
平成３０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

・各月初日の年間在籍者率は９８．４％となった。前年度の９９．９％から低下しているが、退所

者が前年度は通年で１６名であったのに対し、今年度は２８名となり、空床が生じた後の入所調整

が追い付かなかった面がある。

イ 入所状況

・２９名の入所者があった。うち、生保で簡易宿泊所や厚生施設に入所され、帰来先が無いケース

が９件、家族 DV のケースが８件、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１０件で、高い割合を占める。緊急性が低い養護老人ホーム待機者は殆どが個室を希望される

ため、全室二人部屋の万寿園に対しての入所紹介はほぼ無いに等しい。このため、虐待や立ち退

き等の事情で緊急性が高いケース、あるいは精神疾患・パーソナリティー障害等の対応困難ケー

スの割合が高くなっている。

ウ 退所状況

・死亡８名、長期入院７名、特養入所５名、在宅自活６名、その他２名の計２８名。要介護状態が

重くなっていく利用者に対し、介保サービスも活用しながら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基本とした丁寧で無理の無い退所支援を行い、信頼関係の構築に努めている。

エ 要介護認定者

・全体の認定者率は前年度４２％から４１％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者が多くなり、、二人部屋の万寿園は入所者の確保が年々難しくなってい

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、認知症や精神疾患などを有す

る入所者候補の紹介が増える傾向にある。

・こうした状況を踏まえ、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。

・平成 30 年度末に着工した大規模修繕により、二人部屋という定員は変わらないものの、ベッド

のレイアウトや内装が大幅に改善されるため、各市区町村に PR をしていく。

（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名程度で推移している。退所者が出た場合には迅速な入所調整

を行うように努めた結果、前年度に引き続き、９９．７％の高い在籍者率を維持できた。



イ 入所状況

・５名が入所。入所理由の背景として軽度の認知症や精神疾患を有する場合や身元引受人が遠方で

かつ高齢の兄弟であるなど、入所後のスムースな生活支援を進める上での課題となる事情がある

入所者が増えている。

ウ 退所状況

・６名が退所。内訳は死亡２名、特養入所４名。

エ 要介護認定者

・全体の認定者率は前年度５２％から６０％に増加している。

・自立した生活が可能な方の入所が前提の施設ながら、要介護１の方が１３名、要介護２の方が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。

・利用者の要介護状態が全体として重くなる傾向にあり、介護サービス利用は増加している。

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。

・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。

・現在の待機者には、心身機能面、あるいは身元引受人の確保などに問題があるケースが多数含ま

れている。このため、適切な入所調整に備えて、待機者の状況の定期的なモニタリングに努める

とともに、経営的には待機者数が不十分となる場合もあることから、施設の積極的な PR に継続

して努めていく必要がある。

２ 苦情処理
ア 苦情処理報告 ２件

  ・浴槽に便が落ちていたことが何度かあった。

  ・食事でおかずが足りないことやスプーンやお茶がトレイに乗っていないことが時々ある。

  ＊その後の職員の対応で利用者は納得しいずれも第三者委員への報告にはなっていない。

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３０年度の懇談会は、施設内工事との関係で２０１９年５月開催に延期して実施。

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 転倒による怪我１３件（うち骨折１０件ひびや骨折疑い含む・転倒による裂傷３件）

誤薬５件（体調変化１件）、アレルギー食１件、無断離設による保護１件 紛失１件 

利用者の暴力１件 

２）軽微事故報告 年間 ２３０件

   ・概要 転倒２０３件 対応ミス１４件（物損、紛失、薬関係 その他） 

無断離設による保護６件 異物誤飲１件 誤嚥２件 食事異物混入４件 

３）ヒヤリハット報告 年間７３件

  ・概要 利用者に関するもの２０件 職員の対応に関するもの４６件 物品に関するもの７件

      怪我はないが転倒が起こってしまった２０３件もの軽微事故があった。リスクが高い

利用者の事故発生を防ぐという意識が持てるよう、一人一人の職員の気づきを評価し、

報告を職員間で共有し活用していく。



４．福祉サービ第三者評価受審 
   平成３０年 １０月 利用者調査実施 

評価機関  特定非営利法人「ごとくの会」 

平成３０年度も「利用者に対する調査」のみ行う。以下、評価内容。 

園に対する総合的な満足度は、「大変満足」「満足」を合わせて「万寿園利用者」62.9％「第三万

寿園利用者」57.1％と第三万寿園の方が若干低めであった。 

万寿園・第三万寿園ともに満足度が高い項目は「病気やけがをしたときの対応」「職員の接遇・

態度」「入浴時間の設定」「施設内の清掃・整理整頓」「利用者のプライバシー」とほぼ一致してお

り、万寿園は加えて「楽しみな行事・活動」に対し評価が高かった。 一方、満足度が低い項目で

の「外部の相談窓口に相談できること」については、掲示や口頭で周知は行っているが、フロア別

懇談会などの参加人数が限定される場で適宜周知をしていく。また、第三万寿園の「利用者同士の

トラブルの対応」、「不満や要望の対応」については、まずは利用者の気持ちをくみ取り、そして利

用者の納得に近づける対応を心掛けていく。 

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】 

・支援計画策定において利用者の生活の希望を聞き、各職種が意見をだし 

支援計画カンファレンスで協議し支援計画に反映させた。 

・ケース会議、ケースカンファレンス及びフロアミーティングで支援内容を

評価し見直しながら、会議録や「職員掲示板」での情報の共有化に努めた。

【評価】： Ｂ 

【今後の課題】 

一貫した支援のための情報の周知徹底。 

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】 

・施設内で利用者対象のネイルサロン（福祉ネイル協会より派遣）を実施 

・食事を楽しむ取り組み（お楽しみ食年２回実施や個別形態の細かな対応）

・外出行事（旅行会社を利用した年７回の外出実施） 

【評価】： Ａ 

【今後の課題】 

利用者個別の要望に応える支援（個別支援） 

 担当となっている利用者への職員の意識強化 

3

安全対策の強化

及び事故防止の

徹底 

【取組状況】 

・毎月実施する事故防止委員会で事故の検証と対策検討 

・利用者利用者勉強会の実施（歯科勉強会・感染症勉強会） 

・ＰＴ指導による転倒防止のための個別リハビリプログラムの実施 

【評価】：Ｂ 

【今後の課題】 

 迅速な事故報告書の作成と情報の共有 

ＰＴの意見を取り入れた施設内筋力ＵＰリハビリの実施

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



4

施設運営へ利用

者意向の反映促

進 

【取組状況】 

・軽費及び養護のフロア別懇談会（７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。（利用者調査） 

【評価】：Ｂ 

【今後の課題】 

・担当支援員及び担当生活相談員の利用者意向のくみ取り 

・項目別利用者意向調査（アンケート）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】 

・「昭和洋食の味」をテーマにした新メニューの導入(ハヤシライス、カレー

ピラフ、ナポリタンスパゲティ、クラムチャウダー) 

・薬味類をセルフサービスで提供(軽費)。 

・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：鰻、お好み焼き、冷し麺 後期：握りず

し、すき焼き、ラーメン)。 

・伝統的な行事に合わせた料理(正月・敬老祝い膳、節句等)の提供。 

・提供する温度を重視した誕生祝い膳、バイキング料理等の提供。 

・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(東村山第三中学寄贈のじゃが芋

目取り、納涼大会用焼きトウモロコシのヒゲ取り)。 

【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】 

・医療機関と情報交換を密に行い、入退院判断及び入所者受診先との的確な

情報交換に努めた。 

【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。 

・緊急受診時のマニュアル作成に取り組む。 

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 

【取組状況】 

・近隣の学校・保育園との交流 

 ◎東村山西高等学校（年７回） 

１年生の総合課程で年間 300 名ほどの生徒との交流を行った。 

若い世代との交流は利用者にとっても喜ばれる機会であり、また高校生

の進路選択の一助ともなるため、今後も受け入れを継続していく。 

◎東村山第三中学校萩山分校ブラスバンド部（年１回） 

◎大和東保育園（冬場を除く毎月）・つぼみ保育園（年２回） 

◎富士見小学校３年生（年５回） 

◎南台小学校６年生（１回） 

・ボランティアクラブの利用者地域清掃活動の継続（毎月 1～2回） 



・東村山統括事業所共同、地域交流納涼大会、「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）。 

・地域のイベント参加（東村山市民産業まつりの利用者参加など） 

・近隣施設との交流（やきいも大会・社交ダンスクラブ・釣り大会）など 

【評価】：  Ａ 

【今後の課題】 

 東村山西高等学校１年生の受け入れ継続や、利用者にとってより楽しめる

活動内容の選定。 

近隣施設との情報共有によるイベント参加などの共働 

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 近隣学校や保育園の利用者交流等 

【評価】：Ａ 

【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】 

・H29/12 月には嘔吐の方が３名いたが、ノロ簡易検査でも陰性であり、その

後蔓延する事も無かった。 

・H30 年１月からは熱発者が出て、2/15 までにインフルエンザ陽性で対応し

た方が、利用者１９名・職員４名、計２３名となった。 利用者が隔離生

活対応に協力的であり、インフルエンザ拡大には至らなかった。 

・小平保健所には届出し適宜指示を仰いだ。 

・職員の希望者に対し「予防薬投与」を行った。 

【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、感染症が流行する前の非常勤職

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、その都度、職員及び利用者に改めて細かい指導

を行い、感染防止対策の全館放送も毎日細かく徹底して行っていく。 



2 利用者の健康管

理

【取組状況】 

・利用者健康診断･･検尿・血圧測定・体重測定（年２回実施） 健康診断後

には嘱託医に報告し再検査が必要な場合は行う。 

・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、内服薬処方などの指示を仰ぐ。） 

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促進する。 

 受診付き添いが必要な利用者へ付き添い状態報告を行う。（年々増加） 

 服薬管理利用者の増加に伴い管理の徹底や誤薬防止等の工夫を普段から

意識して支援に臨み、改善案は速やかに取り入れていく。 

3
医療機関等との

連携 

【取組状況】 

・協力医療機関としての協定を継続（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、一橋病院、片岡眼科） 

【評価】： Ａ 

【今後の課題】 

外部での定期通院が困難となり、外部の医療機関にかかる利用者の割合が

減少し、嘱託医による施設内での受診利用者が増加している。適切な医療

ケアの為の嘱託医との連携をさらに深めていく。 

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】 

東京都から、老朽化した多床室の養護老人ホームの大規模修繕補助金の

給付内示を得ることができ、30 年度末から大規模改修を着工することが

できた。 

また養護老人ホームの改修に付随し軽費老人ホームの全居室の改修と

養護２階３階の食堂及び教養室や廊下など共用部分の改修を行っていく。

この改修より、養護老人ホームの２人部屋におけるプライバシー確保が

実現できる。 

【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

負担がないよう工事を進めていく。 

2
生活環境の改善

等 

【取組状況】 

・年度末の３月より、養護２階の食堂改修実施 

・旧暖房設備のファンコイル全室撤去 



【評価】： Ａ 

【今後の課題】 

・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ひきつづき行っていく。 

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） 

・大型台風接近時対応マニュアルの整備を行った。 

【評価】： Ａ 

【今後の課題】 

・BCP マニュアルに基づく大規模災害時の想定訓練。

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 

・腰痛予防研修（全職員対象） 

・感染症研修（年２回 全職員対象） 

・外部の研修に行った職員による研修報告（15分研修） 

【評価】： Ｂ 

【今後の課題】 

研修に参加した職員の理解度の把握と研修の効果を検証することの取組

み。 

研修に出席できなかった職員への情報提供の工夫。 

2
外部研修・研究発

表等 

【取組状況】 

・「安全運転管理」参加 

・自衛消防訓練に参加（新人２名） 

・栄養管理講習会参加 

・「高齢者施設におけるチームマネジメントを学ぶ」（全３回）研修に参加 

・人権研修に栄養士・看護師・調理士 参加 

・人材定着研修に参加 

・東村山施設連絡会テーマ別研修「事故・ヒヤリハット」に参加 

・市内の他法人の特養・通所介護に「短期派遣研修」支援員２名派遣 

・法人主催のメンタルヘルス研修に参加（非常勤職員含む） 

・各施設長及び相談員部会に参加など 

【評価】： Ａ 

【今後の課題】 

職員の希望に応じた外部研修に年１回の参加を目標にして、参加に適し

た外部研修の情報収集と職員への提供。 



（１）事業活動計算書（概要） (千円） 貸借対照表　（内訳） (千円）

330,727 334,453 △3,726 流動資産 122,550 98,756 23,794
老人福祉事業収益 330,542 334,423 △3,881 　　現金預金 116,512 92,139 24,373
その他 185 30 155 　　事業未収金 5,984 6,562 △578

302,572 299,410 3,162 　　前払金 0 0 0
人件費 177,407 171,285 6,122 　　前払費用 54 54 0
事業費 85,519 84,993 526 固定資産 489,478 484,755 4,722
事務費 29,079 30,952 △1,872 　　基本財産 建物 142,251 162,088 △19,837
利用者負担軽減費 0 0 0 　　構築物 323 374 △52
減価償却費 22,662 24,277 △1,614 　　車輌・器具備品 5,618 7,172 △1,554
国庫補助金等特別積立金取崩額 12,096 12,096 0 　　建設仮勘定 29,864 3,090 26,774
その他費用 0 0 0 　　リース資産 410 1,395 △985

28,155 35,043 △6,888 　　ソフトウェア 138 117 22
1,033 1,185 △152 　　退職給付引当資産 9,622 9,214 408
731 669 62 　　人件費積立資産 96,785 96,785 0
302 516 △214 　　施設整備等積立資産 204,384 204,384 0

28,457 35,559 △7,102 　　長期前払費用 81 136 △54
資産の部合計 612,028 583,511 28,517

500 0 500 流動負債 54,825 36,767 18,058
施設整備等補助金収入 500 0 500 　　事業未払金 35,244 24,539 10,705
固定資産売却収入 0 0 0 　　１年以内返済予定リース 410 985 △575
その他 0 0 0 　　未払費用 6,915 0 6,915

6,900 6,400 500 　　預り金 1,193 1,597 △404
固定資産売却損・処分損 0 0 0 　　職員預り金 1,277 1,332 △55
△国庫補助金特別積取崩額 0 0 0 　　賞与引当金 9,786 8,314 1,472
国庫補助金等特別積立金積立額 500 0 500 固定負債 9,622 9,624 △2
拠点区分間繰入金費用 6,400 6,400 0 　　リース債務 0 410 △410

△6,400 △6,400 △0 　　退職給付引当金 9,622 9,214 408
負債の部合計 64,447 46,391 18,056

22,057 29,159 △7,102 基本金 134,063 134,063 0
前期繰越活動増減差額 24,682 10,523 14,159 65,609 77,205 △11,596

46,739 39,682 7,057 その他の積立金 301,169 301,169 0
その他の積立金取崩額 0 0 0 次期繰越活動増減差額 46,739 24,682 22,057
その他の積立金積立額 0 15,000 △15,000 （うち当期活動増減差額） 22,057 29,159 △7,102

46,739 24,682 22,057 純資産の部合計 547,581 537,120 10,461

30年度末積立金残高 （退職給付引当資産を除く）
次期繰越活動増減差額 　施設整備等積立金 204,384
年間サービス活動費用の約 1.9 カ月分 　人件費積立金 96,785

特別費用　計

特別増減差額

当年度末 前年度末 増減

サービス活動収益　計

サービス活動費用　計

　　　平成３０年度  万寿園拠点区分決算概要

拠点総計
当年度
決算

前年度
決算

増減

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



（１）事業活動計算書（概要） (千円） 貸借対照表　（内訳） (千円）

136,960 137,308 △347 流動資産 34,661 30,691 3,970
老人福祉事業収益 135,960 136,988 △1,028 　　現金預金 34,388 30,432 3,956
その他 1,000 319 681 　　事業未収金 252 138 114

131,449 131,682 △233 立替金 0 100 △100
人件費 95,069 94,923 147 前払金 0 0 0
事業費 24,877 23,999 878 前払費用 21 21 0
事務費 7,910 8,704 △794 固定資産 144,099 146,065 △1,966
利用者負担軽減費 0 0 0 　　基本財産 建物 55,960 63,728 △7,768
減価償却費 8,360 8,824 △464 　　構築物 108 125 △17
国庫補助金等特別積立金取崩額 4,768 4,768 0 　　器具及び備品 554 800 △245

　　建設仮勘定 8,908 1,230 7,678
その他費用 0 0 0 　　リース資産 113 386 △272

5,511 5,626 △115 　　ソフトウェア 28 0 28
174 230 △56 　　退職給付引当資産 10,745 10,248 497
351 288 63 　　人件費積立資産 21,280 21,280 0

△177 △58 △119 　　施設整備等積立資産 46,371 48,216 △1,845
5,334 5,568 △234 32 53 △21

資産の部合計 178,760 176,756 2,004
0 0 0 流動負債 19,635 16,080 3,555

拠点区分間繰入金収益 0 0 0 　　事業未払金 9,806 9,621 185
サービス区分間 0 0 0 　　１年以内返済予定リース 113 272 △159
その他 0 0 0 　　未払費用 3,933 0 3,933

2,500 2,500 0 　　預り金 3 118 △115
拠点区分間繰入金費用 2,500 2,500 0 　　職員預り金 852 885 △33
サービス区分間 0 0 0 　　賞与引当金 4,927 5,184 △257
その他 0 0 0 固定負債 10,745 10,362 383

△2,500 △2,500 0 　　リース債務 0 113 △113
　　退職給付引当金 10,745 10,248 497

2,834 3,068 △234 負債の部合計 30,380 26,442 3,938
前期繰越活動増減差額 △7,629 △5,808 △1,820 基本金 57,456 57,456 0

△4,795 △2,741 △2,054 26,223 30,991 △4,768
その他の積立金取崩額 5,821 0 5,821 その他の積立金 67,651 69,496 △1,845
その他の積立金積立額 3,975 4,888 △913 次期繰越活動増減差額 △2,950 △7,629 4,679

△2,950 △7,629 4,679 （うち当期活動増減差額） 2,834 3,068 △234
純資産の部合計 148,380 150,314 △1,934

次期繰越活動増減差額 30年度末積立金残高 （退職給付引当資産を除く）
年間サービス活動費用の約 -0.3 カ月分 　施設整備等積立金 46,371

　人件費積立金 21,280

当年度末

国庫補助金等特別積立金

前年度末 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

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

　　　平成３０年度  第三万寿園拠点区分決算概要

拠点総計
当年度
決算

前年度
決算

増減

次期繰越活動増減差額

特別費用　計


