
 

 

令和１年度 社会福祉法人 長 安 会 事業報告 
 

 １．全体総括 

   令和１年度（平成31年度）事業計画に基づき（表１）の事業を実施しました。介護保

  険法令を遵守した上で、自主的な経営基盤の強化と提供する福祉サービスの質の向上を 

  図り（詳細は 特別養護老人ホーム桃花苑事業報告参照）各種事業を行いました。 

   また入所者の方々が安心して楽しく生活できるように明るく清潔で安全な環境づくり 

  を心掛け、入所者の人間性を尊重し、その尊厳に配慮して日常生活を支援しました。 

 

             長安会が行う事業（表１） 

  事業の種類        施設名 

第１種 社会福祉事業 介護老人福祉施設    特別養護老人ホーム桃花苑 （５０名） 

第２種 社会福祉事業 短期入所生活介護    特別養護老人ホーム桃花苑短期入所生活介護（４名） 

公益事業 診療所         桃花苑診療所 

 

２・理事会状況 

   理 事  定数6名（現員6名） 

   監 事  定数2名（現員2名） 

             

           理事会の開催状況について（表２） 

           

 回  日時及び出席人数 議案 

 １ 令和1年6月8日（土） 

     出席理事5名 

     出席監事2名 

 

 

１号議案． 平成30年度事業報告 

2・3号議案．平成30年度財務諸表、附属明細書監事監査報告の件 

 4号議案 任期満了に伴う役員重任の件      

 5号議案 定時評議員会招集の件 

 6号議案 新評議員候補推薦の件 

 7号議案 夏期勤勉手当の件 

 その他報告 社会福祉充実計画施行状況報告 

 ２ 令和1年6月22日（土）   

    出席理事5名 

    出席監事2名 

1号議案 理事長の選定 

 2号議案 業務執行理事の選定 

    

 ３ 令和1年9月28日（土）  

    出席理事 6名 

    出席監事 2名 

1号・2号議案下水道切り替え工事・ボイラー取り換えの件  

3号議案 本年度冬季賞与の件 

  4号議案 令和１年10月消費税引き上げに伴う運営規程変更の件 

  その他報告事項 介護職員等特定処遇改善について 

 ４ 令和2年1月25日（土）   

    出席理事 5名 

    出席監事 2名 

１号議案 新評議員候補推薦に伴う評議員選任・解任委員会開催の件 

2号議案 給湯・給水配管改修工事の件 

3号議案 年度末手当（3月）の件 

   その他 報告事項社会福祉充実計画進捗状況所轄庁ヒアリング等 
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5 令和2年3月21日 

              

 

１号議案 令和 1 年度 1 次補正予算 

2号議案 令和2年度事業計画案 

3号議案 令和２年度資金収支予算 

4号議案 給湯・給水配管改修工事の件 

今回は新型コロナウイルス感染症対策として、法第四十五条の十四第九

項で準用する一般法人法第九十六条の規定に基づき、議案を承認する決

議があつたものとみなすこととなった。評議員会招集は見合わせ 

 

 

 

３・評議員会状況 

   評議員 定数７名（現員７名） 

 

                       評議員会の開催状況について（表３） 

            

  回 日時及び出席人数             議案 

  １ 

 

 

 

 

令和1年6月22日（土）       １号議案 平成30年度事業報告について 

出席評議員 4名      2.3号議案 平成30年度決算報告及び監事監査報告の件 

  4号議案 任期満了に伴う役員選任の件   

  4号議案 夏期勤勉手当の件  

  その他報告事項 社会福祉充実計画の件 

  ２ 

 

令和 2 年 3 月 28 日（土）   １号議案 令和 1 年度 1 次補正予算 

    出席評議員 7名    2号議案 令和2年度事業計画案 

               3号議案 令和２年度資金収支予算 

               4号議案 給湯・給水配管改修工事の件 

今回は新型コロナウイルス感染症対策として、法第四十五条の九第十項で準用する一般法人法第九十

四条第一項の規定に基づき、議案を承認する決議があつたものとみなすこととなった。 

  

 

４・職員の状況 

 

種   別 

 

令和2年3月31日現在配置数（特養・短期入所） 

管理者（苑長）    1名（常勤兼務） 

副苑長（医師）    1名（常勤兼務） 

生活相談員    2名（常勤兼務） 

介護職員    21名（常勤専従15名、常勤兼務2名、非常勤専従4名） 

看護職員    7名（常勤専従1名、非常勤専従2名、非常勤兼務４名） 

管理栄養士    1名（非常勤専従） 

調理員    4名（常勤専従3名、非常勤専従1名） 

機能訓練指導員    4名（非常勤兼務） 

介護支援専門員    3名（常勤兼務） 

事務員    3名（常勤兼務1名、非常勤専従２名） 

介助員    2名（非常勤専従） 
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５・運営組織図（令和2年3月31日現在） 

 

 

          理 事 会         監 事           

             

 

                       評議員会  

 

          理 事 長 

 

 

          施設長（苑長） 

 

       

         副 苑 長 

 

 

     特別養護老人ホーム桃花苑      短期入所生活介護     

  

     ・生活相談員・介護支援専門員・医師・看護職員・介護職員 

 

     ・管理栄養士・調理員・機能訓練指導員・事務員・介助員 

      

 

６・職員会議等 

  特別養護老人ホーム桃花苑 職員会議及び担当者会議（各種委員会） 

 

開催日  

平成31年4月9日 （火）  職員会議担当者会議・事故発生防止・感染症対策・褥瘡予防対策・身体拘束廃止対策 

令和1年5月14日  （火） 職員会議担当者会議・事故発生防止・感染症対策・褥瘡予防対策・身体拘束廃止対策 

令和1年6月04日 （火） 職員会議担当者会議・事故発生防止・感染症対策・褥瘡予防対策・身体拘束廃止対策 

令和1年7月9日 （火） 職員会議担当者会議・事故発生防止・感染症対策・褥瘡予防対策・身体拘束廃止対策 

令和1年8月13日  （火） 職員会議担当者会議・事故発生防止・感染症対策・褥瘡予防対策・身体拘束廃止対策 

令和1年9月10日 （火） 職員会議担当者会議・事故発生防止・感染症対策・褥瘡予防対策・身体拘束廃止対策 

令和1年10月8日（火） 職員会議担当者会議・事故発生防止・感染症対策・褥瘡予防対策・身体拘束廃止対策 

令和1年11月12日（火） 職員会議担当者会議・事故発生防止・感染症対策・褥瘡予防対策・身体拘束廃止対策 

令和1年12月10日（火） 職員会議担当者会議・事故発生防止・感染症対策・褥瘡予防対策・身体拘束廃止対策 

令和2年1月7日  （火） 職員会議担当者会議・事故発生防止・感染症対策・褥瘡予防対策・身体拘束廃止対策 

令和2年2月13日 （木） 職員会議担当者会議・事故発生防止・感染症対策・褥瘡予防対策・身体拘束廃止対策 

令和2年3月10日 （火） 職員会議担当者会議・事故発生防止・感染症対策・褥瘡予防対策・身体拘束廃止対策 

出席者：苑長・副苑長・生活相談員・介護主任・介護職員・看護職員・介護支援専門員 

           管理栄養士 
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７・職員研修等 

 

  （施設内研修） 

 

 開催日 研修内容 

平成31年4月9日（火） 日常生活指導計画 認知症ケアに関する研修 

令和1年5月14日（火） 

令和1年5月14日（火） 

感染症及び食中毒発生予防に関する研修 

 身体拘束に関する研修 

令和1年6月4日（火） 

令和1年6月18日（火 

介護サービスに関する研修 

事故発生防止に関する研修 

令和1年7月3日（火） 

令和1年7月17日（火） 

喀痰吸引に関する研修 

身体拘束に関する研修 

令和1年8月13日（火） 医療に関する研修 

令和1年9月3日（火）  非常災害時対応に関する研修 

令和1年10月8日（火） 介護サービスに関する研修  

リスクマネジメントに関する研修 

令和1年11月19日（火） 身体拘束に関する研修 

倫理及び法令遵守に関する研修 

令和1年12月10日（火） 事故発生に防止に関する研修 

令和2年1月7日（火） 介護サービスに関する研修 

令和2年2月4日（火） 

令和2年2月13日（木） 

医療に関する研修 

 認知症ケアに関する研修 

令和2年3月24日（火） 年度総括 

 

参加メンバー：介護職員・看護職員・管理医師・苑長・相談員・介護支援専門員 

 

 

（施設外研修） 

 

開催日 研修内容           主催者 

平成31年4月18日（木） 共感を得る言葉セミナー     京都府社会福祉協議会 

令和1年8月2日 （金） 施設長研修         京都府健康福祉部 

令和1年10月2日  老人福祉施設看護職・介護職研修 京都福祉医療施設協議会 

令和1年10月29日  対人援助の基本姿勢・面談面接技術基礎セミナー 社会福祉協議会 

  

参加者：介護職 苑長 
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８・施設全体行事等 

 

  開催日時 行事 

平成31年4月1日 第40回開苑記念式典（祝賀弁当 紅白饅頭） 

平成31年4月 苑内 桜花見 

令和1年5月5日 端午の節句 菖蒲湯 柏餅 

令和1年5月 えんどう豆収穫  豆の皮むき 

令和1年6月 利用者の健康診断 

令和1年7月 七夕祭り 笹飾り 七夕そうめん 

令和1年8月 お盆法要  

令和1年8月 夏祭り 盆踊り、模擬店を楽しむ 夕食バイキング 

令和1年8月 五山送り火（屋上にて） 

令和1年9月 敬老祝賀会（祝賀弁当）職員による催しもの 

令和1年9月 お彼岸法要 

令和1年10月 運動会 参加種目を工夫して楽しむ（パン食い競争等） 

令和1年10月 秋祭り 地域交流を図る 

令和1年11月 利用者健診（健康診断・インフルエンザ予防接種） 

令和1年12月 

 

クリスマス会（利用者・職員全員でのプレゼント交換） 

余興・クリスマスケーキ・夕食は家族と一緒にバイキング 

令和1年12月 柚子湯 

令和1年12月 年末大掃除・門松正月飾り 餅つき 

令和2年1月 新年祝賀式(利用者・職員ともに新年を祝う) 

令和2年1月 初風呂 

令和2年1月 七草粥 

令和2年1月 鏡開き 美味しいおぜんざいを頂く 

令和2年2月 節分会 豆まき 

令和2年3月 雛祭り お祝いお菓子バイキング 

  

  

 

＊その他行事  防火点検・避難訓練・全館一斉消毒清掃 

        習字クラブ・そろばん教室・出張美容室 

        毎月のお誕生会（施設内厨房にてお弁当提供） 

        お菓子販売（週2回） 

        利用者体重測定（毎月）利用者血液検査 

         

 令和１年度は新コロナウイルス感染症対策の為、彼岸法要や３月の各種 

クラブ並びに出張美容室を取り止めました。 
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９．長安会 社会福祉充実計画実績報告 

 実施時期      事業名       事業種別       事業内容        事業費 

3年目計画   施設・設備整備事業   社会福祉事業    特別養護老人ホーム桃花苑設備 

                              ベット整備         1,414千円 

        職員育成事業      社会福祉事業    職員の更なる資質向上の為   100千円 

                              研修等の受講費用を補助する  

 

3年目実績   施設・設備整備事業   社会福祉事業    設備整備・ベッド整備       10,169千円 

       職員育成事業      社会福祉事業     職員の更なる資質向上の為    

                              研修等の受講費用を補助する    7千円 

 

１０・特別養護老人ホーム桃花苑事業 

 

 １）基本方針 

  施設の健全な環境づくりに努め、入所者の人間性を尊重し、明るく、楽しい施設で 

 安心して生活できるようにすることを基本的な使命とし、生き甲斐を呼び起こす施設 

 とするため 種々の事業を実施。 

  

  ① 生活指導 

   入所者に対しては、その基本的人権を尊重し、あたたかい愛情ある処遇に努め、生活

  の向上を図り心身の健康保持と機能回復の為の処遇を実施。 苑の生活は、約４千坪に

  果樹、野菜を自給自足する日本農家の生活を再現し、その中に生きる喜びを見出してい 

  る。（収穫されたえんどう豆の皮むきや苑農園で収穫した新茶の提供、散歩など）又、 

  朝の時間帯に勉強会（算数・国語・ゲーム・貼り絵など）の取り組みも行っている。 

  ② 給食 

   カロリー、栄養バランス等に留意し、季節や利用者の身体状況に応じ、食形を普通食、 

  きざみ食（荒ほぐし、極細）ミキサー食（内トロミ、注入食）等考慮するとともに、苑

  内菜園で収穫した新鮮な無農薬野菜、有機野菜を使用し、手作りのおやつや家庭的な食

  事が適温、適時提供できるように努めた。又、古来の行事食を大切にし、その都度提供。 

   厨房の衛生面については、特に注意を払い清潔に務めた。0-157、ノロウイルス等食

  中毒その他に関しても、予防に努めた。 

 

  ③ 環境の整備 

   施設内の美化と利用者身辺の整理整頓、部屋廊下等の換気、温度管理に注意し、寝具 

  下着類の清潔に心を配り、適宜日光消毒、クリーニング等を施行。 洋服類のチェック 

  も怠ることなく快適に過ごして頂くよう気を付けている。 

  （家族にも協力して戴き年2回の衣替えを依頼） 

 

  ④ 健康管理 

   利用者の健康状態を的確に把握し、常に管理医師及び診療所の医師の指示により疾病 

  の予防回復を図った。インフルエンザ予防接種、健康診断（レントゲン等）を施行。 

   手洗い、消毒、苑内消毒（年中）を強く指導。整髪（出張美容室）や作業療法士によ 

  るリハビリ等も実施。利用者食事摂取量及び摂取カロリーの把握。 



 

  ⑤ 防災計画 

   消防計画に基づく設備の点検、防火訓練を行った。平成31年3月19日には、消防職員 

  及び近藤防災立会いの下、総合訓練を実施。 

   

  ⑥ 個人情報保護、情報開示への取り組み 

   個人情報保護に関する法令、その他の規範を遵守し、個人情報の保護に努め、個人 

  情報の利用目的を特定し、公正かつ適切に取扱っている。 

                   

  ⑦ 苦情解決への取り組み 

   苦情処理体制の整備、拡充を図り、苦情の際には速やかに対応。 

 

  ⑧ 設備 

    器具備品（令和１年度）：ソフトウェア、入浴用車椅子、パソコン（２台）、  

                チューブ乾燥機、ベッド３台、コピー機 

    構築物・建物（令和１年度）：スプリンクラー設備、下水道切り替え工事 

（２）長期入所 稼働状況 

 

 4月 5月 6月 7月 8月 9月 

実績延人数（人） 1,359 1,457 1,366 1,393 1,380 1,378 

稼働率 91％ 94％ 91％ 90％ 89％ 92％ 

 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

実績延人数 1,418 1,295 1,302 1,295 1,242 1,333 

稼働率 91％ 86％ 84％ 84％ 86％ 86％ 

 

令和１年度（平成31年）計 実績延人数16,218人   年間稼働率 88％ 

 

 （平成30年度 実績延人数16,589人   年間稼働率 90％） 

 

長期入所者平均要介護度 

 4月 5月 6月 7月 8月 9月 

平均介護度 4.4 4.4 4.5 4.5 4.5 4.5 

 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

平均介護度 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.4 

平均介護度は4.5 

 

（３）短期入所 稼働状況 

 4月 5月 6月 7月 8月 9月 

実績延人数（人） 120 93 120 124 124 120 

稼働率 100％ 75％ 100％ 100％ 100％ 100％ 

 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

実績延人数 124 120 124 124 116 116 

稼働率 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 94％ 

平成31年度計 実質延人数 1,425人  年間稼働率 98％ 

平成30分年度計 実績延人数 1,417人  年間稼働率 97％ 



 

 

短期入所者平均要介護度 

 4月 5月 6月 7月 8月 9月 

平均介護度 4.8 4.7 4.8 4.5 3.8 4.0 

 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

平均介護度 4.0 3.8 4.0 4.0 4.3 4.5 

平成29年度平均介護度は4.0  平成31年度 平均介護度は4.3 

            

 

１１・桃花苑診療所事業 

 

 桃花苑診療所は、所長と4名の医師が、一般内科、外科、整形外科、麻酔科、脳外科、 

老人科、ペインクリニックの各科を毎日交替で在苑者診察にあたっている。 

 必要に応じて、皮膚科、産婦人科の往診依頼や、一般の診察及び口腔外科の診察も 

組み入れている。 

 入院治療が必要と判断されると、苑長が家族に相談し病院を決定、急変時は、協力病院 

からの往診を受けたり、救急車で病院に搬送。 

 

令和１年度（平成31年）入所者 入院 状況 

 

 4月 5月 6月 7月 8月 9月 

入院数（人） 0 0 2 4 5 2 

入院延日数 9 53 28 49 43 42 

 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

入院数（人） 2 3 2 4 2 1 

入院延日数 13 47 62 70 57 31 

         

 令和１年度（平成３１）入院延人数 27名 入院延日数 442日       

 平成30年度 入院延人数 39名 入院延日数 847日       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    


