
平成２９年度統括事業所万寿 事業報告・決算概要
（養護老人ホーム「万寿園」・軽費老人ホームＡ型「第三万寿園」）

 養護老人ホーム万寿園と軽費老人ホーム第三万寿園は同一建物内にあることから、日常

の事業運営は一体的に行っている。

Ⅰ 事業運営 

１ 利用実績等

（1） 養護老人ホーム万寿園
ア 在籍者率

・要措置者連絡票が複数届く中から選定するという状況では無いものの、臨時の相談に都度、柔軟

に対応し、年間在籍者率は前年度 99.3％から、当年度では 99.9％に上昇した。

イ 入所状況

・在宅独居継続が困難となるも、特養対象とはならないケースが多く入所しており、背景として精

神疾患、認知症を持つ割合が高い。また、近隣の救護施設からの高齢を理由とした措置替え、精神

科長期入院のケースの割合が高い。

ウ 退所状況

・死亡、特養入所、長期入院による退所が多い。要介護状態が重くなっていくケースに対し、出来

るだけの対応を模索しつつ、市区町村に対しては提案を前提とした丁寧な調整を基本に、無理の無

い退所支援を行った。

エ 要介護認定者

・全体の認定者率は前年度 44％から 42％とほぼ横ばい。また、要介護度別の割合についても、大

きく変化は無かった。

オ 介護サービス利用状況

・ニーズとして入浴介助が必要な利用者が多く、デイサービスやヘルパーによる介助を受けている。

他、歩行器や、居室に設置する手すり等の貸与の利用が増えている。介護サービスの利用総量とし

ては横ばいである。

カ 課 題

・養護利用者は個室希望が多く、二人部屋の万寿園は入所者の確保に苦戦している。しかし、逆に

緩やかな見守りや声掛けがしやすい環境であり、認知症や精神疾患者の紹介が増える傾向がある。

・上記踏まえ、認知症、精神疾患の利用者への介護技術及び対応のスキルアップが必要である。ま

た、柔軟な入院対応も含めた精神科、多摩あおば病院との連携確保は引き続き非常に重要である。

・入所を検討する方が見学に来た際に、部屋の狭さと経年劣化した設備環境を見て敬遠されること

があったことから、設備環境の改善が必要である。

（2） 軽費老人ホーム第三万寿園
ア 在籍者率

・待機者は年間を通じて 20～30 名程度あり、退所者に対しては迅速な補充を行い、99.4％の在籍

者率となった。

イ 入所状況

・在宅独居困難 2 名、家族不和 1 名、精神科退院 1 名の入所。

ウ 退所状況

・死亡 2 名、有料ホームへの入所 1 名。年間を通じ、ごく少ない移動状況であった。



エ 要介護認定者

・全体の認定者率は前年度 56％から 52％へ減少している。

・自立前提の施設ながら、要介護１が９名、要介護２が６名となっている。

オ 介護サービス利用状況

・ヘルパーによる家事支援、入浴介助。通所介護の利用が多い。認定者率は増えていないが、サー

ビス利用の総量は増加しており、利用者の重度化が進んでいる。

カ 課 題

・軽度認知症や精神疾患がある利用者への対応が増えてきている。

・認知症や精神疾患の利用者への利用者間の理解や家族の協力がさらに必要になってきている。

・居室環境について改修は行っていないことから改善が必要となっている。

・十分な身元引受人を前提に出来ない入所申込みが増えてきており、社協の権利擁護推進センター

や成年後見制度、後見 NPO 等の資源活用を推進していく必要がある。

２ 苦情処理
ア 苦情処理報告  ２件

  ・養護利用者より、買い物依頼したものと違うチョコレートを買って来られた。

  ・全盲の利用者の誘導が抜けてしまい、５階で行われたコンサートに参加できなかった。

   その後の職員の対応で利用者は納得しているため、いずれも第三者委員への報告は無し。

イ 苦情委員会への報告

「苦情解決第三者委員と苦情解決責任者との懇談会」  

平成 29 年度の懇談会実施予定日  平成 30 年 5 月 24 日    

３ 事故・ヒヤリハットの状況
１）事故報告（重大事故） 年間 22 件

    ・概要 転倒による骨折３件（入院３同じ利用者の繰り返し） 転倒による裂傷６件 

誤薬４件（体調変化 1 件）無断離設による保護４件 紛失１件 利用者の暴力３件

２）軽微事故報告 年間 105 件

   ・概要 転倒 89 件 対応ミス 12 件（物損、紛失、薬関係 等） 無断離設による保護 1 件

異物誤飲 2 件 誤嚥 1 件

３）ヒヤリハット報告 年間 78 件

  ・概要 利用者に関するもの 43 件 職員の対応に関するもの 30 件 物品に関するもの 5 件

      ヒヤリハットの報告数はまだ十分ではないが、平成２９年度に用紙を簡素化したこと

      で昨年よりも報告は増えてきた。

４．福祉サービ第三者評価受審 
   平成２９年１０月 実施 

評価機関  公益財団法人 ごとくの会 

平成２９年度は「利用者に対する調査」のみ行う。以下、評価内容。 

「万寿園利用者」及び「第三万寿園利用者」ともに、園に対する総合的な満足度は、「大変満足」 

「満足」を合わせて 60％ほどであった。 

個別の項目ではともに「職員の接遇・態度」「病気やけがをしたときの職員の対応」の各項目が

それぞれ 70％以上で、比較的満足度が高い。 

「利用者同士のトラブルの対応」「個別の計画作成時の希望・要望の聴取」「サービス内容、計画 

の説明」「不満や要望への対応」の項目は満足度が低い。 

満足度の低い項目については、その原因を考え改善していく。 



Ⅱ 事業課題への取り組み 

1 的確な支援計画と利用者本位の生活支援 

項 目 実施内容 

1

利用者の意思を

尊重した、質の高

いケアの実践 

【取組状況】 

・月末のモニタリングや再アセスメントの実施と状況に即した支援計画の策

定。 

・ケース会議、ケースカンファレンス内容の記録による周知と、ファイルメ

ーカーの連絡事項に使用している「職員掲示板」活用による、重要な情報

の共有化の徹底。 

【評価】： Ｂ 

【今後の課題】 

利用者支援計画の策定・更新を適宜実施する為のマネジメント機能の強

化。 

職員の対人援助技術の向上。 

2
利用者本位の生

活支援の実践 

【取組状況】 

・食事を楽しむ取り組み（お楽しみ食 年２回実施） 

・外出行事（いちご狩り 100 名や外出行事の利用者の参加） 

・買い物支援の拡充 

【評価】： Ａ 

【今後の課題】 

利用者のプライバシー及び安全確保の施設環境の整備。 

利用者個々の要望に応える支援の充実。 

3

安全対策の強化

及び事故防止の

徹底 

【取組状況】 

・利用者の転倒防止対策のため、養護は被服費より、経費は雑費によりシュ

ーズの購入を促した。 

 養護 150 名中 133名・軽費 50 名中 47名 ９割の利用者に補助 

・利用者・職員の安全対策のため設備改修による環境整備。 

（ﾀﾞﾑｴｰﾀﾞｰ入口段差改善 北側自転車置き場の段差解消工事 

軽費の居室前庭への雨水侵入防止堰設置 厨房エアコン増設 等） 

【評価】：Ａ 

【今後の課題】 

 事故防止委員会で検証と対策の周知徹底による繰り返し事故の予防。 

施設内で定期的に行う筋力ＵＰリハビリの実施。

4

施設運営へ利用

者意向の反映促

進 

【取組状況】 

・運営委員と施設長及び各職員との委員会の年 3回の実施。 

・全利用者対象の利用者懇談会の年 3回の実施。 

・福祉サービス第三者評価の受審。（Ｈ29 年度は利用者調査のみ） 

【評価】：Ｂ 

【今後の課題】 

・利用者の意見・要望に応えるフロア懇談会の随時実施。 

・利用者満足度調査に替わる項目別利用者意向調査の実施。 

5

「健康の維持」

「食の楽しさ」に

向けた取り組み 

【取組状況】 

・嗜好により選択し、小グループごとに出来立て料理を注文しながら喫食す

るお楽しみ食を年２回実施(前期：天ぷら、鰻、冷し麺 後期：握りずし、

すき焼き、ラーメン)。 

・毎月の選択食・誕生月・敬老・正月の祝い膳、バイキング等の行事食の提

評価の目安

Ａ：目標の８０％位以上の成果を上げた

Ｂ：８０～５０％位の成果に留まった

Ｃ：５０％以下ないし実施しなかった



供。 

・利用者の要望、状況に合った代替食やキザミ食への細やかな対応。 

・利用者自身が行う調理活動の機会の提供(さつま芋お菓子作り、東村山第

三中学寄贈のじゃが芋目取り)。 

【評価】：Ａ 

【今後の課題】 

・その場で料理を選択する機会を増やす。 

6

医療機関との連

携協力に利用者

健康管理 

【取組状況】 

・医療と情報交換を密に行い、入退院判断等の医療機関との連携。 

【評価】：Ａ 

【今後の課題】 

・夜間緊急受診時すぐに対応出来る様、誰にでもわかる「個人ファイル」の

整備をしていく。 

２ 地域とともに支え合える施設つくり 

項 目 実施内容 

1

地域支援・地域交

流の促進 

いきいき健康 

 3 回： 105 人

 平均： 35 人 

体操教室 

４３回 

1 部： 807 人

2 部： 2012 人

1 日平均： 

    66 人 

日曜レストラン 

回：1136 食 

1 回当り：22.7 人

【取組状況】 

 ・ボランティアクラブの利用者地域清掃活動の継続（毎月 2回） 

・東村山統括事業所共同、「いきいき健康講座」（年 3回）体操 

教室（毎週土曜日）、日曜レストラン（毎週日曜日）の実施。 

・施設のホールや会議室の市民開放（地域サロン・子供サロン・地域自治

会の会合・高校のクラブ活動・市老人クラブの定期大会・町内施設連絡

会懇談会） 

・施設備品の貸出（音響機材、模擬店機材・杵と臼・椅子テーブル等）。 

 ・施設での行事（地域交流納涼大会） 

・地域のイベント参加（東村山市民産業まつりには利用者も参加） 

・近隣の学校・保育園との定期交流（明法高等学校美術部・東村山西高等

学校ブラスバンド部・桜花女学院高等学校・東村山第三中学校萩山分校

ブラスバンド部・大和東保育園・つぼみ保育園・富士見小学校・南台小

学校等） 

・近隣施設との交流（やきいも大会・社交ダンスクラブ）など 

【評価】：  Ａ 

【今後の課題】 

 ボランティアクラブの地域清掃の活動の発展。 

（＊市の環境住宅課が行っている地域美化清掃に登録。 

万寿園利用者の清掃活動風景が市のホームページにも掲載された） 

公益性のある地域住民の生活支援事業の実施。 

2

利用者ニーズに

応じた地域資源

の活用 

【取組状況】 

デイサービス、訪問サービス、訪問美容、訪問歯科、図書館、 

公民館等 

【評価】：  Ｂ 

【今後の課題】 

ボランティアの受け入れ体制など未整備な状態。利用者の活動で 



ボランティアを積極的に受け入れていくことの職員の共通認識。 

３ 健康管理・感染症対策 

項 目 実施内容 

1 感染症予防等 

【取組状況】 

簡易検査での陽性者は少数であったが、保健所の指導により何らかの症

状がある方については、陽性者と同様の対応を行った。 

インフルエンザ B 感染：H29/12/19 から H30/2/17 まで 43 名、疑い含む

（うち入院者 3名）    

インフルエンザ A 感染：H30/2/20 から 3/12 まで 50 名、疑い含む（うち

入院者 4名） 

ノロウィルス感染：H30/1/17 から 2/6 まで 36 名疑い含む（うち入院者 1

名） 

上記のように感染が蔓延してしまった。隔離対応者が多く、利用者はス

トレスが多く、下肢筋力低下に悩まされた。 

【評価】： B

【今後の課題】 

職員からの感染経路も大いに考えられ、非常勤職員も含めた感染症予防

研修の継続と、感染症発生時における拡大防止等の理解促進が必要と思わ

れる。第一感染症発生時には職員、及び利用者に再度細かい指導を行って

行き、感染防止策の全館放送も細かく行っていく。 

2 利用者の健康管

理

【取組状況】 

・利用者健康診断（年２回実施） 健康診断後には嘱託医に報告する。 

・歯科検診及び口腔衛生講習（年１回）健診後のフォローを行う。 

・嘱託医（内科 毎週１回）、精神科医（月１回） 

 （Dr.へ利用者の体調の状況を伝える。） 

理学療法士（月１回訓練実施）、音楽療法士（毎週１回）  

・利用者の体力測定（年１回） 

【評価】： Ａ  

【今後の課題】 

 利用者の身体機能の維持向上のためのプログラムの工夫。 

 転倒事故が多いため、下肢筋力向上の運動を考えすすめていく。 

 受診付き添いが必要な利用者への対応（年々増加） 

 服薬管理利用者の増加に伴い管理の徹底をはかる。 

 誤薬のない様な工夫を、普段から考えながら過ごす。 



3
医療機関等との

連携 

【取組状況】 

・協力医療機関として協定の継続（緑風荘病院、多摩あおば病院、富士見

歯科） 

・地域の他の医療機関との連携（東大和病院、多摩北部医療センター、久

米川病院、国分寺病院、片岡眼科、緑成会病院等） 

【評価】： Ａ 

【今後の課題】 

外部での定期通院が困難になり外部の医療機関にかかる利用者の割合が

減少し、嘱託医に施設内で受診する利用者の増加あり。 

４ 施設設備の維持管理・安全管理(災害対策) 

項 目 実施内容 

1

建物の老朽化に

伴う設備等の改

修 

【取組状況】 

築 35 年が経過して施設・設備の老朽化が進み、毎年大きな設備改修が必

要となってきている。平成 29年度から東京都が老朽化した多床室の養護老

人ホームも大規模修繕補助の対象に認めたことから検討したが、補助要綱

上の基準から申請することが出来なかった。平成 30 年度はその補助要綱の

基準を満たすことを基本に、現在まで検討を進めてきた計画による大規模

改修補助協議を行い実施していく。 

【評価】： Ａ 

【今後の課題】 

ご利用者が生活する中での改修工事となることから、ご利用者の生活に

負担がないように工事計画を作成する。 

2
生活環境の改善

等 

【取組状況】 

・毎月の安全衛生委員会で実施している館内循環にて、生活環境の向上と危

険と思われる点について改善を図った。 

【評価】： Ａ 

【今後の課題】 

・今後は大規模改修により居室内の床、天井、壁紙、備え付き家具の老朽化

などについて居住環境の改善を行う。 

3
安全管理・防災対

策 

【取組状況】 

・定期的な施設内訓練をはじめ消防署主催の消防効果確認訓練参加（夜間想

定訓練） 

・昨年度、大規模災害発生時の現実的な対応マニュアル（BCP）を整備した。

今年度は大規模災害時の訓練を実施した。 

【評価】： Ａ 

【今後の課題】 

・大型台風接近時対応マニュアルの整備を進める。



５ 職員スキルの向上等 

項 目 実施内容 

1
定例の課題別職

場研修 

【取組状況】 

・全職員を対象に「虐待チェックリスト」によるチェックと利用者への対応

等の基本的なことについての研修を実施 

・多摩小平保健所の保健師によるメンタルヘルス講習会実施 

・腰痛予防研修（全職員対象） 

・感染症研修（全職員対象） 

・外部の研修に行った職員による研修報告 

【評価】： Ｂ 

【今後の課題】 

研修に参加した職員の理解度を把握し研修の効果を検証するとともに、理

解が難しい職員へのフォローをしていく取り組み。 

毎月の職員会議での短時間研修の定期的な実施。 

2
外部研修・研究発

表等 

【取組状況】 

・「軽費老人ホーム運営費に係る事務説明会」「安全運転管理」参加 

・「軽費・ケアハウス職員基礎研修」「高齢者施設におけるチームマネジメン

トを学ぶ」研修に参加 

・「拒否のある方との効果的なコミュニケーション方法」研修に参加 

・「認知症サポーター養成講座」に新人栄養士参加 

・「看護職員研修会」に新規採用看護師参加 

・「高齢者施設におけるサービスマナー」研修に参加 

・市内の他法人の養護及び軽費に「短期派遣研修」支援員２名派遣 

・各施設長及び相談員部会に参加など 

【評価】： Ｂ 

【今後の課題】 

職員の希望に応じた外部研修への参加機会の確保。職員への外部研修の

情報提供。 



（１）事業活動計算書（概要） (千円） 貸借対照表　（内訳） (千円）

334,453 336,157 △1,703 流動資産 98,756 76,991 21,764
老人福祉事業収益 334,423 335,742 △1,318 　　現金預金 92,139 66,980 25,159
その他 30 415 △385 　　未収金 6,562 9,657 △3,095

299,410 308,941 △9,531 　　前払金 0 300 △300
人件費支出 171,285 180,339 △9,054 　　前払費用 54 54 0
事業費支出 84,993 84,939 54 固定資産 484,755 490,974 △6,219
事務費支出 30,952 31,494 △543 　　基本財産 162,088 181,925 △19,837
利用者負担軽減費 0 0 0 　　建物・構築物 374 433 △59
減価償却費 24,277 24,102 175 　　車両・器具備品 7,172 9,627 △2,455
国庫補助金等特別積立金取崩額12,096 11,932 164 　　建設仮勘定 3,090 0 3,090
その他費用 0 0 0 　　リース資産 1,395 2,380 △985

35,043 27,216 7,828 　　ソフトウェア 117 181 △64
1,185 1,584 △399 　　退職給付引当資産 9,214 10,069 △855
669 882 △213 　　人件費積立資産 96,785 96,785 0
516 702 △187 　　施設整備等積立資産 204,384 189,384 15,000

35,559 27,918 7,641 　　長期前払費用 136 190 △54
資産の部合計 583,511 567,965 15,545

0 1,701 △1,701 流動負債 36,767 36,445 322
施設整備等補助金収入 0 1,680 △1,680 　　事業未払金 24,539 25,835 △1,295
固定資産売却収入 0 21 △21 　　１年以内返済予定リース 985 985 0
その他 0 0 0 　　預り金 1,597 660 938

6,400 8,080 △1,680 　　職員預り金 1,332 320 1,011
固定資産売却損・処分損 0 0 0 　　賞与引当金 8,314 8,645 △331
△国庫補助金特別積取崩額 0 0 0 固定負債 9,624 11,464 △1,840
国庫補助金等特別積立金積立額 0 1,680 △1,680 　　リース債務 410 1,395 △985
拠点区分間繰入金費用 6,400 6,400 0 　　退職給付引当金 9,214 10,069 △855

△6,400 △6,379 △21 負債の部合計 46,391 47,909 △1,518
基本金 134,063 134,063 0

29,159 21,753 7,406 77,205 89,301 △12,096
前期繰越活動増減差額 10,523 26,770 △16,247 その他の積立金 301,169 286,169 15,000

39,682 48,523 △8,841 次期繰越活動増減差額 24,682 10,523 14,159
その他の積立金取り崩額 0 0 0 （うち当期活動増減差額） 29,159 21,753 7,406
その他の積立金積立額 15,000 38,000 △23,000 純資産の部合計 537,120 520,056 17,063

24,682 10,523 14,159
29年度末積立金残高 （退職給付引当資産を除く）
　施設整備等積立金 204,384

次期繰越活動増減差額 　人件費積立金 96,785
年間サービス活動費用の約 1.0 カ月分

　　　２９年度  万寿園拠点区分決算概要

拠点総計
本年度
決算

前年度
決算

差し引き 当年度 前年度 増減

サービス活動収益　計

サービス活動費用　計

サービス活動増減差額
サービス活動外収益　計

当期活動増減差額 国庫補助金等特別積立金

当期末繰越活動増減差額

次期繰越活動増減差額

サービス活動外費用　計
サービス活動外増減差額
経常増減差額

特別収益　計

特別費用　計

特別増減差額
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（１）事業活動計算書（概要） (千円） 貸借対照表　（内訳） (千円）

137,308 136,719 589 流動資産 30,691 29,657 1,033
老人福祉事業収益 136,988 136,719 270 　　現金預金 30,432 29,129 1,303
その他 319 0 319 　　未収金 138 328 △190

131,828 133,871 △2,043 立替金 100 0 100
人件費支出 95,069 95,500 △431 前払金 0 180 △180
事業費支出 23,999 23,204 795 前払費用 21 21 0
事務費支出 8,704 11,074 △2,370 固定資産 146,065 148,972 △2,907
利用者負担軽減費 0 0 0 　　基本財産 63,728 71,496 △7,768
減価償却費 8,824 8,861 △38 　　建物・構築物 125 145 △20
国庫補助金等特別積立金取崩額4,768 4,768 △0 　　車両・器具備品 800 1,325 △525

　　建設仮勘定 1,230 0 1,230
その他費用 0 0 0 　　リース資産 386 658 △272

5,480 2,847 2,633 　　退職給付引当資産 10,248 10,666 △418
230 310 △80 　　人件費積立資産 21,280 21,280 0
288 333 △45 　　施設整備等積立資産 48,216 43,328 4,888
△58 △24 △35 53 74 △21
5,422 2,824 2,598 資産の部合計 176,756 178,630 △1,874

流動負債 16,080 15,564 516
0 0 0 　　事業未払金 9,621 9,400 221

拠点区分間繰入金収益 0 0 0 　　１年以内返済予定リース 272 272 0
サービス区分間 0 0 0 　　預り金 118 0 118
その他 0 0 0 　　職員預り金 885 285 599

2,500 2,500 △0 　　賞与引当金 5,184 5,607 △423
拠点区分間繰入金費用 2,500 2,500 △0 固定負債 10,362 11,052 △690
サービス区分間 0 0 0 　　リース債務 113 386 △272
その他 0 0 △0 　　退職給付引当金 10,248 10,666 △418

△2,500 △2,500 0 負債の部合計 26,442 26,616 △174
基本金 57,456 57,456 0

2,922 324 2,598 30,991 35,758 △4,768
前期繰越活動増減差額 △5,808 2,948 △8,756 その他の積立金 69,496 64,608 4,888

△2,741 3,272 △6,012 次期繰越活動増減差額 △7,629 △5,808 △1,820
その他の積立金取り崩額 0 0 0 （うち当期活動増減差額） 3,068 324 2,744
その他の積立金積立額 4,888 9,080 △4,192 純資産の部合計 150,314 152,014 △1,700

△7,629 △5,808 △1,820
29年度末積立金残高 （退職給付引当資産を除く）
　施設整備等積立金 48,216

次期繰越活動増減差額 　人件費積立金 21,280
年間サービス活動費用の約 -0.7 カ月分

　　　２９年度  第三万寿園拠点区分決算概要

拠点総計
本年度
決算

前年度
決算

差し引き 当年度

国庫補助金等特別積立金

前年度 増減

サービス活動収益　計

サービス活動費用　計

サービス活動増減差額
サービス活動外収益　計

　　長期前払費用

特別増減差額

当期活動増減差額

当期末繰越活動増減差額

次期繰越活動増減差額

サービス活動外費用　計
サービス活動外増減差額
経常増減差額

特別収益　計

特別費用　計
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