
平成27年度事業報告(案 )

社会福祉法人　天寿会

□　特別養護老人ホーム　　後楽荘

□　短期入所生活事業所　　後楽荘

□　ディサービスセンター　後楽荘

□　訪問介護事業所　後楽荘

□　居宅介護支援事業所　後楽荘

□　地域相談センター　後楽荘

□　グループホーム　楽々八景山

1111 運営方針運営方針運営方針運営方針

本法人は、諸々の事情により介護サービスが必要な地域の高齢者等に対し、介

護・

看護サービスを提供することにより、高齢者やその家族が安心して生活が送れるよ

うな介護・福祉ニーズに応えるように努めてきた。



五　訓

私達は利用者の権利を守り、快適でゆとりある楽しい生活が送れるよう次のとお

り誓います。

一 .　利用者本位のサービスに努めます。

一 .　利用者の生活の質の向上に努めます。

一 .　親切で真心のこもったサービスに努めます。

一 .　信頼される職員であるよう努めます。

一 .　積極的に専門的技術の向上に努めます。

②平成②平成②平成②平成 27272727 年度の概要年度の概要年度の概要年度の概要

　

平成 27 年度は、 3年に一度の介護保険法改正により介護報酬が平均 2.27%

ものマイナス改定になりました。出来るだけ各種加算取得を図りましたが、減収を

余儀なくされる決算となっております。

各事業所別の介護保険収入は、特別養護老人ホームでは＋ 4,528千円、ショート

ステイ△ 4,632千円、デイサービス△ 1,041千円、訪問介護△ 3,848千円、居宅介

護支援△ 1,527千円、グループホーム△ 1,331千円となり、天寿会全体では介護保

険収入が△ 7,851千円の収入減となっております。

　特別養護老人ホームにおいては、平成 27 年 4月より原則要介護３以上の入所

条件に変更になり、多くの待機者を抱えていましたが、一瞬にその待機者が減少し

てしまい、現在でも要介護３以上の待機者が少なくなっているという状況に変化が

ない状況になっています。また入所条件変更ということだけではなく、サービス付

き高齢者住宅の台頭や、老人保健施設の長期入所や一般病院の長期入院という今ま

でと大きな変化が出現しており、需要・供給のバランスが崩れてきたとも考えられ

ます。また昨年8月から多床室のホテルコストが 1日 370円から 840円に引き上げ

られ、個室の1,150円との差がなくなり、特養においても低所得者の住まいという

概念自体が変わりつつあります。

　在宅サービスにおいても、国の中・重度の要介護者の高齢者に効率的に介護給付

をしていくという方向や、地方の高齢者数の減少、上記の記載したように、長期入

院・入所という全く違う状況になったことも影響されて利用者数の減少、利用者負

担増で利用控えも顕著に現れて今後益々厳しい状況になることが予測されます。

　利用者負担増においては、昨年 8月の改正続き、今年の 8月にも改正が予定さ

れており、今まで非課税扱いで補足給付を受けていた遺族年金、障害年金受給者も

課税扱いとなり、補足給付が外されたり、 2割負担になるということも懸念されま

す。

　また、社会福祉法の改正が原案通り国会で 3月 31 日に可決され、平成 28 年

4月改正・ 29 年 4月改正の 2本柱で改正することになっています。

　こうした急激な制度改革の進む中で、本会においては制度ビジネスを展開してい

るために影響は大きなものになりますが、高齢者介護の理念のでもある地域で暮ら

す中・重度の要介護者等が安心して暮らしていけるようサービスの充実を図ること

により、利用者減少の中においても利用者の獲得に向けて職員一丸で取り組むこと



が出来たと考えております。

また、介護職員が不足する社会情勢ですが、全ての職員が、過度な労働環境に

ならぬよう負担軽減が図られるような様々な取組みを実施し過度な人材不足に陥ら

ないようにしております。

③理事会・評議員会の開催状況③理事会・評議員会の開催状況③理事会・評議員会の開催状況③理事会・評議員会の開催状況

　

平成 27 年 5 月

22 日

・平成 26 年度事業報告及び各会計の収支計算書・事業活動計

算書・貸借対照表の決算及び財産目録の認定について

・その他（意見交換）

平成 28 年 1 月

22 日

・天皇陛下より御下賜金拝受の件について

・社会福祉法改正について

・平成 27 年各会計の補正予算について

平成 28 年 3 月

25 日

・任期満了に伴う役員の選任について

・平成 28 年度事業計画・予算について

・平成 27 年度介護保険事業等について

・広島東税務署の税務調査について

・その他（意見交換）

④　職員構成④　職員構成④　職員構成④　職員構成（ 28 年 3月 31 日現在）

特別養護老人ホーム、短期入所生活介護事業所

管理者（兼

務）

1名 非常勤顧問 1名 事務員 5名

生活相談員 3名 栄養士 2名 介護支援専門（兼

務）

2名

調理員 3名 非常勤調理

員

6名 機能回復訓練指導

員

1名

看護職員 4名 介護職員 31 名 非常勤介護職員 11 名

非常勤介助員 4名 嘱託医 2名 宿直員 2名

非常勤看護職

員

1名

ディサービスセンター

管理者（兼

務）

1名 看護職員 2名 生活相談員（兼

務）

2名



介護職員 5名 非常勤介護職

員

1名 非常勤調理員 2名

訪問介護事業所

管理者（兼

務）

1名 非常勤

訪問介護員

13 名 サービス提供責任

者

2名

グループホーム楽々八景山

管理者（兼

務）

1名 介護職員 7名 介護支援専門（兼

務）

1名

居宅介護支援事業所

管理者（兼務） 1名 介護支援専門員 4名

地域相談センター

管理者（兼務） 1名 ソーシャルワーカー

（兼務）

4名

⑤　整備状況⑤　整備状況⑤　整備状況⑤　整備状況

・特養、ショートステイ　特殊浴槽更新整備　　　 2式

　　　　　　　　　　１１，７１１，５２０円

・職員の負担軽減、老朽化による温冷配膳車　　　 3基

２，０１９，６００円

    ・デイサービス　　特殊浴槽更新整備　　　　　　１式

２，３２１，２８０円

⑥防災訓練⑥防災訓練⑥防災訓練⑥防災訓練

消防訓練、消防設備の点検、

平成 27 年 9月 11 日（全事業所対象）

・特養の談話室・ＧＨ調理場より出火を想定で、全館の通報・避難・消火・震災

訓練の実施

・防災教育の実施

・法定消防設備点検の実施

　 平成 28 年 3月 11 日（全事業所対象）

　・特養の１階居室から出火を想定で、全館の通報・避難・消火・震災訓練の実施

　

⑦広報活動⑦広報活動⑦広報活動⑦広報活動

・法人ＨＰを随時更新。事業別にブログ更新

・機関紙「よつば便り」年 2回の発行（自治会・民生委員に配布）

・在宅サービスの家族交流会、特養の家族交流会

・各事業所の自己評価年１回　ネットで公開



　　 ・地域に出向いての健康相談、介護予防教室の開催

⑧実習生の受け入れ⑧実習生の受け入れ⑧実習生の受け入れ⑧実習生の受け入れ

・福祉系専門学校の生徒　　　　　 　　　年間延べ　　 36 人

・訪問介護１級・２級課程の受講生　　 　年間延べ　　 43 人

・高校生、中学生の生徒               　年間延べ　　 41 人

⑨　ボランティア受け入れ⑨　ボランティア受け入れ⑨　ボランティア受け入れ⑨　ボランティア受け入れ

　　傾聴ボランティア　慰問ボランティア　各行事のお手伝いボランティア

　　年間延べ５８９人

⑩研修状況⑩研修状況⑩研修状況⑩研修状況

（　職　場　内　研　修　）

・介護事故防止　・身体拘束廃止　・感染症対策　・人権擁護　・応急救護

・褥瘡予防対策　・看取り介護　・急変時の対応　・食事ケア　・排泄ケア

・入浴ケア　・環境整備　・認知症ケア　・介護事故防止　・プライバシー保護

・高齢者虐待防止　・緊急対応　・食中毒の予防　・接遇・ヒヤリ・ハット

・感染症予防について　・事例検討　・記録、日誌の記入の仕方　・認知症ケア

・介護保険加算についての勉強　・福祉・介護情報の確認　・高齢者虐待防止

・職員のモラル　・受け入れ基準の共通認識

その他その他その他その他

毎月

・よつばミーテイング（各担当者からの議題による全体研修会）　・　給食会議

社会福祉法人天寿会　後楽荘・楽々八景山　研修状況社会福祉法人天寿会　後楽荘・楽々八景山　研修状況社会福祉法人天寿会　後楽荘・楽々八景山　研修状況社会福祉法人天寿会　後楽荘・楽々八景山　研修状況

平成27年 4 月13日 平成27年度介護報酬改定セミナー

平成27年 4 月16日 社会福祉法人事務責任者研修会

平成27年 4 月24日 平成27年度　第 1回　呉・海田ブロック施設長会

平成27年 5 月13日 送迎（福祉）車輛安全運転講習会

平成27年 5 月18日 平成27年度広島県老人福祉施設連盟総会並びに施設長研修会

平成27年 6 月 3日 平成27年 8 月介護保険制度改正説明会

平成27年 6 月 3日 平成27年度　呉市社会福祉施設連絡協議会総会

平成27年 6 月 9日 社会保険事務説明会

平成27年 6 月18日 平成27年度広島県社会福祉法人経営青年会第 1回研修会・情報交換会

平成27年 6 月23日 平成27年度　第 1回　呉市中央地域介護支援専門員連絡会

平成27年 7 月 2日 平成27年度税制改正セミナー

平成27年 7 月 8日 平成27年度障害者雇用納付金制度に係る事務説明会

平成27年 7 月 7 日～ 8 日 運転適性検査K2指導者養成講習会

平成27年 7 月13～16日、 平成27年度　広島県認知症介護実践研修（実践者研修）

平成27年 7 月28日 平成27年度安全運転管理者等法定講習



平成27年 7 月28日 平成27年度呉・海田ブロック職員研修会

平成27年 7 月30日 地域医療連携懇談会

平成27年 8 月 1日 平成27年度　くれ福祉の職場説明会

平成27年 8 月 4日 平成27年度広島県老人福祉施設連盟第 1回職員研修会

平成27年 8 月18日 介護予防・日常生活支援総合事業説明会

平成27年 8 月26日～27日 平成27年度介護福祉士実習指導者講習会

平成27年 8 月28日 第47回　中国地区老人福祉施設研修大会

平成27年 8 月28日 平成27年度　広島県認知症介護実践研修（実践者研修）報告会

平成27年 8 月28日 平成27年度第1 回集団指導研修

平成27年 9 月 2日、 5日等、 介護支援専門員更新・専門研修課程　下期Ⅰ

平成27年 9 月 7日 平成27年度福祉・介護職員採用担当者マニュアルセミナー

平成27年 9 月10日～11日 平成28年度介護福祉士実習指導者講習会

平成27年 9 月10日～11日 防火管理者　甲種新規講習

平成27年 9 月15日 クレーム（苦情）対応基礎研修

平成27年 9 月16日 福祉施設・事業所のための「マイナンバーセミナー」

平成27年 9 月18日 社会保障・税番号（マイナンバー）制度説明会

平成27年 9 月25日 『福祉施設のための苦情対応』セミナー

平成27年10月29日 「聞いてみよう！福祉のお仕事　相談室」

平成27年11月12日 2015（平成27）年度「社会福祉法人役員研修（施設経営法人編）」

平成27年11月16日 年末調整などの説明会

平成27年11月18日 産学連携による福祉人材確保を目的とした奨学金説明会

平成27年11月18日 年金委員及び健康保険委員研修会

平成27年11月25日～26日 2015（平成27）年度　【秋季】社会福祉施設（入所型）防災安全研修

平成27年11月25日 「働く女性応援研修会」

平成27年11月25日 呉市医師会病院　地域連携懇談会

平成27年11月27日 「福祉施設のためのマイナンバー制度研修」

平成27年12月 2 日 「働く女性応援研修会」

平成27年12月 2 日 平成27年度　呉・海田ブロック研究発表会、講演会、

平成27年12月 3 日 平成27年度第 2回広島県老人福祉施設連盟総会並びに施設長研修会

平成27年12月 8 日 2015（平成27）年度　「経営目線を持った決算書の読み方研修」

平成27年12月11日 平成27年度呉・海田ブロックデイ部会職員研修会

平成27年12月11日 平成27年度広島県認定調査員フォローアップ研修

平成28年 1 月13日 社会福祉法人改正に伴う社会福祉制度改革研修会

平成28年 1 月21日 「給食関係者」食品衛生講習会

平成28年 2 月 1日 平成28年度介護職員初任者研修　打ち合わせ会議

平成28年 2 月 5日 平成27年度　第 3回　呉・海田ブロック施設長会

平成28年 2 月 6日 平成27年度　地域巡回型福祉・介護職場の就職面談会（呉市）



平成28年 2 月16日 呉地域の養護老人ホーム・特別養護老人ホームと済生会呉病院との懇談

会

平成28年 2 月19日 平成27年度職員研修会～メンタルヘルス（セルフケア）研修～

平成28年 2 月23日 平成27年度広島県社会福祉法人経営者協議会第 2回総会・研修会

平成28年 3 月15日 平成27年度第 3回広島県老人福祉施設連盟総会並びに施設長研修会

月間行事月間行事月間行事月間行事

全体 朝礼、よつばミーティング、運営委員会、担当者会議、

教育会議、施設会議、運転者ミーティング、車庫掃除

特別養護老人ホーム 誕生会、赤ちょうちんの夕べ、売店コーナー、手作りおやつ

の会、ミニ喫茶、入所者判定委員会、ケース会議、給食会議、

看取りカンファレンス、口腔機能維持カンファレンス

居宅介護支援事業 居宅会議、在宅会議

地域相談センター 地区民児協、介護教室、認知症家族交流会

訪問介護事業 ヘルパーミーテｲング、在宅会議

グループホーム 運営推進会議（呉市職員・地域包括センター・民生委員・

家族代表参加）、在宅会議

ボランティア 【団体】書道教室、陽気クラブ、手芸クラブ、生花クラブ、

呉福会、呉昭和高等学校名・吹奏楽部、呉医療センター看護

学生、

黒瀨高校和太鼓部、明和保育園、昭和南小学校

【個人】 5名（週 1回～月 1回）

散髪 きかん坊（月 2回）、ブルーライン（月 1回）

年間行事年間行事年間行事年間行事

全体 消防訓練（年２回）、盆踊り、お花見、ドライブ、 X線検査、

地区子供会交流会（夏・冬）、ソーメン流し、敬老会、クリ

スマス会、合同慰霊祭、秋祭り、文化祭、もちつき大会、施

設見学会、

地域交流囲碁大会（年 2回）

サービスの評価サービスの評価サービスの評価サービスの評価

全体 自己評価（年１回）、アンケート実施（郵便にて無記名返

送）

特別養護老人ホーム 介護保険事業の第三者評価（年１回）

居宅介護支援事業 介護保険事業の第三者評価（年１回）

訪問介護事業 介護保険事業の第三者評価（年１回）

グループホーム 介護保険事業の外部評価（年１回）


