
議案第　１　号

平成 28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サービスの提供をする。



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 28282828 年度の概要年度の概要年度の概要年度の概要

この度の社会福祉法の改正は、社会福祉法人制度の大改革であり、我々

既存法人にも大きな影響が上げられます。

１点目は経営組織の見直しであり、理事会、評議員会の役割が大きく変

わり、公益財団法人改革のような仕組みが社会福祉法人にも取り入れられた

ことです。そのため当会においても組織の人事を敢行し、新しい組織体制で

平成２９年度をスタートしております。

事業運営の透明性の向上という観点では、公益性の高い非課税法人であ

り続けるために情報公開の対象の拡大とルールの明確化がなされました。

３点目は。新たに役員等の報酬の基準を定めるとともに、国民に対して

ホームページ等で公表することや役員等やその三親等以内の親族に特別な利

益の与えることを禁止している財務規律の強化です。

また４点目として社会福祉法人が国民に求められている本来の社会福祉

法人の姿でもある地域における公益的な取り組みを無料または低額で行う地

域貢献の責務化であります。

本会としては特別養護老人ホームの職員の看護師を地域のサロンに派遣

し、地域の高齢者やその家族に対して健康相談や認知症予防の対策として健

康体操を無料で行うことや、法人の勉強会において地域の介護をしている家

族に対して無料の勉強会を開催しております。

また改正の最後は内部留保の明確化と福祉サービスの再投下であり、社

会福祉法人の内部留保の肥大化・不透明化に対する批判に応える措置として、

社会福祉法人は、、、、「純資産額」から「事業の継続に必要な財産額」（事業に

活用する土地建物等、建物の建替・修繕に要する資金、必要運転資金、基本

金及び国庫補助等特別積立金）を引いた額を明確化し、その額（「社会福祉

充実残額」という。）を保有する法人に対しては、社会福祉事業又は公益事

業の新規実施や・拡充に係る計画の作成を義務化するものです。

このことについては、当会は平成２８年度の決算において厚生労働省が

示したシートで計算した結果、社会福祉充実残高は保有しておりませんでし

たが、毎会計年度ごとの精査が今後は必要となります。

この度の改正社会福祉法の趣旨でもある社会の目に耐えうるような経営



つまり社会福祉法改正の趣旨である「社会福祉法人の本来のミッション」を

果たしていくこのことが重要になってくると考えます。

事業所別の介護保険収入は、前年度対比で特別養護老人ホームでは＋

2,128千円、ショートステイ＋ 6,956千円、デイサービス△ 10,442 千円、

訪問介護△ 1,783千円、居宅介護支援△ 130千円、グループホーム△ 276

千円となり、天寿会全体では介護保険収入が△ 3,243千円の収入減となって

おります。

各事業として、特別養護老人ホームは、大手新聞が報道するよう待機者

減が急速の進んでおり、要因として①要介護３以上の入所条件②有料老人ホ

ームやサービス付き高齢者住宅③介護職員不足が言われていますが、本会の

地域では高齢者数のピークも過ぎており、入居者の確保も年々難しくなって

いますが、特別養護老人ホーム後楽荘の特徴でもあるターミナルケアの完全

実施により、家族として安心して預けることが出来る施設として今後も入居

者の確保に努めてまいります。

在宅サービスは、平成２７年度の介護報酬改正の軽度要支援者の介護報

酬２０ %減の影響により、介護事業者が要介護者の確保という営業活動に

いったこと、また特別養護老人ホームの要介護３以上の入所条件や呉市内の

高齢者数のピークを迎えたこと等により、かなり苦戦を強いられています。

全国的にもデイサービス事業者、訪問介護事業者や居宅介護支援事業所

の倒産が話題に徐々になっているところであり、特にデイサービスは供給過

多がマスコミでも取り上げられている状況になっています。

※

東京商工リサーチの調査によると、介護報酬の引き下げや介護職員不足東京商工リサーチの調査によると、介護報酬の引き下げや介護職員不足東京商工リサーチの調査によると、介護報酬の引き下げや介護職員不足東京商工リサーチの調査によると、介護報酬の引き下げや介護職員不足

の慢性化も相まって介護保険制度スタートした２０００年以降の老人の慢性化も相まって介護保険制度スタートした２０００年以降の老人の慢性化も相まって介護保険制度スタートした２０００年以降の老人の慢性化も相まって介護保険制度スタートした２０００年以降の老人

福祉・介護事業所の最多倒産となった。業界内の淘汰は更に続く。福祉・介護事業所の最多倒産となった。業界内の淘汰は更に続く。福祉・介護事業所の最多倒産となった。業界内の淘汰は更に続く。福祉・介護事業所の最多倒産となった。業界内の淘汰は更に続く。

　本会においても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

っておりますが、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、猛烈な人手不足の社会となっており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人材不足に陥らないような経営を今後も目指して

いきます。

③実施事業③実施事業③実施事業③実施事業

◆介護保険サービス



　Ⅰ  特別養護老人ホーム　後楽荘（指定介護老人福祉施設）

Ⅱ  短期入所生活介護事業所　後楽荘（指定短期入所生活介護）

Ⅲ  ディサービスセンター　後楽荘（指定通所介護）

Ⅳ  訪問介護事業所　後楽荘（指定訪問介護）

Ⅴ  居宅介護事業所　後楽荘（指定居宅介護）

Ⅵ  グループホーム　楽々八景山（指定認知症対応型共同生活介護

◆介護予防サービス

Ⅰ  短期入所生活介護事業所　後楽荘（指定介護予防短期入所生活介

護）

　Ⅱ  ディサービスセンター　後楽荘（指定介護予防通所介護）

  Ⅲ  訪問介護事業所　後楽荘（指定介護予防訪問介護）

　Ⅳ  グループホーム　楽々八景山（指定介護予防認知症共同生活介護）

◆障害自立支援サービス

  Ⅰ  訪問介護事業所　後楽荘（指定居宅介護） 

Ⅱ　短期入所生活介護事業所　後楽荘（短期入所事業）

◆委託事業（呉市）

Ⅰ  呉市地域介護相談センター

④理事会・評議員会の開催状況④理事会・評議員会の開催状況④理事会・評議員会の開催状況④理事会・評議員会の開催状況

平成 28年 5 月 26

日

平成 28 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

ストレスチェック制度規程の整備について

社会福祉法の改正の情報

最近の高齢者介護業界について

平成 28年 11月 30

日

社会福祉法改正に伴う定款変更について

評議員選任・解任委員会運営規則の制定について

平成 28 年 12 月

20 日

( 理 事 会 の

み )

評議員選任・解任委員会の委員の選定について

　　議案第 2 新評議委員の推薦について

施設長の 3月退任及び功労金支給について

平成 29年 3 月 23

日

新理事・新監事の選任について

給与規程の改正について

平成 28 年度各会計補正予算について

平成 29 年度事業計画及び予算について

育児・介護休業等規程の改正について

平成 28 年度各事業稼働率等及び研修報告について

社会福祉法人指導監査の結果について



⑤評議員選任・解任委員会の開催状況⑤評議員選任・解任委員会の開催状況⑤評議員選任・解任委員会の開催状況⑤評議員選任・解任委員会の開催状況

平成 29 年 1 月

19 日

評議員の選任について

（新評議員７名の決定）

⑥職員構成⑥職員構成⑥職員構成⑥職員構成（ 29 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 2名 栄養士 3名 介護支援専門（兼

務）

2名

調理員 3名 非常勤調理

員

5名 機能回復訓練指導員 1名

看護職員 6名 介護職員 26 名 非常勤介護職員 12 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） 3名

介護職員 7名 非常勤介護職員 1名 非常勤調理員 1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 3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



⑦整備状況⑦整備状況⑦整備状況⑦整備状況

特養棟のＬＥＤ電気更新事業　　　　　　 7,898,344円　　

⑧補助事業⑧補助事業⑧補助事業⑧補助事業

　　　　 (ア )平成２７年度補正予算繰越分地域介護・福祉空間整備推進交付金

（介護ロボット等導入支援事業特例交付金）

交付決定額 927,000円

　　　　コミュニケーションロボットパルロ　１機

　（イ）広島県介護ロボット導入支援事業

　　　　交付決定額　 1,000,000円

　　　　　　　　　　　　　　　　見守りセンサー付き介護ベット　１０台

⑨防災訓練⑨防災訓練⑨防災訓練⑨防災訓練

平成 28 年 9月 9日（全事業所対象）

・特養の１階居室、グループホーム調理場から出火の全館の通報・避難・

消火訓練の実施

・防災教育の実施

・法定消防設備点検の実施

　 平成 29 年 3月 17 日（全事業所対象）

　・特養の１階談話室、グループホーム調理場から出火、

全館の通報・避難・消火訓練の実施

　・集中豪雨を想定した避難訓練及び防災マニュアルの周知徹底

⑩広報活動⑩広報活動⑩広報活動⑩広報活動

・法人ＨＰを随時更新。事業別にブログ更新

・在宅サービスの家族交流会、特養の家族交流会にて日頃の活動報告

・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

⑪実習生の受け入れ⑪実習生の受け入れ⑪実習生の受け入れ⑪実習生の受け入れ

・福祉系専門学校の生徒　　　　　 　　　年間延べ　　 42 人

・訪問介護１級・２級課程の受講生　　 　年間延べ　　 34 人

・高校生、中学生の生徒               　年間延べ　　 32 人

⑫ボランティア受け入れ⑫ボランティア受け入れ⑫ボランティア受け入れ⑫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４８６人

⑬地域貢献事業⑬地域貢献事業⑬地域貢献事業⑬地域貢献事業

　・　・　・　・地域に出向いて地域の虚弱高齢者等や介護をされている方等を対象に



健康体操、認知症予防、健康相談

　　　　地域貢献　（サロ

ン）

　　　８３回　　　（９６７名）

　・　・　・　・感染症対策・トランスファーに関しての対応方法を地域の介護をする家

族を対象に勉強会を開催　年３回

⑭研修状況⑭研修状況⑭研修状況⑭研修状況

（　職　場　内　研　修　）（　職　場　内　研　修　）（　職　場　内　研　修　）（　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

・介護保険加算等　・福祉・介護情報の確認　・職員のモラル　

・口腔ケア（嚥下機能向上）

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

[外　部　研　修　等外　部　研　修　等外　部　研　修　等外　部　研　修　等 ]

開催日 開催名

平成 28年 4 月

22日

平成 28年度　第 1回　呉・海田ブロック施設長会

5月 17日 平成２８年度第１回広島県老人福祉施設連盟総会並びに施設長研修

5 月 18日 第７０回呉市民生委員児童委員大会

5月 18日 平成２８年度第１回昭和地区しょうがい児童者福祉事業所連絡会

6月 24日 平成２８年度広島県老人福祉施設職員ｾﾐﾅｰ

7 月 4 ～ 8 日 平成２８年度認知症介護実践研修

7月 5日 社会福祉会計簿記「入門講座」

7月 12日～ 平成２８年度広島県介護支援専門員更新・専門研修課程Ⅱ　Ｂコース

7 月 12日～ 平成２８年度広島県介護支援専門員更新・専門研修課程Ⅱ　Ｄコース

７月 21・ 22日 第２７回中国・四国地域社会福祉法人経営者ｾﾐﾅｰ

7 月 28日 社会福祉法人事務責任者研修会

7月 29日 安全運転管理者講習

8月 18日 全国福祉法人制度改革対応ｾﾐﾅｰ（前期）

８月 20日～ 平成２８年度　介護福祉士実習指導講習会

8月 29日～ 平成２８年度経営戦略ｾﾐﾅｰ

9 月 7 日 在宅介護ｾﾐﾅｰ



９月５日 2016年度認知症介護実践研修（実践者研修）

９月 15日～ 第３５回全国社会福祉法人経営者大会

9月 10日 広島病院内感染対策研究会

9月 21日 呉社会保険委員会年金委員研修会

9月 21日 平成２９年度デイサービスセンター部会研修会

10月 3 日～ 平成２８年度広島県認知症介護実践研修（実践リーダー研修）

10月 11日 平成２８年度呉・海田ブロック研修会

10月 24日～ 平成２８年度　社会福祉施設「防災安全研修」

10月 28～ 29日 役立つ！よく学べる！スチコン実践ｾﾐﾅｰ⑥

10月 19,20 日 死ぬまで生きる看取り実践ｾﾐﾅｰ

11月 15,16 日 全国老人福祉施設大会（石川大会）

11月 16日 企業トップマネージメント人権問題研修会

11月１７日～ 喀痰吸引等研修（１～９回）実地研修

11月 22日～ 改正育児・介護休業法等説明会

11月 22日 「給食関係者」食品衛生講習会

12月 8 日 社会福祉法人制度改革対応ｾﾐﾅｰ（後期）

12月 9 日 平成２８年度福祉法人制度改革の施行に向けた説明会

12月 15日 平成 28年度第２回広島県老人福祉施設連盟総会・施設研修会

平成 29年 1月

16日

呉地域の養護老人ホーム・特別養護老人ホームと

済生会病院との情報交換会

1月 20日 口腔ｹｱ講演会

1月 23日 平成 28年度市町・広島県老人福祉施設連盟意見交換会

2月 3日 平成２８年度第３回呉・海田ブロック施設長会について

2月 13日 平成２８年度社会福祉法人会計実務者決算講座

2月 14日 認知症キャラバン・メイト　フォローアップ研修

2月 14日 平成２８年度呉・海田ブロック部会職員研修会

2月 28日 水害・土砂災害への備え等に関する説明会

2月 28日 呉市介護予防支援従事者研修受講者

3月 6日 平成２８年度広島県老人福祉施設連盟総会・施設長研修会

3月 7日 やさしい！介護保険法改正と介護報酬改定の解説

対策これから始める介護保険サービス

3月 14日 平成２８年度職員研修会

3月 16日 平成２８年度介護サービス事業者集団指導研修

3月 17日 平成２８年度視程障害福祉サービス事業者等集団指導研修

3月 22日 平成２８年第５回昭地区しょうがい児者福祉事業所連絡会

3月 23日 介護予防・日常生活総合事業説明会（第２階）及び

（介護予防）居宅支援事業者説明会



3 月 24日 平成２８年度地域包括支援ｾﾝﾀｰ・地域相談センター合同会議

3月 29日 特別養護老人ホーム事業者に対する集団指導研修会

⑮月間行事等⑮月間行事等⑮月間行事等⑮月間行事等

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、ミニ喫茶

手作りおやつの会、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 運営推進会議会議（地域包括センター・民生委員等）

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（傾聴週 1回～月 1回）

散髪 きかん坊（月 2回）、ブルーライン（月 1回）

⑯年間行事等⑯年間行事等⑯年間行事等⑯年間行事等

全体 とんど祭り、初詣祭 (杉森神社宮司 )、豆まき、お花見

ソーメン流し、盆踊り、合同慰霊祭、 X線検査、

秋祭り、地区子供会交流会（夏・冬）、クリスマス会、

施設見学会、敬老会、文化祭、もちつき大会

地域交流囲碁大会（年 2回）

昭和南小交流会・昭和中央小交流会・昭和高校交流会

明和保育園交流会

特養家族交流会　・在宅サービス利用者家族交流会


