
平成２９年度 社会福祉法人 檪山福祉会事業報告書 
 

 

 理事会の開催 
 

 平成 29年 5月 19日 
 

 

平成２８年度 事業報告 ４事業 平成２８年度 決算報告 ４会計 平成２８年度 監事監査報告 現況報告 
 平成 29年 6月 2日 
 

理事長の選任について 理事担当業務の再選任について その他 
 平成 29年 12月 15日 
 

平成２９年度第１次補正予算（案）４会計 就業規則（給与規程、育児介護休業の一部変更について その他 
 

 平成 30年 3月 23日 平成２９年度第２次補正予算（案）４会計 平成３０年度 事業計画（案）について ４事業 平成３０年度 予算（案）４会計 現況報告 
 

 

 評議員会の開催 
 

 平成 29年 6月 2日 
 

 

次期理事及び監事選任について 平成２８年度事業報告 ４事業 平成２８年度決算報告 ４事業 役員及び評議員報酬規程等改正について その他 
 

 平成 30年 5月 11日   監事監査   
 

 

 



 

-                    平成２９年度『ケアハウス梨花苑』事業報告書      （平成２９年度利用料金）      生 活 費      ￥４６，０９０     サービス提供費    ￥５７,３００     居 住 費      ￥２４，０００    （入居状況）        退所者          男性３名、女性６名        退所理由        入院、他施設入居        新入居者        男性１名、女性６名        利用定員    ５６名（平成30年4月1日現在 男性16名、女性40名）     （保守点検状況）        防災設備保守点検      ～  年２回   （有限会社カサヤ防災）        昇降機等保守点検      ～  月１回   （東芝エレベーター）        浄化槽維持管理        ～  月２回   （セコム）        非常通報設備          ～  随  時   （セコム）        ボイラー、エアコン保守管理   ～   年５回  （セコム）        浴槽ろ過設備保守管理         ～   年６回  （セコム）        館内清掃業務                 ～    （株式会社ゼスト）        空調機器保守管理      ～  年２回   （東京矢崎）     （入居者処遇）        施設行事        平成２９年４月２０日～春の制作        平成２９年５月１２日～振り込め詐欺防犯講習会        平成２９年５月１８日～新茶会        平成２９年６月１５日～感染症講習会（食中毒・熱中症）        平成２９年７月 ６日～七夕飾り制作        平成２９年８月 ３日～フルーツ・スイーツバイキング        平成２９年９月１４日～敬老会        平成２９年１１月１日～開苑記念祝賀会（寿司御膳）         平成２９年１１月９日～感染症講習会（インフルエンザ）        平成２９年１２月１４日～クリスマス・ビンゴ大会        平成３０年１月 １日～正月料理、正月飾り        平成３０年２月 ３日～節分（転倒防止・ノロ対策講習会）        平成３０年３月 ３日～雛祭り    



 

     （入居者状況）        身体状況               杖歩行者                  男性２名、女性 ４名               シルバーカー・歩行器使用者  男性２名、女性７名               ヘルパー利用者            男性１１名、女性１４名               車椅子使用者              男性１名、女性 ０名               要支援１（６名） 要支援２（８名） 要介護１（１２名）        要介護２（６名） 要介護３（３名） 要介護４（０名）        要介護５（０名）               デイサービス利用者        男性８名、女性１７名        デイケア利用者       男性３名、女性 ４名               訪問看護利用者            男性０名、 女性 ６名                   訪問医療           男性４名、 女性 ６名                          生活状況               施設で行っている同好会への参加                           カラオケ  ～  毎週月曜日  水曜日 金曜日                          映画鑑賞会  ～ 月１回         ☆入居者個々の生活スタイルに合わせる（集団生活のルールは厳守） ☆外泊は事務所へ外泊届を提出する。        事故状況        居室内での急変後病院搬送        居室内での転倒         家族とのつながり               体調変化、介護サービス検討及び導入時、その他問題発生時にはすみやかに家族（保証人）に連絡の上対処する。    （体験入居）        希望者なし。     （訓    練）               防火、防災訓練の実施。（年３回）                           平成２９年 ６月３０日                           平成２９年１１月１７日              平成３０年 ３月２７日                   《指摘事項》                           職員間の声かけによる応援体制の充実   



 

（シルバー人材センター）        毎日の館内清掃の依頼・適時施設植栽剪定及び除草作業の依頼       （研    修）               施設外研修              平成２９年 ８月 平成２９年度施設長・事務担当者研修 ～ 相談員              ８月 養護・ケア・軽費合同部会 ～ 介護職員              ９月 食中毒・感染症対策研修会 ～ 栄養士                       １０月  高齢者・障害者施設向け感染症研修会 ～ 相談員              １２月 省エネ補助金活用術 ～ 相談員         平成３０年 ２月  認定調査員現認研修 ～ ケアマネ              ３月 介護保険集団指導 ～ ケアマネ                      施設内研修（全職員対象）              平成２９年 ６月  食中毒・熱中症等対応について                         ６月  高齢者の転倒・怪我について                       １０月  感染症について             １１月  高齢者（入居者・利用者）の虐待防止にむけて             １１月  ＡＥＤ講習会（セコム）        平成３０年 ３月 安全運転、職員基礎研修（身体拘束、虐待、認知症、                 プライバシー保護、倫理、苦情対応、接遇マナー）       （会    議）               ケアカンファレンスの開催（毎日）                         ケアハウス入居者・デイサービス利用者の状況把握、処遇等について全職種が参加               職員会議                         情報交換及び行事計画等について開催             施設単位での報告、連絡              各施設サービス内容の検討         各委員会活動        ○事故防止対策委員会 ～ 介護事故全般の他転倒事故等の検証        ○感染症対策委員会 ～ 各種感染症予防啓発活動、講習会の開催                    及び研修会への参加        ○災害対策委員会 ～ 防災訓練の実施及び非常食の管理、消防研修への参加、震災対応。        ○安全運転管理者 ～ 安全運転教育及び点検、研修会への参加。        ○社内研修 ～ 職員のスキルアップを目指し担当職員が個々に                内容を決めて研修会を開催 



 

              平成２９年度「デイサービスセンター梨花苑」事業報告書  ［運営形態］ １．利用定員         ２５名/１日  ２．利用時間         ９：３０～１５：３０ （５時間以上７時間未満）  ３．営業日      月曜、火曜、水曜、金曜、土曜（週５日営業）  ４．利用単価     要支援１・２（介護予防・総合事業）、要介護  

 ※収入に応じて、基本単価・加算・減算（介護保険）が２割負担になることがあります。 ※介護予防・総合事業（要支援１・要支援２） ☆ サービス提供体制加算Ⅱ ・介護 \ ６/１日 ・要支援１ \２４/一ヶ月 ・要支援２ \４８/一ヶ月  ☆ 同一建物・送迎減算 ・介護 \-９４（往復） \-４７（片道） ・要支援１ \-３７６/月 要支援２ \-７５２/月                     ※ 地域加算 ：1.4％（7級地） ☆ 食事代￥４３０（おやつ代込）  ５．平成２９年度介護サービス情報の公表に係る調査について    ＷＥＢシステムを利用し基本情報、運営情報を千葉県介護サービス情報公表    継続中  ６．防火・防災訓練について        平成２９年 ６月３０日         平成２９年１１月１７日       平成３０年 ３月２７日   

一日あたりの利用料 介護保険適用時の 自己負担金額（１割） 介護保険適用時の 自己負担額（２割）                       要支援１ 予防・総合事業  1,６４７円 ３,２９４円  要支援２ 予防・総合事業 ３,３７７円 ６,７５４円   要介護１ ５７２円  １,１４４円   要介護２ ６７６円 １,３５２円  要介護３ ７８０円 １,５６０円  要介護４ ８８４円 １,７６８円  要介護５ ９８８円 １,９７６円  入浴加算 ５０円  １００円 



 

  ７．介護保険利用実績  総登録者数 男性１４名、女性２９名 合計４３名（平成３０年３月３１日現在）   （介護度内訳）       ・介護予防  支援１ 男性２名、女性１名  支援２ 男性１名、女性３名     利用廃止人数     男性 ３名、女性 １６名  合計１９名     新規登録者数     男性 ３名、女性 １１名  合計１４名     実利用平均稼働率     ８０％（一日平均２０名利用）                ［請求方法］            国保連への伝送請求  ・介護給付費単位数標準マスタ利用契約（国保連との契約）～ ９，０００円  ・介護保険給付伝送システム保守契約（ＳＣシステムズ）～  ８４,２４０円     ［行事、毎月の誕生会、レクリェーション］ ４  月～ 花見ドライブ、ギター演奏会、ケーナ演奏会 フォークソング（フレッシュシンガーズ） ５  月～ ギター演奏会、 ６ 月～ フラダンス（チーム・ドリーム）、ギター演奏会      フォークソング（フレッシュシンガーズ）、浅藤会 ７  月～ ギター演奏会 ８ 月～ 八丈太鼓演奏、フォークソング（フレッシュシンガーズ） ９  月～ 敬老会、保育園児交流会（ふじの子保育園）  １０月～ フォークソング（フレッシュシンガーズ）、施設内散歩       朗読ボランティア（虹色風船） １１月～ 感染症予防講習会、ギター演奏、紅葉ドライブ、 １２月～ クリスマス会、ギター演奏会 １  月～ ギター演奏、フラダンス（チーム・ドリーム） ２  月～ 節分、フォークソング（フレッシュシンガーズ）               

介護度 男性 女性 小計 要介護１ ４名 １２名 １６名 要介護２ ３名 ６名 ９名 要介護３ １名 ５名 ６名 要介護４ ２名 １名 ３名 要介護５ １名 １名 ２名 合    計 １１名 ２５名 ３６名 



 

  ☆ 毎朝ラジオ体操、レクリェーション前の手の体操、ストレッチ    口腔体操、カラオケ体操の実施  ☆ 毎月１回の誕生会  ☆ 余暇活動（習字、折り紙、塗り絵、共同制作等）  ［研    修］ ・ 平成２９年度介護保険指定事業者集団指導への参加  ・ 鎌ケ谷市地域包括ケアシステム事業者説明会    [施設内研修]  ・高齢者の転倒・怪我ついて。  ・熱中症、脱水症、食中毒、感染症への心得  ・高齢者の虐待防止について  ・ＡＥＤ講習会  ・プライバシー保護いついて、苦情対応について、接遇マナー  ・リスクマネジメント、交通事故（安全運転）について  ・職員基礎研修（身体拘束、認知症、倫理）    [インターンシップの受け入れ]  ・鎌ヶ谷西高校   女性２名  ７月１１,１２,１４日    [ボランティアの受け入れ]   ・保育園児との交流 ～ ふじの子保育園   ・笑福踊り     ～ 笑南会   ・フラダンス    ～ チーム ドリーム   ・フォークソング  ～ フレッシュシンガーズ   ・朗読・紙芝居   ～ 虹色風船   ・ケーナ演奏（笛） ～ 個人ボランティア   ・和太鼓演奏    ～ 八丈太鼓 さつま会   ・ギター演奏    ～ 個人    



平成２９年度「居宅介護支援事業所梨花苑」事業報告書 

 ＜運営状況＞ １． 営業時間      ９：００～１７：００ （月）～（金） 
 ２．ケアマネ担当件数   年間平均件数 ＜要支援＞   9件／１ヵ月 ＜要介護者＞ 30件／１ヵ月 
ケアマネ年間担当件数ケアマネ年間担当件数ケアマネ年間担当件数ケアマネ年間担当件数    <<<<平成平成平成平成 2222９９９９年年年年 4/14/14/14/1    ～平成～平成～平成～平成 30303030 年年年年 3/313/313/313/31＞＞＞＞        

 ３．報酬単価        要介護１・２    １０４２単位（１件）               要介護３・４・５  １３５３単位（１件）               初回加算       ３００単位（１件）               介護予防プラン    ４３０単位（１件）               入院時情報連携加算Ⅰ ２００単位（１件）               入院時情報連携加算Ⅱ １００単位（１件）               退院・退所加算    ３００単位（１件）               地域加算（７級地） 基本単位 ×10.21％上乗せ  
 ４．要介護認定調査   ・各市町村と介護保険認定調査の委託契約締結   ・各市町村から委託される介護保険更新における認定調査の実施 
   ・要介護認定調査 委託料（鎌ヶ谷市）１件  ４，３２０円 税込  ※ 認定調査 委託料は市町村によって若干違いがある。 

  ＜平成＜平成＜平成＜平成 22229999年度年度年度年度    認定調査認定調査認定調査認定調査    委託委託委託委託件数＞件数＞件数＞件数＞        ・鎌ヶ谷市 33件 ・江東区 6件 ・福山市 2件 ・市原市 1件 ・保土谷市 1件 ・足立区   2件 ・三鷹市 2件 ・船橋市 1件 
                                               合計 48件 

 4444 月月月月    5555 月月月月    6666 月月月月    7777 月月月月    8888 月月月月    9999 月月月月    10101010 月月月月    1111１１１１月月月月    12121212 月月月月    1111 月月月月    2222 月月月月    3333 月月月月      計 要支援要支援要支援要支援 1111    2 2 2 2 2 3 3 4 3 3 4 5 3５ 要支援要支援要支援要支援 2222    7 6 6 6 6 7 7 5 6 5 6 5 7２ 要支援計要支援計要支援計要支援計    9 ８ 8 8 8 10 10 9 9 8 10 10 107 要介護１要介護１要介護１要介護１    13 14 14 15 14 13 14 14 14 14 15 15 169 要介護２要介護２要介護２要介護２    9 10 11 10 9 10 8 9 8 8 8 8 108 要介護要介護要介護要介護 3333    0 0 1 1 1 1 1 1 2 3 3 5 19 要介護要介護要介護要介護 4444    1 3 3 4 3 3 2 2 2 1 1 1 26 要介護５要介護５要介護５要介護５    4 4 4 3 3 3 4 5 5 4 4 3 46 要介護計要介護計要介護計要介護計    27 31 33 33 30 30 29 31 31 30 3１ 3２ 368 



５．利用者への対応   ①利用者、家族への訪問及び調査（アセスメント）   ②利用者、家族への説明及び契約   ③市町村への届け出   ④居宅サービス計画書原案の作成、利用者、家族へ説明   ⑤居宅サービス計画書の作成及び利用者へ同意を得る   ⑥介護サービスの選定、業者との連絡調整   ⑦介護サービスの決定及び担当者会議の開催、介護サービス開始   ⑧月１回の定期訪問及びモニタリング   ⑨給付管理   ⑩在宅生活が困難な方への介護施設への入所協力 
 

 ６．より良い在宅生活を目指し介護サービス等導入への支援 ・関係行政機関、各施設（病院・介護老人保健施設等）、各市町村との連携及び   他のケアマネジャー、サービス事業所と情報交換をして在宅生活を支援する。 
 

 ７．研修等 ・鎌ヶ谷市介護支援専門員協議会研修 年間４回（鎌ヶ谷市介護支援専門員協議会） ・介護保険指定事業者集団指導        （千葉県健康福祉部保険指導課） ・安全運転講習会              （あいおいニッセイ同和損保） ・ＡＥＤ講習会               （セコム株式会社 鎌ヶ谷営業所） ・職場内研修の実施、参加（認知症対応、プライバシー保護、倫理法令順守、身体拘束等） 
 

 ８．実習生、インターシップ等受け入れ   （平成 29年度受け入れなし） 
 

 


