 

  事業活動外収支差額は、１，８０４千円減の８２千円となり、経常増減差額は、

１０，２５８千円減の３１２千円、事業活動収入対経常収支差額比率０．０５%

（前期は１．８９%）となりました。 

  収入の増の要因は、介護報酬改定で０．５４％増額改定されたことから、特養・

ショートの空床増による稼働率減少、通所介護の減収などを相殺しても、昨年対比

では３，３１７千円の増収となりました。 

一方、支出では介護職処遇改善・パート職員増員による人件費の増、施設の屋上

防水工事や備品等の経年劣化による修繕・更新などで対前年比１１，７７１千円の

増となり、当期活動増減差額３１２千円（対前年マイナスの１０，２５８千円）の

僅かな黒字を計上しましたが、説明のとおり収支差が大幅に縮小したところです。 
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（３）事業部門別の経常収支差額（介護サービス事業別事業活動計算書参照） 

  ① 特養 

   事業活動収入につきましては、３，８７３千円増の２１５，８８１千円となり

ました。内容分析では、ベッド利用率が０．２５%増加し９８．６４%となり空

床数２４９でしたが、介護報酬改定が０・５４％増、平均介護度が昨年より重度

化が若干進み４．３８（前年４．３６）となったため３，８７３千円の収入増と

なりました。 

事業活動支出は、定期昇給・処遇改善・退職者２名の引継ぎ期間並びに非常勤

職員増による人件費増８，４７８千円、事業費等の経費が車両の車検、燃料単価

の値上がり、高額な修理等１，５６２千円の増、事務費は、屋上防水改修工事、

エアコン更新、看板更新、外灯修繕など５，９６５千円の増など総じて１５，６

１１千円の増の２２１，７２０千円となりました。 

この結果、事業活動収支差額は５，８３８千円の赤字となり、事業活動収入対

経常収支差額比率は、△２．７０%（前期は２．７８%、前前期は３．０６%）と

なりました。 

 

② ショートステイ 

事業活動収入につきましては、ベッド利用率が低下（△１．９８%低下し、９

４．４２%）し空床数３２６でしたが、報酬改定により１３７千円増の６１，６

４２千円となりました。 

   事業活動支出は，４８５千円増の６２，９０７千円となり、この結果，事業活

動収支差額は、１，２６４千円の赤字となりました。 

   事業活動収入対経常収支差額比率は、△２．０５％（前期△１．４８％、前前

期は△１．００%）となりました。 

  

③ 通所介護 

   事業活動収入は、全体的な利用者数が延べ１４名増となりましたが介護報酬単

価の引き下げの影響も受けました。内訳は要介護２名増、介護予防２６４名増、

総合事業２５２名減により、１，７１８千円の減の８１，３３２千円となりまし

た。 

   事業活動支出については、車両費等が増加しましたが人事異動により人件費が

減少したため、たため７３９千円減の６５，８３８千円となりました。 

事業活動収支差額は対前年比９８０千円減少しましたが１５，４９３千円の黒

字となり、経常収支差額比率は１９.０４％（前期１９．８３%、前前期は２２．

６０%）となりました。 

 

④ 訪問介護 

   事業活動収入は、利用回数が３２２回増となり、７３７千円増の１５，９１７

千円となりました。  
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事業活動支出については、人件費等の減により１，６３１千円の減で１３，７

７６千円となりました。 

この結果事業活動収支差額は対前年比２，３６８千円増の２，１４１千円の黒

字となりました。 

事業活動収入対経常収支差額比率は、１３．４５%（前期△１．４９%、前前

期は１０．０７%）となりました。 

 

⑤ グループホーム 

事業活動収入は、ベッド利用率が０．２７%低下し、９９．１８%となり、４

３３千円の減となりました。 

事業活動支出は、人件費・事業費・事務費・減価償却費等の減により１，６９

８千円の減となり、事業活動収支差額は△２，００８千円の赤字となり、赤字額

が縮小しました。 

 

⑥ 居宅介護支援 

   事業活動収入は、利用件数が６６件増により５８１千円の増で１１，７８５千

円となりました。 

事業活動支出は、事業費等の減により３１４千円の減で１６，２５１千円とな

りました。 

この結果、事業活動収支差額は８９４千円減の△４，４６６千円の赤字となり

ました。 

本事業につきましては、居宅介護支援を必要とされる方が、自宅で適切にサー

ビスを利用できるように、ケアマネジャー（介護支援専門員）が心身の状況や生

活環境、本人・家族の希望等に沿って、ケアプラン（居宅サービス計画）を作成

し、ケアプランに位置づけたサービスを提供する事業所等との連絡・調整などを

行うことから、全体的な収支のバランスは数字の上ではマイナスですが、法人活

動全体の経営には大きく寄与しております。 

 

⑦ 在宅介護支援センター 

本事業につきましては、さつま町からの委託を受け受託事業収益２，７４０千

円。不足分につきましては法人からの支出で運営を行っております。在宅介護支

援センターは、本園の各事業所への紹介をはじめ、将来の利用者の掘り起し、事

務的な申請代行サービスなどを行い支援センターとしての効果・機能が高まって

おります。 

利用者の範囲は、概ね６５歳以上の要援護高齢者若しくは要援護になる恐れの

ある高齢者、又はその家族・親族に対する総合的な相談･支援を行っております。

町内６地区（虎居，泊野，白男川，平川，紫尾，柊野）であります。 
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特に、町の委託事業と併せ地域貢献事業として「認知症オレンジカフェつるみ

や」を毎月第二・第四火曜日開催しており、近隣から多くの参加者があり事業効

果が表れております。 

事業活動支出については、人件費・事務費等の計上であり４，６４３千円とな

りました。 

収支については、１，９０３千円の赤字を計上しております。 

 

以上 

 


