平成 29 年度社会福祉法人大野原福祉会事業報告
平成 29 年度社会福祉法人大野原福祉会事業報告を次のとおり行ないます。

※ 社会福祉法人大野原福祉会の事業報告
１．
会議
（１）理事会
・平成２９年５月２５日
議案第１号 平成２８年度社会福祉法人大野原福祉会事業報告について
議案第２号 平成２８年度社会福祉法人大野原福祉会会計決算の承認を求める
件について
報告第 1 号 理事長の専決事項について
・平成２９年６月１５日
議案第 1 号 理事長の選任について
議案第 2 号 社会福祉法人大野原福祉会経理規程の一部改正(案)について
議案第 3 号 社会福祉法人大野原福祉会事務決裁規程 の一部改正(案)に
ついて
議案第 4 号 社会福祉法人大野原福祉会資金運用規程の一部改正(案)について
・平成３０年３月３０日
議案第１号 介護老人保健施設ひうち荘施設長の選任同意について
議案第２号 評議員(補欠)の選任同意について
議案第３号 社会福祉法人大野原福祉会就業規則の一部改正（案）について
議案第４号 育児休業等に関する規程の一部改正（案）について
議案第５号 介護休業等に関する規程の一部改正（案）について
議案第６号 平成３０年度の委託業務の承認について
議案第７号 平成２９年度介護老人保健施設ひうち荘拠点区分資金収支補正予算
(案）について
議案第８号 平成３０年度介護老人保健施設ひうち荘拠点区分事業計画（案）につ
いて
議案第９号 平成３０年度介護老人保健施設ひうち荘拠点区分資金収支予算(案）
について
議案第１０号 平成２９年度特別養護老人ホームひうち拠点区分資金収支補正予算
(案）について
議案第１１号 平成３０年度特別養護老人ホームひうち拠点区分事業計画（案）につ
いて
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議案第１２号 平成３０年度特別養護老人ホームひうち拠点区分資金収支予算(案)
について
議案第１３号 社会福祉法人大野原福祉会資金管理規程に基づく資金運用計画
（案）について
報告第１号 理事長の専決事項について
報告第２号 介護保険法第 24 条第 1 項の規定に基づく実地指導の結果につい
て
その他 平成３０年度苦情解決第三者委員の委嘱について
（２）評議員会
・平成２９年６月１５日
議案第 1 号 理事・監事の選任同意について
議案第 2 号 平成２８年度社会福祉法人大野原福祉会事業報告について
議案第 3 号 平成２８年度社会福祉法人大野原福祉会会計決算の承認を求める
件について
２．
監査
（１）決算監査
３．

法人の事務処理
（１）理事・監事の選任

平成２９年５月２３日

平成２９年６月１５日

(理事７名

（２）理事長の選任
平成２９年６月１５日
１名
（３）評議員(補欠)の選任同意
平成３０年３月３０日
５名
法人登記事項の変更
平成２９年６月１９日変更 平成２９年３月３１日資産の総額登記
平成２９年６月１５日変更 社会福祉法人理事の変更登記
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監事２名)

※ 介護老人保健施設ひうち荘等の事業報告

１.運営報告
平成２９年度の利用者は、入所者一日平均９０．６人、短期入所者一日平均１.３人
で、昨年と比べますと０．１人ほど短期入所は若干増えておりますが、入所者は
1．５人減で、入所、短期入所者の年間延べ合計は３３，５５９人の利用となりました。
２８年度末のインフルエンザ対策にて入所制限をし、年度初めは１日平均の入所が
９０人を下回りました。
２９年度も１１月２９日に１名インフルエンザ感染者が発症し、即座に感染対策委
員会を開催し、３月初旬まで面会制限をして利用者様、ご家族様等々にはご不便をか
けましたが、感染防止に努め、１日平均９０名を切ることなく事なきを得ました。
一方、通所は、台風、降雪により送迎中の安全を考慮し３日ほど閉めましたが、昨
年より年間で２４６人増え延べ５，５６６人の利用があり、１日平均も１名増え２３
人となりました。
また、老朽化しておりました送迎車輌を更新し、安全安心はもとより、真新しい車
輌になり、利用者様からも大変喜んでいただております。
徐々に新規利用者も増えつつありますが、今後も利用増に努めてまいります。
２.施設・設備改修事業報告
(1) 福祉車両

１台

３，２９５，６９２円

３.処遇報告
個々のケアプランに沿って、医療、機能訓練、看護、介護、日常生活上の世話を行
ない、ご利用者が「にこやか」で「個性豊かに」過せることが出来るようにサービス
の提供を行なってまいりました。
本年も各ボランティア団体の方々の心温まるご奉仕をいただき荘内、荘外において
さまざまな催しや環境整備が出来ました。
年間を通して生花奉仕、草刈奉仕、カラオケ、ＪＡ女性部の方々のレクリェーショ
ン活動、おたのしみ会、クリスマス会等々を通して、楽しいひと時を過ごしました。
また、恒例になっております花見、納涼会、運動会は大勢のご家族の参加をいただ
き団欒と絆の場としても大変有意義でした。
今後も地域に密着した介護施設として利用者個々の生活を尊重し、自主性をそこ
なうことなく、安心かつ快適に過ごせるよう支援してまいります。
４.利用者数
（1）入 所 者
（2）短期入所者

年間延べ
年間延べ

３３，０６８人
４９１人

１日当たり平均
１日当たり平均

９０．６人
１．３人

（3）通 所 者

年間延べ

５，５６６人
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１日当たり平均

２３．０人

５.職員数
（1）常勤職員
・医師（施設長）１名 ・事務長１名 ・事務員４名 ・看護職員１２名
・介護職員３４名 ・理学療法士３名 ・作業療法士２名 ・支援相談員１名
（2）非常勤職員
・医師１人 ・看護職員２名 ・介護職員１名 ・介護支援専門員１名
・管理栄養士１名 ・洗濯業務２名 ・介護補助２名 ・洗身業務２名
・運転業務３名
合計７３名
６. ひうち荘居宅介護支援事業所
（1）利用人員
年間件数
内訳 要介護者
要支援者
総合事業対象者
（2）職員数
・介護支援専門員

５１３件
３４４件
１５７件
１２件

月平均
月平均
月平均
月平均

４２．８件
２８．７件
１３．１件
１．０件

１名

７. 観音寺市生きがい活動通所事業・観音寺市地域支援通所事業
（1）利用人員
年間利用人数
延べ１,９３８人
１日平均
７．６人
内訳 観音寺市生きがい活動通所事業
延べ
３９８人
観音寺市地域支援通所事業
延べ１,５４０人
（2）職員数
・介護職員
１名
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※

特別養護老人ホームひうちの事業報告

1.運営報告
29 年度施設利用者は定員 50 人のところ平均在籍者 49.3 人（対前年 △0.1 人）、入
院者を除いた人所者数は一日平均 47.8 人（同 ±0 人）となりました。また、年度末
の平均介護度は 4.18（同 △0.08）、平均年齢は 89.1 歳で（同 ＋0.4 歳）です。地域
における介護施設として、利用者の安心安全な介護業務に努めています。
2.処遇報告
入所者様に季節の香りを味わって頂こうと、4 月お花見、10 月ちょうさ祭り見物と
施設外へお連れしました。またユニットごとの外出行事で、ツツジ見物、ファミリー
レストラン、豊浜サービスエリア、スーパーでの買い物等に行きました。施設内にお
きましても、6 月運動会、7 月ソーメン流し、8 月納涼祭、9 月敬老会、10 月ちょうさ・
獅子舞来訪、イモ炊き、12 月クリスマス会、1 月新年茶会、2 月のど自慢大会、3 月ひ
な祭り、年 3 回のホーム喫茶などの行事を行いました。但し、インフルエンザ感染防
止のため、12 月～3 月の間は外部ボランティアの受入れを中止しました。
地元及び周辺の皆様から、夏秋の草刈、季節の生け花、尺八演奏、幼稚園児の慰問、
大野原音頭保存会の踊り、カラオケ等のボランティアを行事に合わせてしていただき
ました。地域との交流を続けています。
3.入所者について（30 年 3 月末現在 50 名）
（１）旧市町別入所者数
大野原町 22 名
旧観音寺市 18 名
豊浜町 4 名
三野町 1 名
丸亀市 1 名
小豆島町 1 名

山本町 3 名

（２）要介護度別入所者数
介護度５―18 名、介護度４―23 名、介護度３―9 名
（３）待機者数 146 名
4.防火訓練の実施
6 月 21 日

12 月 6 日

5.職員数（30 年 3 月末現在） 合 計 44 名
・医師（嘱託医師）2 名 ・施設長 1 名
・事務員 2 名
・看護師 3 名
・介護職員 25 名
・作業療法士 1 名 ・管理栄養士 1 名
・介護支援専門員 1 名 ・生活相談員 1 名
・パートタイマー 7 名（看護師 1 名、介護職員 2 名、入浴介助員 2 名、洗濯 2 名）
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