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2019（平成 31）年度 統括事業所 万寿 事業計画・予算 

（養護老人ホーム「万寿園」・軽費老人ホーム「第三万寿園」） 

Ⅰ 事業運営の基本方針  

高齢社会の進展に伴い高齢者の地域での生活を支えるための地域包括ケアシステ

ムの構築が推進されているなか、｢養護老人ホーム｣「軽費老人ホーム」に求められる

ニーズに的確に応え続けることが出来る施設として、その機能の維持向上に努める。

以下の基本方針を念頭に置いた施設運営を通じて法人理念の具現化に努める。

  一 利用者の個々のニーズに応じた的確な支援を提供することが出来る運営体制の

確立と職員の専門性の向上を目指す。

  一 養護老人ホーム、軽費老人ホームとしての特性を活かして、地域社会に貢献す

る施設運営を推進する。

  一 施設利用者、地域社会、関係機関から信頼され期待される施設として、運営の

質の向上と安定した経営の維持に努める。

Ⅱ 現状と課題・目標（中期的目標）

１ 利用者の要介護状況に即した支援の実践と業務の効率化  

 介護保険法の改正により 2015 年 4 月から特養入所基準が原則要介護３以上となって以来、

養護老人ホーム及び軽費老人ホームが特養等介護施設入所までの要介護者の受け皿としての

役割も担っている。今後さらに増大していく介護ニーズにも応えるため、職員の介護知識や介

護技術の専門性の向上が求められている。また、職員の配置は特養の 5分の１以下（※軽費配

置含む）であることから、さらに業務の効率化を推進し利用者支援の充足を図ることが必須で

ある。 

【利用者の状況（平成 31 年 3 月 1 日在籍者）】 

ア 養護老人ホーム 万寿園 

   ・男女別年齢等（男性 80 名 女性 69名） 

    ・男性平均年齢 79.5 歳（67 歳～91 歳） 平均在所期間 7.7 年 

     女性平均年齢 81.7 歳（57 歳～102 歳） 平均在所期間 7.2 年 

     全    体 80.5 歳                7.5 年

・介護度認定状況及び介護サービス利用者 

 介護認定者数 60 名（40.2％ ※要支援者を除いた平均介護度 2.05） 

介護サービス利用者数 50 名（33.5％）

※介護サービス利用：通所サービス、訪問介護、福祉用具、訪問リハ、ショートスティ 

イ 軽費老人ホーム 第三万寿園 

   ・男女別年齢等（男性 11 名 女性 38名） 

   ・男性平均年齢 83.6 歳（7歳～91 歳） 平均在所期間 9.6 年 

    女性平均年齢 85.0 歳（70 歳～93 歳）  平均在所期間 6.6 年 

    全    体 84.7 歳                7.3 年

・介護度認定状況及び介護サービス利用者 

       介護認定者数 29 名（59.1％ ※要支援者を除いた平均介護度 1.42 ） 

介護サービス利用者数 24 名（48.9％）            

※介護サービス利用：通所サービス、訪問介護、福祉用具、訪問リハ 
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(１) 養護老人ホーム「万寿園」

特養の入所基準が要介護 3 以上となったことから介護が必要な方の増加や医療機関か

らの退院者、虐待被害を受けた方、生活困窮者、認知症状や精神疾患など、見守り支援

では対応できない状況から、様々な課題を有する方々の生活施設として多様な支援が求

められている。個々の入所者に応じた自立を支援する措置施設として、専門的な知識、

技術に基づいた直接的な援助はもとより、実施機関をはじめ多様な社会資源との連携に

よる支援が求められる。

   入所利用者の病状や状態悪化の為の入院先の調整、入院後のＡＤＬ低下による転院先

や退所先の調整など、個々の利用者の状況を考え、最善と思える支援に尽力する。

自立を支援する施設としての入所待機者は年々減少している一方で、虐待保護や緊急

を要する入所ニーズはが増えており、可能な限り対応することとして、入所要請に応え

ていく。今後も措置機関との連携と信頼を構築し入所者の確保と、ご利用者の安心した

相談・支援体制による質の高いサービスを提供する。

(２) 軽費老人ホームＡ型「第三万寿園」

軽費老人ホームは、高齢社会が急激に進展するなか、自立した生活に不安がある低所得

層の高齢者に住まいと生活上必要な支援を提供する施設であるが、介護等のニーズを抱え

る入所者が増加しており、個々の利用者の事情に応じた適切な支援が求められている。 

（３）事故の未然防止及び再発防止の徹底

転倒や誤嚥など事故リスクを抱えている利用者が年々増加している。利用者の安全を守

り万寿園での生活を長く継続するために、事故の未然防止及び再発防止に取り組まなけれ

ばならない。利用者個々の日常生活における事故のリスクをアセスメントし、福祉用具等

を活用した生活環境の整備や、支援内容を支援計画に位置付け職員が情報を把握して支援

する。

感染症委員会、安全衛生委員会では、感染症予防・感染症の拡大防止の取り組みを強化

する。事故防止委員会では、ヒヤリハット及び事故報告の分析と再発防止策の検討と、事

故の未然防止のための気づきの視点がもてるよう職員の力量を向上させる。

利用者の体力維持向上のため、外部のサービス・資源を活用しながら、施設内でも利用

者にリハビリの機会を提供する取り組みを行う。

２ 地域社会から信頼され貢献できる施設として 

（１）地域包括ケアシステムの一翼を担う

生活課題を抱え、地域社会で孤立しがちな高齢者が増加している中、高齢者のセーフ

ティネットとしての役割を持つ施設として、関係機関と連携を図りながら施設の役割・機

能を地域に周知し、地域住民のニーズに応える事業を促進しなければならない。 

統括事業所第二万寿と連携協力し地域住民が求めている活動をさらに推進する。現に実

施してきた「体操教室」「日曜レストラン」「健康講座」「産業祭への出店」「配食サービ

ス」「介護職員初任者研修」を今年度も開催する。第二万寿と定期的に実施している地域

支援連絡会等により地域ニーズへの共通理解を深めるとともに、東村山市内の他法人との

ネットワーク化を実現し、協同して地域の公益活動の推進を目指す。 

（２）コンプライアンス推進への確かな取り組み 

地域社会から信頼され貢献できる施設であるためには、法人理念・倫理に則った行動が

とれるよう「コンプライアンス」の徹底が必要不可欠である。 

公益性の高い社会福祉事業の担い手として、職員一人ひとりがその自覚をもつこと、 

ルールや社会的規範を守って行動する行動規範をしっかりと根付かせるため、施設内や外

部の研修を繰り返し行っていく。 
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３ 職員の育成および専門性向上に向けた取り組みの必要性

養護老人ホーム及び軽費老人ホームの利用者が抱えている事情は様々であり、生活課題

も一人ひとり異なっている。その利用者を支える職員には幅広く、かつ専門的なスキルが

求められている。近年さらに ADL の低下・認知症状を有する方が増えているため、職員

の専門性を高めるための研修を実施していく。

また、新入職員の育成には、新入職員に近い立場の若年職員が、中途採用職員には中堅

職員が指導・相談相手となるよう OJT メンバーを工夫する。

４ プライバシーと快適な居住環境確保のための施設改修

平成 31 年 3 月より着工した大規模改修を、計画的に推進していくなか将来的な視点で

ご利用者の生活について検討を重ね基本的な方針を作成する。

5 養護老人ホームの今後の「在り方」の検討

    養護老人ホームの今後の在り方については、様々な機関等で検討されてきた。また法人

としても大きな課題としてとらえ検討を進めてきた。社会の状況等々も把握しながら検討

を継続していく。

Ⅲ 2019（平成 31）年度 事 業 運 営 計 画

（１）利用者の個別状況に即した支援の実践と支援内容の質の向上

ア 利用者本人の意思を尊重しつつ、支援の内容と意義の理解を図りながら、現実的で可能な限

り自立した生活状態が確保できるよう、質の高いケアを提供する。 

・利用者の意思を尊重し、各係により生活全般を考え、適切なアセスメントとモニタリング

により生活場面における課題を的確に把握し具体的な対応を明確にした支援計画を策定す

る。  

・個々の支援にあたる際の、個々の利用者支援計画に関する職員の共通認識を徹底する。 

  ・個別の支援計画内容が効果的であるのか、日々の生活の中でのモニタリングを徹底し、見

直しが必要な時は随時に実施するカンファレンスにより、新たな支援計画を作成し各係で

連携するために共有化を図る。 

イ  利用者本位の生活支援の実践 

  ・個別支援計画に基づき、行事等も活用した計画の具体的推進を図る 

  ・他職種協働（チームケア）による効果的で質の高い支援を目指すために職員個々のスキル

アップを図る 

 ・利用者の意見を反映する季節ごとの行事、園外行事 等の企画・実行 

  ・利用者の主体的活動を促進するクラブ活動等の活性化 

  ・施設環境を整え、より安心・安全・快適な生活環境に向けた取り組み 

ウ 安全対策の強化及び事故防止の徹底

安全対策については現在も様々な仕組みにより対応や検討を重ねてきたが、事故が起

こると重大な事案になり得る「入浴中の事故防止」や「配薬の事故防止」については、ヒ

ヤリハット報告など気づきがあった時点で迅速かつ具体的な対策を立てる。利用者につい

ても事故防止の意識付けを促すため、安全教室や利用者勉強会を実施する。

・事故防止対策についての職員研修の実施（年２回）

・事故防止委員会の開催及び事例を基にした再発防止策の取り組み

・利用者向けの交通安全講話・避難訓練・感染症予防勉強会の実施

・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

・健康体操（週２）、気功体操（月１）、生活リハビリ（随時）に加え平行棒・マットを

使用した転倒予防・歩行機能向上リハビリを今年度実施する。
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エ  施設運営へ利用者意向の反映促進 

・万寿園、第三万寿園の全利用者を対象とした全体懇談会の開催（年 2回） 

  ・利用者のより具体的な意見の反映する取組みとしてフロア別懇談会の実施（年 2回） 

・担当支援員及び生活相談員の定期的及び随時の面談の実施 

・第三者評価、利用者満足度調査、利用者意向アンケートの活用 

オ 「健康の維持」「食の楽しさ」に向けた取り組み 

・セントラルキッチンを中心に食の質の向上について検討を進める。 

・セントラルキッチン及び各サテライトキッチンでの検討により、食材費等について検証す

る。 

・今年度は、食事サービス会議にて今まで提供していない献立及び提供方法などを検討する。 

・健康に配慮し個々の利用者の状況や希望に沿った「食」の提供と工夫に努める。 

・日本の伝統的な行事に合わせた料理を提供する。 

・料理を見て楽しみながら選ぶ場を提供する機会を増やす。 

・ここ数年継続してきたお楽しみ食、(前期、後期の年 2回)「握り寿司」「うなぎ」「ラーメ

ン」「すき焼き」「天ぷら」などを事前に選択し、小グループの会場にてメニューを見て、

食材や食べ方などを選択し、目の前で調理した出来立て料理の提供はご利用者から好評な

ことから継続する。 

・恒例である何種類かの料理の中から、利用者自身が好きな料理を好きな分量取りながら楽

しむバイキング方式での食事提供を継続する。 

  カ 医療機関との連携協力による健康維持の推進  

・利用者の医療的支援ニーズの増加に対応して、協力医療機関及び地域医療機関とのより一

層の連携関係の強化を図る。 

    ・入退院の適切な判断と前後の適切な入所者処遇に向け各係との情報の共有と連携により、

医療機関との相互理解を深めた対応による生活の維持 

    ・定期受診等の結果情報の共有及び自己受診者の状態を把握し、各係との連携による対応 

（２）地域社会と共に支え合う施設運営  

  ア 市内の高齢者施設連絡会、社会福祉法人連絡会と連携協力し、地域に向けた事業を展開する 

イ 統括事業所第二万寿と連携協力し、地域支援・地域交流の促進を図るための「地域支援連絡

会」の定期開催 

ウ  利用者ニーズに応じて地域のフォーマル及びインフォーマル資源を把握した活用を促進す

る。（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） 

  エ 地域社会貢献の推進や地域交流事業 

      現在実施している、詩吟クラブ・釣りクラブ・ダンス教室に利用者以外の地域住民用の

受け皿を設ける。 

さらに積極的に受け入れを広げ、利用者・住民の相互交流を行うこと、施設資源を地域

社会に還元することの両立を目指す。 

またボランティアの受け入れ態勢を整える。 

・地域住民が参加できるクラブを拡大し、新たにニーズのある麻雀・卓球・料理などの受け

入れを目指す。（7月までに） 

    ・生きがいを求める地域住民と施設の運営の助けとなるボランティアのコーディネート方法 

     を考え、積極的にボランティアを活用できる環境を整える。（9月までに） 

・地域市民講座、いきいき健康講座（年３回 6月 10月 12 月 実施）、 

・地域高齢者に対する「運動教室」の開催（第二万寿園会場：毎週土曜） 

    ・地域市民に対する食事と居場所の提供事業「日曜レストラン」の開催 

・地域交流納涼大会、敬老行事等における、近隣住民及び区父子関係施設等との相互交流  

・地域サロン、喫茶「すまいる」における地域住民と利用者交流の拡大  
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・子供サロン利用者と施設利用者との交流（絵本読み聞かせなど一緒に遊びながら、 

利用者と子供の交流と子供の見守りを図る） 

    ・地域行事への参加や地域の自治会や民生委員との関係つくりの推進 

      市民産業まつり、公民館行事、近隣老人施設との交流（釣り・焼き芋・カラオケ） 

    ・近隣の学校等（保育園、小・中・高校）との交流促進  

      学校行事参加、老人ホーム体験学習、施設利用者との相互交流会、施設行事ボランティ

ア参加 

    ・実情に即した地域防災を目指し、地域自治体との協力体制の推進と確立 

  オ 施設資源の有効活用 

    ・法人の東村山地区の事業所職員による「介護初任者研修」の実施と研修参加者への就支援 

の実施 

    ・施設集会室等の貸出（地域住民サロン、子供サロン、介護予防教室、音楽活動、民舞 等） 

    ・備品貸出（納涼機材、プロジェクター、放送機材、椅子テーブル 等） 

（３）健康管理・感染症対策への取組み 

ア 感染症の発生予防やまん延防止を図るため、感染症委員会を毎月開催し、感染症防止に取り

組む。また、感染症予防マニュアルの見直しを行い感染拡大防止に関する訓練を実施し、感

染予防に対する意識を高める。（非常勤を含む全職員及び利用者対象に 6月、11月の年２回

研修会を実施）また、ご利用者に感染症の理解と協力の必要性を伝える活動を強める。 

イ 利用者の健康管理 

  ・体調不良時の利用者の健康管理（受診の必要性の的確な判断） 

 ・利用者の健康管理健診（血圧測定・体重測定・検尿）の年２回実施 

 ・嘱託医による「健康診断」年１回実施（胸部 X-P・心電図・採血・診察） 

 ・インフルエンザワクチン接種の実施（11 月実施：全利用者、職員） 

 ・感染予防の共通理解と対策の継続（11月～３月 感染予防対策実施） 

  感染予防利用者勉強会の開催（6月 11 月）  

 ・感染症発症時の適切な対応 

 ・利用者からの預かり薬の管理（他科とのセット含む） 

 ・安全衛生管理年間実施計画の作成による計画的な実施 

 ・利用者体力測定の継続実施 

ウ 医療機関及び保健所・関係機関との連携 

    ・集団感染発症時の迅速な報告による適切な対応 

（４） 施設経営基盤の確立への取組み 

 ア  養護 稼働率の維持  

   ・実施機関等との緊密な情報交換 

   ・高齢者相談機関等との情報交換 

   ・緊急ケース、困難ケースの極力対応 

 イ 事業運営の合理化、効率化に向けた現状の見直しと経費削減の推進  

   ・職員の勤務時間、非正規職員配置の効率化 

      ・全ての消耗品の価格の見直し及びその他の購入物品の比較調査 

・個々の利用者支給物品内容の再点検 

   ・行事・クラブ活動等経費の効果的効率的な執行 

（５）経年劣化に伴う設備改修工事 

東京都による施設大規模改修費補助については、原則、養護老人ホームは特定施設（個室）

であること、軽費老人ホームはケアハウスであることに限定しているが、東村山市長からの意

見書により都の補助を受けられることとなり、昨年度末から引き続いて大規模改修を今年度も
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実施する。 

なお、１５年程度先には施設建て替えの必要性があることから、今後の地域社会における養

護老人ホーム、軽費老人ホームとしての有り方を踏まえた具体的な整備計画の検討を進める。 

ア 大規模改修の内容 

・外壁、屋上防水 塗り替え工事 

・居室の扉、壁、床、天井、照明、網戸交換等の改修 

・廊下の張替え 

・食堂等共用部分の改修 

・その他（補助対象外） 

 ＊養護居室内の収納タンスの更新 

 ＊大型洗濯機、乾燥器の更新の検討 

（６）安全（災害）管理 

  ア 災害予防等の危機管理意識の高揚に努めるとともに、火災予防に対する安全管理意識の向上に

取組み、事業所における危機管理体制の強化を図る。 

 イ  災害に備えて、防災設備、備蓄食品、帰宅困難者対応備品などの整備促進を図る。 

（７）コンプライアンスの推進

事業運営に関して、法令に定められている基準や社会的なルールを理解し、施設に対する 

信頼を損なうことのないよう、行動指針に基づく点検や啓発を強化する。 

利用者・施設の財産（金銭）を守るため、決まった手順・ルールを守るという基本を遵守す

るよう以下の取り組みを行う。 

・新人職員や非常勤職員に対する法人理念に則った行動への啓発強化（研修 4月） 

・定期的なセルフチェックの実施（組織、個人） 

・全職員に対するコンプライアンスも含めた基本的な行動規範についての研修実施（10月） 

・個別指導を要する職員への指導強化 

・施設としての「コンプライアンス委員会」の組織化と「コンプライアンス規程」整備

の検討 

（８）職員のスキルの向上

職員の経験年数、業務内容、職層等（非常勤職員含む）に応じて必要となるスキルの向上

を図るために、多様な機会をとらえた計画的な研修参加を推進する。 

ア 専門的分野の知識、技術の習得 

・入所者の個々のニーズに対応した的確な支援を行うために、求められる専門的な知識・技

術の習得を図る。 

（認知症、精神障害、アルコール依存症等への対応） 

  イ 対人支援を行う職員としての基礎的スキルの確保向上を図る。 

（サービスマナー、ケースワーク技術、感染症の予防と対応等） 

ウ 指導層職員に求められるリーダーシップ力の向上。 

（コーチング技術、組織マネージメント力、意識改革等） 

エ 多様な研修機会の確保（非正規職員の参加促進を図る）  

・年間研修計画を作成のうえ、着実に実施する。 

・職員の経験や理解等に応じた個別研修計画を作成し、自覚を持った研修参加を推進する。 

・職員会議を活用した定例短時間研修の効果的な実施 

・東村山ブロック職員研修としての研修企画 

・法人研修、外部機関研修への参加 
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Ⅳ 組織  

組織図（統括事業所 万寿） 

管理係管理課

統
括
事
業
所
長

相談支援係

養護老人ホーム支援課 看護担当

副
統
括
事
業
所
長

（
兼
務
）

栄養・調理担当

軽費老人ホーム支援課

相談支援係

看護担当

栄養・調理担当
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Ⅴ 2019（平成 31）年度万寿園予算計画 

（１） 当初予算概要 

単位：千円 

30 年度予算 

①

31 年度予算 

② 

差し引き 

（③＝②－①） 

事業活動収入 計 331,414 332,436 1,022

事業活動支出 計 298,331 323,992 25,661

人件費支出 177,553 186,680 9,127

事業費支出 88,374 105,566 17,192

事務費支出 31,719 31,106 △613

その他の支出 685 640 △45

事業活動収支差額 33,083 8,444 △24,639

施設整備等収入 計 500 49,500 49,000

施設整備等支出 計 28,061 95,515 67,454

施設整備等収支差額 △27,561 △46,015 △18,454

その他の活動収入 1,300 44,380 43,080

その他の活動支出 6,811 6,809 △2

積立資産支出 411 409 △2

拠点区分間繰入金支出 6,400 6,400 0

 0 0 0

その他活動による収支差額 △5,511 37,571 43,082

予備費支出 

当期資金収支差額合計 11 0 △11

前期末支払資金残高 71,233 71,244 11

当期末支払資金残高 71,244 71,244 0

 ＊ 資金収支予算書 ： 別添一覧表を参照 

(2）当初予算における主な指標値 など  

    稼働率  ： ９８．６ ％  

    人件費率 ： ５６．２ ％  

    委託比率 ：  １．７ ％  

  事業活動収入内の補助金収入 

      ５２，５７４千円   

    内訳 サービス推進費 ５２，５７４千円 

          建物維持管理費      ０千円 

積立金      ０千円   大規模改修工事へ充当 

    拠点区分間繰入金支出 ： 本部会計への繰入金支出 ６，４００千円  

              （国の運営費運用指導通知に基づき、前年度末支払資金残高から充当） 
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Ⅵ 2019（平成 31）年度第三万寿園予算計画   

(1) 当初予算概要 

                                    単位：千円 

 30 年度予算 

①

31 年度予算 

②

差し引き 

（③＝②－①） 

事業活動収入 計 137,375 137,671 296 

事業活動支出 計 128,660 133,551 4,891 

人件費支出 95,180 99,203 4,023 

事業費支出 24,657 25,314 657 

事務費支出 8,612 8,823 211 

その他の支出 211 211 0 

事業活動収支差額 8,715 4,120 △4,595 

施設整備等収入 計 0 0 0 

施設整備等支出 計 8,101 25,093 16,992 

施設整備等収支差額 △8,101 △25,093 △16,992 

その他の活動収入 5,883 24,770 18,887 

その他の活動支出 6,497 2,997 △3,500 

積立資産支出 3,997 497 △3,500 

拠点区分間繰入金支出 2,500 2,500 0 

その他活動による収支差額 △614 21,773 22,387 

当期資金収支差額合計 0 800 800 

前期末支払資金残高 20,045 20,045 0 

当期末支払資金残高 20,045 20,845 800 

＊ 資金収支予算書 ： 別添一覧表を参照 

(2）当初予算における主な指標値 など  

  稼働率  ：  １００ ％  

  人件費率 ： ７２．０ ％  

  委託比率 ：  １．３ ％  

  事業活動収入内の補助金収入 

           ９２，３１１千円   

    内訳 東京都運営費   ６８，６９４千円 

          サービス推進費  ２３，６１７千円 

    拠点区分間繰入金支出 ： 本部会計への繰入金支出 ２,５００千円  

              （国の運営費運用指導通知に基づき、前年度末支払資金残高から充当） 


