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平成２９年度の主な事業報告 

 

（１） 社会福祉法人隆寿会の事業 

 

 千葉県君津市において、入所施設であるケアハウスグランディきみつ、通所事業であるデイ

サービスセンターひばり及び認知症対応型デイサービスセンターひばりサロン、そして居宅

介護支援事業所である介護相談センターひばりを運営している。 

 

（２） 法人本部 

 

 平成 29 年度は、理事会が 5 月、6 月、9 月、3 月、評議員会が 6 月、7 月、1 月、3 月に開

催され、平成 28 年度事業報告及び決算報告、補正予算、諸規程の改定、人事、施設及び設備

の整備、平成 30 年度事業計画及び予算の承認等を行った。また、監事監査は 5 月に実施され

た。 

 運営に関しては、千葉県及び君津郡市広域市町村圏事務組合の指導を踏まえ、適切に実施

された。 

 なお、平成 30 年 3 月 31 日現在の役員等構成は以下の通りである。 

 

理事長 徳野 秀三 

理事  小沢 栄蔵 

理事  牧野 健二 

理事  冨澤 栄治 

理事  徳野 信子 

理事  鶴岡 英夫 

 

監事  永嶋 弘一 

監事  斉藤 重雄 

 

評議員 和田 公喜 

評議員 川島 亮 

評議員 尾高 和代 

評議員 坂本 千惠子 
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（３） 各事業の状況 

 

① 社会福祉事業 

 

1. ケアハウス グランディきみつ 

 

(ア) 施設の概要 

法人名   社会福祉法人 隆寿会 

施設名   ケアハウス グランディきみつ 

住所    千葉県君津市三直 522 

施設長   徳野 秀三 

設置年月日 平成 14 年 3 月 8 日 

 

(イ) 職員の体制（平成 30 年 3 月現在） 

施設長   1 名 

生活相談員 2 名 

栄養士   1 名 

介護職員  3 名 

事務員   1 名 

調理員   委託（ハーベスト株式会社） 

 

(ウ) 入所者について 

 平均月間入所者数は 47.6 名であり、昨年平均 46.2 名と比較して微増した。平成 29 年度中

の新規入所者は 6 人、退所者が 6 人であり、平成 30 年 3 月 31 日時点の入所者数は 47 人（定

員 50 名）である。平成 29 年度中の退所者の転居先として、病院 2 名、老人保健施設 2 名、

特別養護老人ホーム 1 名、サービス付高齢者向け住宅 1 名であった。 
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(エ) 入居者推移一覧（毎月１日現在） 

 

 

 

  

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

男 11 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9

女 37 38 38 38 39 38 38 38 39 39 37 38

計 48 48 48 48 49 48 47 47 48 48 46 47
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(オ) 年間要介護度別利用者数（月末時点での有効介護度による） 
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(カ) 年間利用者平均要介護度 （要支援 0.375 として計算） 

(キ) 年間行事一覧表 

 

平成 29年度行事一覧表 

月 日 曜日 行事名 

４月 2日 (日) お花見ツアー 

    
 

お花見弁当 

    
 

運営懇談会 

    
 

茶話会 

  9日 (日) いきいきサロン 

  11日 (火) 書道教室 

  13日 (木) 外食ツアー 

    
 

お花見ツアー 

  16日 (日) 頭の体操 No1 

  19日 (水) 誕生日会 

  23日 (日) 頭の体操 No2 

  24日 (月) 折り紙教室 

  30日 (日) 頭の体操 No3 

    
 

  

5月 2日 (火) 鯉のぼりツアー 

  5日 (金) 端午の節句（柏餅） 

  7日 (日) 茶話会 

  12日 (金) 外食ツアー 

  14日 (日) いきいきサロン 

  15日 (月) 折り紙教室 

  21日 (日) 頭の体操 No1 

  23日 (火) 書道教室 

  28日 (日) 頭の体操 No2 

  31日 (水) 誕生日会 

        

6月 4日 (日) 防災避難訓練 
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茶話会 

  9日 (金) 外食ツアー 

  11日 (日) いきいきサロン（七夕飾り作り No1） 

  12日 (月) 折り紙教室 

  13日 (火) 書道教室 

  18日 (日) 頭の体操 No1 

  20日 (火) 花菖蒲観賞ﾂｱｰ 

  21日 (水) 誕生日会 

  25日 (日) 季節の工作（七夕飾り作り No2） 

    
 

  

7月 2日 (日) 頭の体操 No1 

  3日 (月) 折り紙教室 

  8日 (土) 七夕会 

  9日 (日) いきいきサロン 

  11日 (火) 書道教室 

  12日 (水) 誕生日会 

  14日 (金) 外食ツアー 

  16日 (日) 頭の体操 No2 

  23日 (日) 茶話会 

  30日 (日) 季節の工作 

        

8月 4日 (金) 外食ツアー 

  6日 (日) 納涼祭 

  8日 (火) 書道教室 

  13日 (日) 頭の体操 No1 

  20日 (日) 茶話会 

  21日 (月) 折り紙教室 

  23日 (水) 誕生日会 

    
 

書道教室 

  27日 (日) 頭の体操 No2 

  28日 (月) 行事食（葉月御膳） 

9月 3日 (日) 頭の体操 No1 

  4日 (月) 折り紙教室 

  10日 (日) 季節の工作 

  12日 (火) 書道教室 

  13日 (水) 誕生日会 



7 

 

  17日 (日) 運営懇談会 

    
 

防災避難訓練 

    
 

茶話会 

  19日 (火) 敬老祝い膳 

  22日 (金) 外食ツアー 

  24日 (日) 頭の体操 No2 

    
 

  

10月 1日 (日) 運動会 

    
 

誕生日会 

  4日 (水) 十五夜 

  8日 (日) いきいきサロン 

    
 

  

  10日 (火) 書道教室 

  13日 (金) 外食ツアー 

  15日 (日) 頭の体操 No1 

  18日 (水) 行事食 

  23日 (月) 折り紙教室 

  29日 (日) 頭の体操 No2 

        

11月 1日 (水) 文化祭 

  3日 (金) コスモスフェスティバル 

  4日 (土) コーラルフェスト 

  5日 (日) 茶話会・誕生日会 

  11日 (土) 翔凛高校応援部 

  12日 (日) いきいきサロン 

  14日 (火) 書道教室 

  16日 (木) 行事食 

  19日 (日) 頭の体操 No1 

  24日 (金) 外食ツアー 

  26日 (日) クリスマス工作 

  27日 (月) 折り紙教室 

    
 

  

12月 3日 (日) 頭の体操 No1 

    
 

紅葉狩り 

  8日 (金) 外食ツアー 

  10日 (日) いきいきサロン （クリスマス工作） 
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  12日 (火) 書道教室 

  13日 (水) 誕生日会 

  15日 (金) 行事食 

  17日 (日) リトルクリスマスコンサート 

  22日 (金) ゆず湯 

  24日 (日) クリスマス会 

  29日 (木) 餅つき 

        

1月 1日 (月) 初詣 

  1日 
 

おせち 

  2日 (火) おせち 

  7日 (日) 新年会 

  11日 (木) 鏡開き  

  13日 (土) ﾃﾞｲ新年会 

  19日 (金) 外食ツアー 

  21日 (日) 頭の体操 No1 

  22日 (月) 折り紙教室 

  24日 (水) 誕生日会 

  28日 (日) 頭の体操 No2 

        

2月 3日 (金) 豆まき 

    
 

どんど焼きﾂｱｰ 

  4日 (日) 頭の体操 No1 

  11日 (日) いきいきサロン  

  14日 (水) 書道教室 

  16日 (金) 外食ツアー 

  18日 (日) 雛飾り作り 

  19日 (月) 行事食 

    
 

折り紙教室 

  25日 (日) 防災避難訓練 

    
 

運営懇談会 

    
 

茶話会・誕生日会 

    
 

  

3月 3日 (土) 行事食 

  4日 (日) 頭の体操 No1 

  9日 (金) 外食ツアー 
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  11日 (日) いきいきサロン  

  12日 (月) 折り紙教室 

  14日 (水) 書道教室 

  18日 (日) 頭の体操 No2 

  25日 (日) 茶話会・誕生日会 

  28日 (水) 桜鑑賞ツアー 
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2. デイサービスセンターひばり 

 

(ア) 施設の概要 

 

法人名      社会福祉法人隆寿会 

施設名      デイサービスセンターひばり 

所在地      千葉県君津市三直 522 

管理者      徳野 信子 

設置年月日    平成 14 年 5 月 1 日 

定員       35 名 

サービス提供地域 君津市内、市街周辺の片道７ｋロ以内の区域 

 

(イ) 職員の体制（平成 30 年 3 月） ※兼務職員あり 

 

職名 常勤 非常勤 合計 

管理者 1 名  1 名 

生活相談員 2 名  2 名 

機能訓練指導員 1 名 2 名 3 名 

看護職員 1 名 2 名 3 名 

介護職員 8 名 2 名 10 名 

その他  1 名 1 名 
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(ウ) 年間要介護度別利用者数（延べ人数） ※該当月末時点での有効介護度による 

 

  



12 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(エ) 年間利用者平均要介護度 
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(オ) 行事 

 

創作活動・ボランティア 外　出 少人数レク

昭和の日 お花見 ・5月節句の作品作り ・外出機能訓練 パズル ひばり温泉

・床屋(4/5.15.24) (4/10.13.14) 塗り絵 (4/24～29）

・手作りおやつ(4/17) 折り紙

・折り紙教室(4/24) 計算・漢字

・お寿司の日（4/27） 歌・将棋

憲法記念日 母の日 ・床屋(5/2.12.25) ・外出機能訓練 パズル 菖蒲湯

みどりの日 ・手作りおやつ(5/23) (5/3.4.5) 塗り絵 ひばり温泉

端午の節句 ・折り紙教室(5/15) 折り紙 （5/22～27）

計算・漢字

歌・将棋

時の記念日 父の日 ・七夕飾り製作（6/26～30） パズル ひばり温泉

・床屋(6/5.17.28) 塗り絵 （6/26～30）

・手作りおやつ(6/21) 折り紙

・折り紙教室(6/12) 計算・漢字

・お寿司の日（6/26） 歌・将棋

七夕祭 七夕祭り ・七夕祭り（7/8） パズル ひばり温泉

海の日 ・床屋（7/4.14.27） 塗り絵 （7/24～29）

ふみの日 ・手作りおやつ（7/27） 折り紙

・折り紙教室（7/3） 計算・漢字

歌・将棋

山の日 納涼祭 ・納涼祭（8/14） パズル ひばり温泉

・床屋（8/7.19.30） 塗り絵 （8/28～31）

・折り紙教室（8/21） 折り紙

・行事食（8/28） 計算・漢字

・手作りおやつ（8/25） 歌・将棋

防災記念日 敬老会 ・手作りおやつ（9/23） パズル ひばり温泉

敬老の日 ・床屋（9/5.15.28） 塗り絵 （9/25～30） 避難訓練

秋分の日 ・折り紙教室（9/4） 折り紙 (9/14)

十五夜 計算・漢字

体育の日 運動会 ・ひばり大運動会（10/19） パズル ひばり温泉

・敬老会（10/9） 塗り絵 （10/23～28）

・床屋（10/11.21.30） 折り紙
・文化祭作品の製作（10/24～30) 計算・漢字

・手作りおやつ（10/16） 歌・将棋

・折り紙教室（10/23）

文化の日 文化祭 ・文化祭(10/30～11/15） ・外出機能訓練 パズル ひばり温泉

七五三 ・床屋(11/7.17.30) （11/29） 塗り絵 （11/20～25）

勤労感謝の日 ・手作りおやつ(11/21) 折り紙

・折り紙教室(11/27) 計算・漢字

・歌のボランティア（11/15） 歌・将棋

・翔凜高校ボランティア（11/11）

天皇誕生日 クリスマス会 ・クリスマス作品制作（12/4～9） パズル ひばり温泉

クリスマス ・クリスマス会（12/25） 塗り絵 （12/25～30）

・床屋（12/6.16.25） 折り紙

・手作りおやつ（12/20） 計算・漢字

・折り紙教室（12/11） 歌・将棋

元　日 お正月 ・新年会（1/13） パズル ひばり温泉

成人の日 ・床屋（1/19.25） 塗り絵 （1/22～1/27）

・折り紙教室（1/22） 折り紙 通報訓練

・手作りおやつ（1/25） 計算・漢字 （1/30）

歌・将棋

節　分 豆まき ・節分(豆まき）(2/3) パズル ひばり温泉

建国記念日 バレンタインデー ・ひな祭り作品作り（2/26～3/1） 塗り絵 (2/19～24）

・床屋(2/5.17.28) 折り紙

・折り紙教室(2/19) 計算・漢字

・手作りおやつ(2/23) 歌・将棋

雛祭り 雛祭り ・雛祭り パズル ひばり温泉

春分の日 ホワイトデー ・床屋（3/6.16.29） 塗り絵 （3/26～31）

・手作りおやつ（3/24） 折り紙

・折り紙教室（3/12） 計算・漢字

１０月

１１月

１２月

１月

２月

３月

４月

５月

６月

７月

８月

９月

平成29年度　　行事・レクリエーション報告　　　　 デイサービスひばり

月 年中行事・祝日 行　事
レクリエーション

その他 防災訓練
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3.認知症対応型デイサービスセンターひばりサロン 

 

(ア) 施設の概要 

 

法人名      社会福祉法人隆寿会 

施設名      デイサービスセンターひばりサロン 

所在地      千葉県君津市三直 522 

管理者      徳野 信子 

設置年月日    平成 23 年 7 月 1 日 

定員       12 名 

サービス提供地域 君津市内、市街周辺の片道７ｋロ以内の区域 

 

(イ) 職員の体制（平成 30 年 3 月）※ 兼務職員あり 

 

職名 常勤 非常勤 合計 

管理者 1 名  1 名 

生活相談員 1 名  1 名 

看護職員  3 名 3 名 

機能訓練指導員  3 名 3 名 

介護職員 3 名  3 名 
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(ウ) 年間要介護度別利用者数（延べ人数） 
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(エ) 年間利用者平均要介護度 
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(オ) 行事 

 

創作活動・ボランティア 外　出 少人数レク

昭和の日 お花見 ・5月節句の作品作り ・外出機能訓練 パズル ひばり温泉

・床屋(4/5.15.24) (4/10.13.14) 塗り絵 (4/24～29）

・手作りおやつ(4/17) 折り紙

・折り紙教室(4/24) 計算・漢字

・お寿司の日（4/27） 歌・将棋

憲法記念日 母の日 ・床屋(5/2.12.25) ・外出機能訓練 パズル 菖蒲湯

みどりの日 ・手作りおやつ(5/23) (5/3.4.5) 塗り絵 ひばり温泉

端午の節句 ・折り紙教室(5/15) 折り紙 （5/22～27）

計算・漢字

歌・将棋

時の記念日 父の日 ・七夕飾り製作（6/26～30） パズル ひばり温泉

・床屋(6/5.17.28) 塗り絵 （6/26～30）

・手作りおやつ(6/21) 折り紙

・折り紙教室(6/12) 計算・漢字

・お寿司の日（6/26） 歌・将棋

七夕祭 七夕祭り ・七夕祭り（7/8） パズル ひばり温泉

海の日 ・床屋（7/4.14.27） 塗り絵 （7/24～29）

ふみの日 ・手作りおやつ（7/27） 折り紙

・折り紙教室（7/3） 計算・漢字

歌・将棋

山の日 納涼祭 ・納涼祭（8/14） パズル ひばり温泉

・床屋（8/7.19.30） 塗り絵 （8/28～31）

・折り紙教室（8/21） 折り紙

・行事食（8/28） 計算・漢字

・手作りおやつ（8/25） 歌・将棋

防災記念日 敬老会 ・手作りおやつ（9/23） パズル ひばり温泉

敬老の日 ・床屋（9/5.15.28） 塗り絵 （9/25～30） 避難訓練

秋分の日 ・折り紙教室（9/4） 折り紙 (9/14)

十五夜 計算・漢字

体育の日 運動会 ・ひばり大運動会（10/19） パズル ひばり温泉

・敬老会（10/9） 塗り絵 （10/23～28）

・床屋（10/11.21.30） 折り紙
・文化祭作品の製作（10/24～30) 計算・漢字

・手作りおやつ（10/16） 歌・将棋

・折り紙教室（10/23）

文化の日 文化祭 ・文化祭(10/30～11/15） ・外出機能訓練 パズル ひばり温泉

七五三 ・床屋(11/7.17.30) （11/29） 塗り絵 （11/20～25）

勤労感謝の日 ・手作りおやつ(11/21) 折り紙

・折り紙教室(11/27) 計算・漢字

・歌のボランティア（11/15） 歌・将棋

・翔凜高校ボランティア（11/11）

天皇誕生日 クリスマス会 ・クリスマス作品制作（12/4～9） パズル ひばり温泉

クリスマス ・クリスマス会（12/25） 塗り絵 （12/25～30）

・床屋（12/6.16.25） 折り紙

・手作りおやつ（12/20） 計算・漢字

・折り紙教室（12/11） 歌・将棋

元　日 お正月 ・新年会（1/13） パズル ひばり温泉

成人の日 ・床屋（1/19.25） 塗り絵 （1/22～1/27）

・折り紙教室（1/22） 折り紙 通報訓練

・手作りおやつ（1/25） 計算・漢字 （1/30）

歌・将棋

節　分 豆まき ・節分(豆まき）(2/3) パズル ひばり温泉

建国記念日 バレンタインデー ・ひな祭り作品作り（2/26～3/1） 塗り絵 (2/19～24）

・床屋(2/5.17.28) 折り紙

・折り紙教室(2/19) 計算・漢字

・手作りおやつ(2/23) 歌・将棋

雛祭り 雛祭り ・雛祭り パズル ひばり温泉

春分の日 ホワイトデー ・床屋（3/6.16.29） 塗り絵 （3/26～31）

・手作りおやつ（3/24） 折り紙

・折り紙教室（3/12） 計算・漢字

１０月

１１月

１２月

１月

２月

３月

４月

５月

６月

７月

８月

９月

平成29年度　　行事・レクリエーション報告　　　　 デイサービスひばりサロン

月 年中行事・祝日 行　事
レクリエーション

その他 防災訓練
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② 公益事業 

 

1. 介護相談センターひばり 

 

(ア) 施設の概要 

 

法人名      社会福祉法人隆寿会 

施設名      介護相談センターひばり 

所在地      千葉県君津市三直 522 

管理者      徳野 信子 

設置年月日    平成 14 年 8 月 1 日 

サービス提供地域 君津市内、市街周辺の片道７ｋロ以内の区域 

 

(イ) 職員の体制（平 30 年 3 月） 

 

職名 常勤 非常勤 合計 

管理者 1 名  1 名 

介護支援専門員 4 名  4 名 

 

(ウ) 主なサービスの内容（居宅介護支援・介護予防支援・介護予防ケアマネジメント） 

 

利用者（見込を含む）がサービス利用する上でのすべての調整を行う。 

居宅訪問をし、面接及び課題分析を行い、ケアプランの作成をする。 

利用者より毎月、利用票の確認印を頂く、またモニタリングを行う。 

提供事業者に提供票の送付、実績の確認を行う。 

必要時、担当者会議を開催する。 

給付管理票の作成および国保連合会及び市への提出をする。 

 

(エ) ｽﾀｯﾌ会議等 

毎月 1 回開催 新規利用者、各ケアマネ担当ケースについて情報共有を行った。 

また、施設外研修について、施設内にて情報共有した。 

 

(オ) 研修生の受け入れ 

平成２９年度は外部機関や個人からの研修生の受け入れはない。（受入れ体制あり） 
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(カ) 要介護度別利用者数 
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その他 

 

(ア) 公益的取組 

 ｽﾀｯﾌ会議や理事会等にて協議を重ね、平成 29 年 4 月から「いきいきグランディサロ

ン」を開催した。 

 

平成 29 年度いきいきグランディサロン実施一覧 

実施日 
参加人

数 
備考 

4 月 9 日 4   

5 月 14 日 2   

6 月 11 日 2   

7 月 9 日 3   

10 月 8 日 4   

11月 12日 0   

12月 10日 1   

2 月 11 日 中止 インフル発生の為 

3 月 11 日 中止 インフル発生の為 

 

(イ) 情報開示等 

① 概要 

当法人のホームページやブログ（アメブロ、Facebook、Twitter）、や紙媒体の「ひばり通信」

等を通し、当法人の活動内容等の情報発信した。また各種の情報開示を行い運営の透明化を

図った。 

② ＰＲの状況 

(ア) インターネットでの広報活動 

法人公式サイト http://www.ryujukai.org/ 

アメブロ    http://ameblo.jp/ryujukai/ 

Facebook    https://www.facebook.com/ryujukai.shakaihukusi 

Twitter      @Ryujukai 

(イ)  ひばり通信（紙媒体）の発行 

毎月、デイサービス利用者様、地域のケアマネージャー等向けに「ひばり

通信」を発行 

(ウ) いきいきグランディサロンパンフレット 

 月１回開催するいきいきグランディサロンのパンフレットを作成し、地

https://www.facebook.com/ryujukai.shakaihukusi
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域の公民館等に配置した。 

 

③ 情報開示 

隆寿会公式サイトにおいて情報開示 

 

（内容） 

定款 

役員名簿 

評議員名簿 

計算書類 

財産目録 

事業計画書 

事業報告書 

役員報酬規程 

役員報酬 

苦情処理

 


