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平成26年度事業報告並びに決算報告 【総括】

１ 事業運営の概要

平成26年度は、「特養ホーム風かおる里」の増築工事が昨年の11月に竣工し、事業団創立20周年式典を兼

ねて落成式を12月14日に挙行しました。増築した12床への入居も順調に進み、3月末には満床となっていま

す。また、社会福祉協議会の訪問介護事業を4月から事業団で受け入れたことから、今後は訪問介護ステー

ションの事業拡大による増収が期待されます。

その一方で、平成26年度の特養ホーム3施設の利用率は、入居者の入院日数の増加などにより、目標の

96.4%を下回る93.1%にとどまりました。デイサービスについても、競合する事業者の増加などによって、特に

「風かおる里」の利用実績が前年度を大きく下回ったため、全体の利用者数が減少する結果となりました。

２ 決算の概要

事業活動計算書のサービス活動収益は、西巣鴨さくらそう保育園の開園により保育事業収入が2億750万

円の増となり、全体で前年より2億3千160万円の増収となりました。

費用面では、人件費が前年度より1億7千510万円の増となるなど、全体で2億3千380万円の支出増となりま

した。

その結果、サービス活動外増減と特別増減を含む当期活動収支差額は8千170万円のマイナスとなりました。

その要因としては、まず介護報酬収入額が予算計上額に対して1億1千970万円の減収となったことがあげら

れます。その他としては、無償譲渡を受けた特養ホーム３施設及び西巣鴨さくらそう保育園の建物の減価償

却費と区有地の土地賃借料を合わせて2千640万円の増となるほか、人材派遣活用の増加による880万円の

増などがあげられます。

３ 今後の取り組みについて

「グループホーム小菊の家」（法人事務所併設）と「西巣鴨さくらそう保育園」の建設、そして「風かおる里」の

増築工事と、短期間のうちに大きな３つのプロジェクトが完成しましたが、今後は、設備関係等の老朽化が進

む特養ホーム３施設の大規模改修が、最重要課題となります。

一方、平成27年度介護報酬改定の影響は極めて深刻であり、これによる介護報酬の収入減は、事業団全体

で約1億円と想定されます。

こうした厳しい経営環境のもとで、地域福祉の中核としての事業責任を引き続きはたしていくには、職員が一

丸となって課題の克服に取り組まなければなりません。「大規模改修計画」を早急に策定し、最も急を要する

「菊かおる園」の改修工事設計を平成27年度中に行い、28年度から各施設の改修を順次進めていく予定です。

しかしながら、3年後の介護保険制度改正も視野に入れて、収支のバランスがとれた安定経営を長期的に実

現できなければ、計画どおりに改修を進めていくことは困難です。そのため、特養ホームの利用率向上をはじ

め、デイサービスの営業日拡大などの増収策の実施と、選ばれるサービスの追求に、全力で取り組んでまい

ります。さらに、人材派遣活用の抑制をはじめとする経費の削減も不可欠です。

そうした目標を明確に定めるために、第5次経営改善計画の策定を行うとともに、引き続き人材育成システム

の確立や組織風土の刷新に取り組んでまいりますので、今後とも様々な立場の皆様からのご指導、ご支援を

賜ることができますよう、心よりお願い申し上げます。
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私たちは、あなたのそのままの姿に学び寄り添い共に歩みます

【玉入れ競争】

椅子に腰かけて紅白の玉入れ。立ち上がらない事が条件ですが

始まりますとポコポコと立ち上がり、利用者の負けたくないという気持ちが

みなぎっていました。これも元気に長生きの秘訣かもしれません。

職員は玉を拾って一人ひとりに渡しました。

【仮装パン食い競争】

皆さん、仮装が似合ってパンを取る表情も豊かで爆笑爆笑

職員もパン食い競争に参戦。高くカエルのように飛び跳ね、表情は利用者に向け？

お腹を抱えての爆笑の渦でした。

        ☆　一人ひとりの利用者がその人らしく生き生きと質の高い生活が
　      　送れるように自立と創造性を促す援助をします。

        ☆　利用者家族や地域の人々に対しセンターの専門的機能を活用し
      　　相談援助をします。

高齢者在宅サービスセンター　長崎第二豊寿園
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西巣鴨さくらそう保育園 

 

   職員による救急救命＊実施訓練 

 

6月、夏のプール遊びが始まる前に、看護師の指導の

もと、職員間で心肺蘇生の実施訓練を行いました。 

赤ちゃんと子どもの人形を使って、心肺蘇生法と AED

の使い方を訓練しました。 

 

文化体験プログラム（4、5歳児＊造形遊び） 

☆ 保育園にアーティストを招き、子ども達がワークショップ形式によりアートを体験する活動です。 

6月 10日、6月 12日、造形家のジョニー先生が来園し、子ども達に楽しい造形遊びをしていただ

きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆七夕集会☆ 

  

7月 7日に七夕集会をしました。 

 0、1、2 歳児クラスは、みんなでおそろいの

星のお面をかぶり、空に輝く星になりきってダ

ンスしたり、ペープサート(紙人形劇)を見て、七

夕集会を楽しみました。3、4、5 歳児クラスは

集会後、各クラスでバイキング食を食べました。

好きな食べ物を選んで食べられるバイキング

は、子ども達に大人気です♪ 

 みんなの願い事が叶いますように☆ 

① ジョニー先生のオリジナル紙芝居「み

どりいろのくじら」を見る。 

＜あらすじ＞ 

 あるところに、森を食べるのが大好き

なくじらがいました。次第に体は、みど

りいろに…！！お腹の中には、豊かな森

ができていました。 

ジョニー先生 

②そこで、物語に出てくる、くじらの

お腹の中の森をイメージして、実際に

作ってみました。 

色々な素材を使い、夢中になって作っ

ていく子ども達。一人ひとりのアイデ

ィアや工夫がひとつの森となり、 

「素敵なくじら」が完成しました！！ 
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《併設事業所》高齢者在宅サービスセンター/居宅介護支援事業所/高齢者総合相談センター（地域包括支援センター）

特別養護老人ホーム風かおる里 〒171-0052豊島区南長崎6-15-6

TEL：03-5982-1021 FAX：03-5982-2105 E-mail：kaze@toshimaj.or.jp
《併設事業所》高齢者在宅サービスセンター/居宅介護支援事業所/

特別養護老人ホーム菊かおる園 〒170-0001豊島区西巣鴨2-30-19

TEL：03-3576-2266 FAX：03-3576-2264 E-mail：kiku@toshimaj.or.jp
《併設事業所》高齢者在宅サービスセンター/居宅介護支援事業所/

高齢者総合相談センター（地域包括支援センター）/ケアハウス

グループホーム小菊の家 〒170-0001豊島区西巣鴨2-30-20

TEL：03-5980-0866 FAX：03-5980-0295 E-mail：kogiku-home@toshimaj.or.jp

高齢者在宅サービスセンター上池袋豊寿園 〒170-0012豊島区上池袋2-5-1 健康プラザとしま２階

TEL：03-5974-7260 FAX：03-5974-7259 E-mail：kamiike@toshimaj.or.jp

高齢者在宅サービスセンター長崎第二豊寿園 〒171-0051豊島区長崎6-34-10

TEL：03-5966-2564 FAX：03-5966-2864 E-mail：nagasaki-2@toshimaj.or.jp

豊島区社会福祉事業団訪問介護ステーション 〒170-0001豊島区西巣鴨2-30-20

TEL：03-5980-0650 FAX：03-5980-0295 E-mail：satation@toshimaj.or.jp

東部高齢者総合相談センター（地域包括支援センター） 〒170-0005豊島区南大塚2-36-2

TEL：03-5319-8703 FAX：03-5319-8726 E-mail：toubu-houkatsu@toshimaj.or.jp

豊島区立駒込第三保育園 〒170-0003豊島区駒込2-2-3

TEL：03-3915-8677 FAX：03-3915-9481 E-mail：megomegomakomako3@toshimaj.or.jp

豊島区立南大塚保育園 〒170-0005豊島区南大塚2-36-3

TEL：03-3946-7688 FAX：03-3946-3644 E-mail：minamioutsuka@toshimaj.or.jp

西巣鴨さくらそう保育園 〒170-0001豊島区西巣鴨1-1-13

TEL：03-5907-5110 FAX：03-3910-8008 E-mail：n.sakurasou@toshimaj.or.jp

平野平野平野平野 富士江富士江富士江富士江

アトリエ村看護師アトリエ村看護師アトリエ村看護師アトリエ村看護師

よろしくお願いいたします！

宮城宮城宮城宮城 有沙有沙有沙有沙

南大塚保育園保育南大塚保育園保育南大塚保育園保育南大塚保育園保育

金森金森金森金森 ユキユキユキユキ

菊かおる園看護師菊かおる園看護師菊かおる園看護師菊かおる園看護師
安蒜安蒜安蒜安蒜 亮亮亮亮

駒込第三保育園保育士駒込第三保育園保育士駒込第三保育園保育士駒込第三保育園保育士


	1
	2.270717　26年度事業報告　（総括２６年度(P1）)
	3.20150805101837
	4_
	5_
	6_
	7.さくらそう事業団便り
	8_



