
社会福祉法人蓬莱会

別紙1

現況報告書（平成31年4月1日現在）

１．法人基本情報

(1)都道府県区分 (2)市町村区分 (3)所轄庁区分 (4)法人番号 (5)法人区分 (6)活動状況

(7)法人の名称

(8)主たる事務所の住所

(9)主たる事務所の電話番号 (10)主たる事務所のＦＡＸ番号 (11)従たる事務所の有無

(12)従たる事務所の住所

(13)法人のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ

(15)法人の設立認可年月日 (16)法人の設立登記年月日

２．当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員 (2)評議員の現員 (3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績)（円）

～

～

～

～

～

～

～

３．当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員 (2)理事の現員 (3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績)（円）

～

～

～

～

～

～

４．当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員 (2)監事の現員 (3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績)（円）

～

～

５．前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

６．当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数

①常勤専従者の実数 ➁常勤兼務者の実数 ③非常勤者の実数

常勤換算数 常勤換算数

(2)施設・事業所職員の人数

36 徳島県 206 阿波市 36000 7480005003225 01 一般法人 01 運営中

昭和54年10月22日 昭和54年12月3日

7 7 60,000

(3-1)評議員の氏名 (3-3)評議員の任期 (3-4)評議員の所

轄庁からの再就職

状況

(3-5）他の社会福祉法人の

評議員・役員・職員との兼務状

況

(3-7)前会計年度における評

議員会への出席回数

https://horaikai.or.jp (14)法人のﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ horai@shikoku.ne.jp

社会福祉法人蓬莱会

徳島県 阿波市 阿波町北整理１番地１
0883-35-6085 0883-35-6304 2 無

真鍋　聖二 H29.4.1 H33.6
2

2

長江　哲 H29.4.1 H33.6
2

(3-2)評議員の職業

河野　通郎 H29.4.1 H33.6

島津　淳 H29.4.1 H33.6
2

古川　晴夫 H29.4.1 H33.6
1

松原　浩 H29.4.1 H33.6
2

6 6 34,452,700 1 特例有

(3-1)理事の氏名

(3-2)理事の役職(注)
(3-3)理事長への就任

年月日

(3-4)理事の

常勤・非常勤

(3-5)理事選任の評議

員会議決年月日
(3-6)理事の職業

日浅　哲仁 H29.4.1 H33.6
2

H29.6.24 H31.6 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 1 有 8
大塚　實

1 理事長 昭和56年10月22日 2 非常勤 平成29年6月24日

(3-7)理事の

所轄庁からの

再就職状況

(3-8)理事の任期 (3-9)理事要件の区分別該当状況

(3-10)各理

事と親族等特

殊関係にある

者の有無

(3-11)理事報酬等の支給形態

(3-13)前会

計年度におけ

る理事会への

出席回数

H29.6.24 H31.6 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者 2 無 7
十川　勝幸

3 その他理事 2 非常勤 平成29年6月24日

H29.6.24 H31.6 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者 2 無 8
小松　茂

3 その他理事 2 非常勤 平成29年6月24日

H30.1.1 H31.6 3 施設の管理者 2 無 8
松永　裕幸

3 その他理事 1 常勤 平成29年12月14日

H29.6.24 H31.6 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 1 有 8
大塚　忠廣

2 業務執行理事 1 常勤 平成29年6月24日

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」とは、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事長(会長等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

　　　「業務執行理事」とは、社会福祉法45条の16第2項第2号で規定する業務執行理事(常務理事等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

2 2 140,000

(3-1)監事の氏名

(3-2)①監事の職業 (3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況
(3-3)監事選任の評議

員会議決年月日

(3-4)監事の任期 (3-5)監事要件の区分別該当状況

H29.6.24 H31.6 3 施設の管理者 2 無 8
井村　広次

3 その他理事 1 常勤 平成29年6月24日

前田　安夫
平成29年6月24日

H29.6.24 H31.6 6 財務管理に識見を有する者（その他） 8

(3-7)前会計年度にお

ける理事会への出席回

数

三間　治夫
平成29年6月24日

H29.6.24 H31.6 3 社会福祉事業に識見を有する者（その他） 8

0.0 0.8

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人

名）

(1-2)前会計年

度の会計監査人

の監査報酬額

（円）

(1-3)前年

度決算にかか

る定時評議

員会への出

席の有無

(2-1)当会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名）

(2-2)当会計年

度の会計監査人

の監査報酬額

（円）

2 0 1



社会福祉法人蓬莱会

①常勤専従者の実数 ➁常勤兼務者の実数 ③非常勤者の実数

常勤換算数 常勤換算数

７．前会計年度に実施した評議員会の状況

(4)うち開催を省略した回数

８．前会計年度に実施した理事会の状況

(4)うち開催を省略した回数

９．前会計年度に実施した監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名

(2)監査報告により求められた改善すべき事項

(3)監査報告により求められた改善すべき

　　　事項に対する対応

１０．前会計年度に実施した会計監査(会計監査人による監査に準ずる監査を含む)の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分

(1)評議員会ごとの評議

員会開催年月日

(2)評議員会ごとの評議員・理事・監

事・会計監査人別の出席者数 (3)評議員会ごとの決議事項

評議員 理事 監事 会計監査人

235 17 146

17.0 81.6

1

(1)理事会ごとの理事会

開催年月日

(2)理事会ごとの理事・監事

別の出席者数 (3)理事会ごとの決議事項

理事 監事

平成30年11月8日 7 0 0 (1)役員及び評議員の報酬等に関する規定の一部改正について

平成30年6月23日 6 6 2 (1)平成29年度事業報告及び決算の承認について　(2)理事及び監事の報酬等の額について　(3)平成30年度事業計画及び予算について

平成30年11月30日 6 2
(1)平成30年度第1回社会福祉事業区分補正予算について(2)就業規則の一部改正について(3)退職手当金支給規程の一部改正について(4)平成30年度予算の

上半期における執行状況について(5)経営会議の概要について(6)ケアプラザ相模原に対する介護保険法等に基づく実地指導の実施（実地指導）について

平成30年12月14日 6 2 (1)特別養護老人ホームケアプラザたま及び特別養護老人ホームケアプラザたまアネックスに係る短期入所生活介護の施設利用料の変更について

平成30年8月14日 6 2 (1)給与規程の一部改定について　(2)指定特定施設入所生活介護ケアプラザシャングリラとも運営規程の一部改正について

平成30年10月23日 5 2

(1)平成30年度第1回市場高齢者共同生活施設事業補正予算について(2)情報公開規程について(3)個人情報に関する基本規程の全部改正について(4)住居手当

支給規程の一部改正について(5)給与規程の一部改正について(6)経理規程の一部改正について(7)役員及び評議員の報酬等に関する規定の一部改正について(8)

決議省略による評議員会の開催について(9)理事長及び常務理事の職務執行状況の報告について(10)経営会議の概要報告について

平成30年6月6日 6 2
(1)平成29年度事業報告及び決算の承認について　(2)理事及び監事の報酬等の額について (3)準職員就業規則の一部改正について (4)定時評議員会の開催につ

いて

平成30年6月14日 6 2 (1)特別養護老人ホームケアプラザたま及び特別養護老人ホームケアプラザたまアネックスの施設利用料金の変更について

4

前田　安夫

三間　治夫

なし

なし

平成31年1月24日 6 2 (1)平成30年度第2回ケアハウスシャングリラ蓬寿補正予算について(2)高齢者総合ケアセンターケアプラザ多摩における介護ソフトの更新契約について

平成31年3月26日 6 2

(1)平成30年度第2回補正予算の承認について(2)平成31年度事業計画及び予算について(3)経理規程の一部改正について(4)経理規程細則の一部改正について

(5)就業規則の一部改正について(6)準職員就業規則の一部改正について(7)退職手当金支給規程の一部改正について(8)あわ在宅介護支援センター運営規程の一

部改正について(9)特別養護老人ホームケアプラザさがみはら運営規程及び短期入所生活介護事業の一部改正について(10)理事長及び常務理事の職務執行状況の

報告について(11)法人本部、特別養護老人ホーム蓬莱荘、ケアプラザみま、ケアハウスシャングリラ蓬莱及びケアプラザさがみはらに対する社会福祉施設等に係る指導監

査（検査）の概要について(12)経営会議の概況報告について



社会福祉法人蓬莱会

１１．前会計年度における事業等の概要　－　(1)社会福祉事業の実施状況

１１．前会計年度における事業等の概要　－　(2)公益事業

①-1拠点

区分コード

分類

①-2拠点

区分名称

①-3事業類型

コード分類
①-4実施事業名称 ➁事業所の名称

③事業所の所在地

④事業所の

土地の保有

状況

⑤事業所の

建物の保有

状況

⑥事業所単位での事業開

始年月日

（イ）修繕費合計額

（円）

001
ケアセンター

蓬莱

00000001 本部経理区分 法人本部

徳島県 阿波市 阿波町北整理1番地1 3 自己所有

イ　大規模修繕
（ア）－１修繕年月日

（１回目）

（ア）－２修繕年月日

（２回目）

（ア）－３修繕年月

日（３回目）

（ア）－４修繕年月日

（４回目）

（ア）－5修繕年月日

（５回目）

⑦事業所単

位での定員

⑧年間(4月～3

月）利用者延べ

総数（人／年）
⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）

ア　建設費 （ア）建設年月日 （イ）自己資金額（円）
（ウ）補助金額

（円）
（エ）借入金額（円） （オ）建設費合計額（円） ウ　延べ床面積

阿波市 阿波町北整理1番地1 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 昭和54年10月22日 0 0

ア建設費

001
ケアセンター

蓬莱

02120401 老人短期入所事業（短期入所生活介護） 蓬莱荘短期入所生活介護施設

徳島県 阿波市 阿波町北整理1番地1 3 自己所有

イ大規模修繕

昭和55年4月1日 70 24,413

ア建設費
001

ケアセンター

蓬莱

01030202 特別養護老人ホーム（介護福祉サービス） 特別養護老人ホーム 蓬莱荘

徳島県

阿波市 阿波町北整理1番地1 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 昭和61年3月3日 19 2,107

ア建設費

001
ケアセンター

蓬莱

06260301 （公益）居宅介護支援事業 あわ在宅介護支援センター

徳島県 阿波市 阿波町北整理1番地1 3 自己所有

イ大規模修繕

平成4年2月24日 25 4,147

ア建設費
001

ケアセンター

蓬莱

02120201 老人デイサービス事業（通所介護） 蓬莱会デイサービスセンター

徳島県

阿波市 阿波町北整理1番地1 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成4年2月24日 0 833

ア建設費

002
ケアプラザ

美馬

01030202 特別養護老人ホーム（介護福祉サービス） 特別養護老人ホーム ケアプラザみま

徳島県 美馬市 美馬町字高畑8番地1 3 自己所有

イ大規模修繕

平成4年3月1日 0 2,864

ア建設費
001

ケアセンター

蓬莱

02120101 老人居宅介護等事業（訪問介護） 蓬莱荘ホームヘルパーステーション

徳島県

美馬市 美馬町字高畑8番地1 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成15年4月1日 40 14,432

ア建設費

002
ケアプラザ

美馬

02120201 老人デイサービス事業（通所介護） 蓬莱会デイサービスセンターみま

徳島県 美馬市 美馬町字高畑8番地1 3 自己所有

イ大規模修繕

平成15年4月1日 19 4,289

ア建設費
002

ケアプラザ

美馬

02120401 老人短期入所事業（短期入所生活介護） ケアプラザみま短期入所生活介護施設

徳島県

美馬市 美馬町字高畑8番地1 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成15年4月1日 25 5,887

ア建設費

002
ケアプラザ

美馬

06260301 （公益）居宅介護支援事業 居宅介護支援事業所 轟

徳島県 美馬市 美馬町字高畑8番地1 3 自己所有

イ大規模修繕

平成17年6月16日 18 6,392

ア建設費
002

ケアプラザ

美馬

02120601 認知症対応型老人共同生活援助事業 グループホーム ほうらい

徳島県

美馬市 美馬町字高畑8番地1 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成18年3月1日 0 0

ア建設費

004
ケアプラザ

相模原

01030202 特別養護老人ホーム（介護福祉サービス） 特別養護老人ホーム ケアプラザさがみはら

神奈川県 相模原市緑区 大島295番地 3 自己所有

イ大規模修繕

平成15年6月1日 20 7,023

ア建設費
003

ケアハウス

シャングリラ

蓬寿

01030301 軽費老人ホーム ケアハウス シャングリラ蓬寿

徳島県

相模原市緑区 大島295番地 3 自己所有 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成24年6月1日 130 40,149

ア建設費

005
ケアプラザた

ま

01030202 特別養護老人ホーム（介護福祉サービス） 特別養護老人ホーム ケアプラザたま

東京都 多摩市 永山3-12-2 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成26年4月1日 10 2,553

ア建設費
004

ケアプラザ

相模原

02120401 老人短期入所事業（短期入所生活介護） ショートステイ ケアプラザさがみはら

神奈川県

多摩市 永山3-12-2 1 行政からの賃借等 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成26年3月1日 82 28,749

ア建設費

006

ケアハウス

シャングリラ

とも

06260110 （公益）居宅サービス事業（特定施設入居生活介護） ケアハウス シャングリラとも

東京都 多摩市 永山3-12-2 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成26年3月1日 17 2,692

ア建設費
005

ケアプラザた

ま

02120401 老人短期入所事業（短期入所生活介護） ショートステイ ケアプラザたま

東京都

多摩市 永山3-12-2 1 行政からの賃借等 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成26年3月1日 40 13,809

ア建設費

007
ケアプラザた

まアネックス

02120401 老人短期入所事業（短期入所生活介護） ショートステイ ケアプラザたまアネックス

東京都 多摩市 永山3-12-2 1 行政からの賃借等

イ大規模修繕

平成26年3月1日 30 10,552

ア建設費
007

ケアプラザた

まアネックス

01030202 特別養護老人ホーム（介護福祉サービス） 特別養護老人ホーム ケアプラザたまアネックス

東京都

⑤事業所の

建物の保有

状況

⑥事業所単位での事業開

始年月日

⑦事業所単

位での定員

イ大規模修繕

3 自己所有 平成26年3月1日 2 108

ア建設費

⑧年間(4月～3

月）利用者延べ

総数（人／年）
①-1拠点

区分コード

分類

①-2拠点

区分名称

①-3事業類型

コード分類
①-4実施事業名称 ➁事業所の名称

③事業所の所在地

④事業所の

土地の保有

状況



社会福祉法人蓬莱会

１１．前会計年度における事業等の概要　－　(3)収益事業

１１．前会計年度における事業等の概要　－　(4)備考

11-2．地域における公益的な取組（地域公益事業(再掲)含む）

１２．社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況 （社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません）


（1）社会福祉充実残額等の総額（円）

（2）社会福祉充実計画における計画額（計画期間中の総額）

　　①社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類する小規模事業）（円）

　　②地域公益事業（円）

　　③公益事業（円）

　　④合計額（①＋②＋③）（円）

（3）社会福祉充実残額の前年度の投資実績額

　　①社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類する小規模事業）（円）

　　②地域公益事業（円）

　　③公益事業（円）

　　④合計額（①＋②＋③）（円）

（4）社会福祉充実計画の実施期間 ～

１３．透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組

　①任意事項の公表の有無

　　㋐事業報告

　　㋑財産目録

⑤事業所の

建物の保有

状況

⑥事業所単位での事業開

始年月日

⑦事業所単

位での定員

（イ）修繕費合計額

（円）

101

市場高齢

者共同生

活施設

03320301 生活支援必要者に対する住居提供・確保事業 市場高齢者共同生活施設

徳島県 阿波市 市場町日開谷字野田原25番地 1 行政からの賃借等

イ　大規模修繕
（ア）－１修繕年月日

（１回目）

（ア）－２修繕年月日

（２回目）

（ア）－３修繕年月

日（３回目）

（ア）－４修繕年月日

（４回目）

（ア）－5修繕年月日

（５回目）

⑧年間(4月～3

月）利用者延べ

総数（人／年）
⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）

ア　建設費 （ア）建設年月日 （イ）自己資金額（円）
（ウ）補助金額

（円）
（エ）借入金額（円） （オ）建設費合計額（円） ウ　延べ床面積

①-1拠点

区分コード

分類

①-2拠点

区分名称

③事業所の所在地

④事業所の

土地の保有

状況

イ大規模修繕

1 行政からの賃借等 平成30年4月1日 12 13

ア建設費

⑧年間(4月～3

月）利用者延べ

総数（人／年）
⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）

ア　建設費 （ア）建設年月日 （イ）自己資金額（円）
（ウ）補助金額

（円）
（エ）借入金額（円） （オ）建設費合計額（円） ウ　延べ床面積

①-1拠点

区分コード

分類

①-2拠点

区分名称

①-3事業類型

コード分類
①-4実施事業名称 ➁事業所の名称

③事業所の所在地

④事業所の

土地の保有

状況

⑤事業所の

建物の保有

状況

⑥事業所単位での事業開

始年月日

⑦事業所単

位での定員

地域における公益的な

取組⑦（地域住民に対

介護予防教室等への講師派遣 ケアセンター蓬莱（徳島県阿波市）

地域住民を対象とした介護予防教室と認知症サポーター養成講座へ専門職員を講師として派遣する。
地域における公益的な

取組①（地域の要支援

在宅介護支援センター設置事業 徳島県阿波市内

一般住民を対象として、福祉の総合相談窓口の設置して、関係機関等との連携を深める。

地域における公益的な

取組⑧（地域の関係者

近隣住民との総合防災訓練 ケアセンター蓬莱（徳島県阿波市）

近隣住民と災害時の防災訓練を実施。
地域における公益的な

取組⑧（地域の関係者

蓬莱会夏祭り ケアセンター蓬莱

夏祭りを開催し、地域住民の参加・協働の場の創出を通じた地域のつながり強化を図った。

（イ）修繕費合計額

（円）

①取組類型コード分類

➁取組の名称 ③取組の実施場所(区域)

④取組内容

イ　大規模修繕
（ア）－１修繕年月日

（１回目）

（ア）－２修繕年月日

（２回目）

（ア）－３修繕年月

日（３回目）

（ア）－４修繕年月日

（４回目）

（ア）－5修繕年月日

（５回目）

地域における公益的な

取組⑨（その他）

障がい者就労支援 ケアプラザ多摩

特別支援学校の生徒さんを対象とした就労支援を目的とした就労訓練の場の提供
地域における公益的な

取組⑧（地域の関係者

地域交流広場の地域活用 ケアプラザ多摩　地域交流スペース

多摩市地域において自主活動をしている皆さんに地域交流スペースを有効に利用していただく。

行政・サービス事業者等

との連絡調整事業

地域の介護支援専門員の学習会 ケアプラザ美馬

地域の介護支援専門員の学習会（ケアマネネットWEST)への研修会場の無料提供
地域における公益的な

取組⑥（地域の福祉

大沢こむこむ茶屋 ケアプラザ相模原（相模原市緑区大沢地区）

大沢地域の住民を対象として、小地域での地域交流の場づくりに取り組んでいます。「歴史講座」の運営等。

地域における公益的な

取組①（地域の要支援

美馬市くらしサポートネット事業 ケアプラザ美馬（徳島県美馬市）

生活の困りごとや不安を抱えている方々の何でも相談への資金拠出と運営
地域における公益的な

取組⑤（既存事業の利

生計困難者に対する利用者負担額軽減 ケアプラザ美馬

平成30年度中の利用者２名

地域における公益的な

取組⑦（地域住民に対

健康フェスティバル開催協力 ケアプラザ美馬（徳島県美馬市内）

近隣施設で地域住民を対象とした健康フェスティバルへの参加協力
地域における公益的な

取組⑧（地域の関係者

総合防災訓練の合同開催 ケアプラザ美馬（徳島県美馬市内）

近隣住民との総合防災訓練（消防署員より消火方法等の実地指導）

地域における公益的な

取組⑨（その他）

振り込め詐欺予防葉書への協賛 ケアプラザ美馬（徳島県美馬市内）

振り込め詐欺予防葉書への協賛金の拠出
地域における公益的な

取組⑧（地域の関係者

地域連携の会～絆～への活動協力 ケアプラザ美馬（徳島県美馬市内）

地域の専門職が連携を図るための団体への活動協力

生活支援必要者に対す

る住居提供・確保事業

災害時における二次避難所の開設 ケアプラザ多摩　地域交流スペース

災害時において要配慮者の受け入れを目的とした二次避難所の開設。
地域における公益的な

取組⑧（地域の関係者

瓜生小学校地区防災連絡会への参加 多摩市瓜生小学校区自治会

２ヶ月に一度、瓜生小学校地区防災連絡会に参加し、意見交換及び防災訓練の協力。

1 有

0

0

0

1 有

0

0

0

0

0

0



社会福祉法人蓬莱会

　　㋒事業計画書

　　㋓第三者評価結果

　　㋔苦情処理結果

　　㋕監事監査結果

　　㋖附属明細書

(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況

　①事業運営に係る公費（円）

　➁施設・設備に係る公費（円）

　③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）

(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について

１４．ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況

　①実施者の区分

　➁実施者の氏名（法人の場合は法人名）

　③業務内容

　④費用［年額］（円）

(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況

　①所轄庁から求められた改善事項

　➁実施した改善内容

１５．その他

退職手当制度の加入状況等（複数回答可）

① 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（(独)福祉医療機構）に加入

② 中小企業退職金共済制度（(独)勤労者退職金共済機構）に加入

③ 特定退職金共済制度（商工会議所）に加入

④ 都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業･施設の職員を対象とした退職手当制度に加入

⑤ その他の退職手当制度に加入（具体的に：●●●　　）

⑥ 法人独自で退職手当制度を整備

⑦ 退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない

1 有

2 無

1 有

1 有

1 有

(1)　特別養護老人ホームケアプラザみま（平成31年1月25日）

　①　平成29年度EPA学習支援補助金について、雑収入ではなく補助金収入（公費）及び補助金収益（公

費）に計上すること。また、補助金事業等収益明細書（別紙3（③）に、当該補助金を記載すること。

　②　施設における苦情対応マニュアルを整備すること。

特別養護老人ホーム　ケアプラザたまアネックス 平成30年度

ケアハウス　シャングリラとも 平成30年度

1,539,046,337

3,495,402

施設名 直近の受審年度

特別養護老人ホーム　ケアプラザたま 平成30年度

　②　リース債務について、貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に支払期限が到来するものは、固定負債

　　から流動負債に振り替えること。

　③　総勘定元帳について、決算の数値のものを保管すること。

　④　資金収支計算書の当期末支払資金残高と貸借対照表の当年度支払資金残高の不整合について、流動資

　　産から差し引きする長期前払費用から前払費用へ振り替えた金額を計算書類に対する注記に記載すること。

　⑤　月次試算表上の現金預金と通帳及び現金有高の突合を行い、一致させること。

　①　職員を採用する時は、賃金、労働時間その他の労働条件を書面に明示して交付すること。

　②　職員の健康診断について、必要な項目をもれなく実施すること。

　③　育児休業及び介護休業に関する規程、給与規程及び退職規程など労働者のすべてに適用される規程につい

　　　て、所轄の労働基準監督署に届け出ること。

(3)　法人本部（平成31年2月5日）

　①　登記事項に変更が生じた場合について、変更事項に応じた期限内の登記すること。

　③　口腔衛生管理体制加算について、次の点を改善すること。

　　ア　介護職員に対する技術的助言及び指導について、個々の入所者に対する口腔ケアだけでなく、施設にお

　　　いて日常的な口腔ケアの実施にあたり必要と思われる事項に係る助言及び指導とすること。

　　イ　口腔ケア・マネジメントに係る計画が長期間変更されていないため、歯科医師等からの技術的助言及び

　　　指導を反映し、定期的に変更すること。

(2)　ケアハウス　シャングリラ蓬寿（平成31年1月25日）

　①　理美容代について、前もって預かる場合は、預り金の制度を整備し、金銭に係る代行の同意を取り、その

　　経過を記録する等の対応としてください。預からない場合は、立替金の制度などの取扱いとしてください。

指摘された事項について全て改善をおこなった。

　③　感染症対策委員会について、指針を定める構成員が参加した上でおおむね3ヶ月に1回以上開催し、記録

　　を残すこと。

　④　事故防止検討委員会について、指針に定める構成員が参加した上で定期的に開催し、記録を残すこと。

　⑤　特別な食事について、入所等の自由な選択と同意に基づき、特定の日に予め特別な食事を選択できるよう

　　にすることに留意し、通常の食事と特別な食事を両方提供できる体制を準備すること。

(5)　特別養護老人ホーム　ケアプラザさがみはら（平成30年11月1日）

(4)　特別養護老人ホーム蓬莱荘（平成31年2月5日）

　①　育児休業及び介護休業に関する規程、給与規程及び退職規程など労働者のすべてに適用される規程につい

　　て、所轄の労働基準監督署に届け出ること。

　②　入所判定について、介護福祉施設サービスを受ける必要性が高いと認められる入所申込者を優先入所させ

　　た場合には、透明性及び公平性が求められることに留意し、入所検討委員会等における入所決定に至る記録

　　を残すこと。


