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１ 西恋ヶ窪にんじんホーム事業所
◇介護保険事業
・介護老人福祉施設（定員45名）
・短期入所生活介護（定員3名+空床利用型）
・通常規模型通所介護（定員30名）
・認知症対応型通所介護（定員12名）

◇その他事業
・国分寺市地域包括支援センター事業
・国分寺市高齢者生活支援ショートステイ事業
・高齢者見守り相談窓口事業

２ にんじん・立川事業所
◇介護保険事業
・訪問介護★
・通常規模型通所介護（定員40名）
・居宅介護支援★

◇その他事業
・立川市地域包括支援センター事業
・地域支え合いネットワーク事業
・障害者総合支援法事業
・移動支援事業
・通常の学級の臨時介助員事業

３ にんじんホーム・万願寺事業所
◇介護保険事業
・認知症対応型共同生活介護（定員18名）
・通常規模型通所介護（定員30名）★
・認知症対応型通所介護（定員12名）★
・訪問介護★
・居宅介護支援★

◇その他事業
・障害者総合支援法事業
・移動支援事業

４ にんじんホーム・上野原事業所
◇ 介護保険事業
・認知症対応型共同生活介護（定員18名）
・小規模多機能型居宅介護（定員18名）
・通常規模型通所介護（定員30名）★
・訪問介護
・訪問看護
・居宅介護支援

◇その他事業
・障害者総合支援法事業
・上野原市地域自立生活支援システム

お伺い電話委託事業
・日中一時支援事業
・軽度生活支援事業
・総合相談支援事業
・上野原市認知症カフェ事業

社会福祉法人にんじんの会の事業概要

５ にんじん・荻窪ふれあいの家事業所
◇介護保険事業
・通常規模型通所介護（定員25名）
・認知症対応型通所介護（定員12名）
・居宅介護支援
・訪問介護

◇その他事業
・杉並区家族介護教室事業
・ほっと一息、介護者ヘルプ委託事業

６ にんじん健康ひろば事業所
（にんじん・健康の駅事業所）
◇介護保険事業
・介護老人保健施設（定員82名）
・短期入所療養介護(空床利用型)
・通所リハビリテーション（定員20名）
・訪問リハビリテーション
・訪問介護
・通常規模型通所介護（定員25名）★

◇その他事業
・泉町二丁目シルバーピア管理業務
・国分寺市認知症カフェ事業
・地域交流事業

７ 法人本部
◇管理業務
・理事会等の運営
・総務・広報
・経理・会計・請求業務
・労務・人事

★ ISO9001認証取得事業所
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平成３０年度をふりかえって

平成３０年度活動報告をさせて頂きます。

平成２８年度、２９年度と２年間の業績が低迷していたことを受け、３０年度は事
業所長・主幹・主任の方々を中心として皆が危機意識を持って役割を果たし、上向き
の実績が見えるようになってきた１年となりました。

その理由として、シーズンⅡとして位置づけた中村先生（元厚生労働省社会・援護
局長、老健局長）の勉強会が皆の危機意識を生み出し、幹部職員のやる気を目覚めさ
せ、現場スタッフの意識化につながった年度でした。まだまだ十分な数字にはなって
いませんが、２年間の低迷から抜け出す方向はみえてきたと確信しています。

３０年度は、他業種の企業様との協働研修会、ＮＰＯとの連携した地域貢献活動な
ど、地域商店街への参画を含め、さまざまな取組を実践してきました。これらの取り
組みが、人材確保や地域への認知度を向上させている側面があると感じています。

人材確保と育成は常に課題ではありますが、おかげさまで人材は集まりユニットを
閉鎖することなく日常業務が行われていることをご報告します。

また、１１年間続いている「実践報告会」、１９年目のＩＳＯ定期審査、毎年開催
する夏祭りや秋祭り、２０年間維持している初任者研修（２級ヘルパー講座）など継
続しているさまざまな取り組みも滞りなく開催できていることも感謝申し上げます。

介護業界だけでなく、あらゆる分野での人材不足や業務遂行能力の低下などさまざ
まな問題が取り上げられています。時代変化のスピードと人々の生活のスピードが上
手にマッチングしていない状況のなか、人が人へ行う行為としての介護は、ロボット
化やＡＩ化が最も難しい分野ではありますが、本年度は２種類のロボット５台を導入
し挑戦しました。効果や有効性は２０１９年６月１９日の実践報告会において発表す
る予定になっています。

「いい仲間といい仕事をする」を合言葉にして、本年度の事業報告、決算報告が出
来ることに感謝致します。

社会福祉法人にんじんの会

理事長 石川 治江

にんじんの会のめざすもの

にんじんの会がとりくんだこと

１ 重度の認知症の方々の受け入れ（認知症デイサービス）
２ 障害者（児）のホームヘルプサービス
３ 多様なニーズを持つ在宅利用者へのホームヘルプサービス
４ 在宅での困難ケースの受け入れ（ショートステイ）
５ 特養・グループホームでの看取り
６ 介護老人保健施設・通所リハでの積極的な生活リハビリ
７ 他機関との連携によるサービス提供
８ 認知症予防ダンス「だんだんダンス」の啓発活動
９ 地域の方々と一緒にお祭りの開催

１ 個人の尊厳と人権を守り、利用者の自立と社会参加への支援に邁進します。

２ 利用者一人ひとりが、その人らしい充実した日々を過ごすに
最もふさわしいサービスの調整と提供に努めます。

３ 「地域に根ざした頼りにされる施設づくり」を目指して、
法人・施設の持つ機能を最大限に活かし、地域社会への貢献に努めます。

４ 職員が明るく爽やかに、かつ積極的に活動できるための
職場環境の創造に努めます。

５ 民間社会福祉事業者として先駆的、独自性に富んだ福祉事業の開発と、
健全で活力ある経営を永続させるための経営基盤の確立に努めます。
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西恋ヶ窪にんじんホーム事業所
事業所長から
国分寺市のほぼ中央に位置し、法人理念である

質の高い福祉サービスの提供を通じて社会に貢献
すべく、日々の活動を行っております。

2005年2月に開設し、15年目を迎えることが出
来ました。これもひとえにご利用者様、ご家族様、
地域の方々、職員のみなさん、関係各位の皆様の
おかげであると感謝の気持ちでいっぱいです。
施設のコンセプトである「在宅生活の延長」を

実現していくために職員一丸となり、ご利用者様
の生活の質の向上に努めて参りました。
事業としては介護老人福祉施設と併設短期入所

生活介護、一般型と地域密着型の2つの通所介護、
委託事業として地域包括支援センターの事業を
行っております。2018年度は地域との連携を更に
進め、地域イベントや共同防災訓練など地域に根
差した活動に力を入れてきました。施設では看取
りを希望される方が増加し、看取り対応の強化を
図りました。終の棲家としての機能と、いつまで
もその人らしい生活の保持のため心身機能維持に
努めています。通所介護では、新しいメニュー提
案や食事等のイベントを行い、多様なニーズに対
応してきました。地域包括支援センターは地域包
括ケアの要として活動し、ネットワークの構築も
少しずつ進んできております。2018年度は前年度
同様、6名体制で関係機関と連携して地域作りに努
めました。

■ 介護老人福祉施設
定員 45名

■ 短期入所生活介護事業
定員 ３名
営業地域 国分寺市他

■ 通所介護事業
定員 一般30名 認知症対応型12名
営業地域 国分寺市、府中市

小金井市、小平市
営業日・時間 月～土 8：30～17：30

■ 国分寺市委託事業
地域包括支援センターこいがくぼ
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１ 介護老人福祉施設事業
（特別養護老人ホーム・短期入所生活介護）

西恋ヶ窪にんじんホームは、45名定員の特別養護老人ホームと3名定員の短期入所生活介護
（ショートステイ）事業を運営しております。個室ユニット型特養として、5つのユニットにより
構成されています。広い個室、家庭的な内装や設えとなっております。施設はオール電化となって
おり、エントランスから見える厨房はとても特徴的です。ハードだけではなく、ソフト面でも以下
のような行動指針を制定し、施設開設の思いを繋ぐようにしております。
西恋ヶ窪にんじんホーム行動指針
①家庭の延長を ②安心と信頼を ③連携を ④介護のプロに ⑤みんなが幸せに

NISHIKOIGAKUBO

（１）事業概要
ユニット毎に職員配置を行い、家庭的な雰囲気

の中、個別ケアに力を入れています。平均要介護
度は4.0と主に要介護3～5の重度の方が入所されて
います。重度化に対応するため、人員配置を厚く
して、サービスの質の向上と職員の負担軽減を
図っています。また各種の委員会が年間約25種類
の勉強会を開催、外部研修にも多くの職員に参加
してもらい、施設にて伝達研修を行うなど、技術
の向上にも努めました。
食事はエントランスから見える厨房にて新調理

システムによるソフト食を提供し「安心・安全・
おいしい」をコンセプトに毎日の食事を楽しんで
いただきました。毎月季節に応じた行事食の提供
も行いました。
入浴と夜勤職員配置に人員を厚くしており、入

浴はマンツーマン対応を基本として、個浴、リフ
ト浴、座位式機械浴、寝台式機械浴の４つの浴槽
から、身体状況に応じて選択しゆっくりと入浴を
楽しめるように工夫しています。

（２）実績報告

特養稼働率は前年とほぼ同等ですが、短期入所
と空床利用が低下しています。看取りの方が多く、
短期入所も終了ケースが一時相次ぎ、稼働率が低
下しています。特養の入所期間が短くなる傾向が
あり、今後更に待機者の方へのスムーズな入所案
内を行っていきます。

平成
29年度

平成
30年度

前年比

特養 15,792名 15,793名 100.0%

介護度 3.9 4.0 +0.1

空床短期 302名 268名 88.7％

稼働率 98.0% 97.8% -0.2%

併設短期 1,214名 1,096名 90.3%

介護度 3.7 2.9 -0.8

稼働率 110.9% 100.0% -10.9%

（３）とりくんだこと、トピック
ユニットを一つの家庭と考え、ユニット毎のイベ

ント開催と入居者様毎の個別支援計画の実施を目標
として取り組みました。ユニット毎のイベントでは
季節のおやつ作りやスイカ割など、ご家族様も一緒
に楽しむことが出来ました。個別支援では、レスト
ランなどへの外食やご自宅への外出など、普段外出
が難しい方に特別な時間を過ごしていただきました。

2018年度も引き続き地域貢献として、西恋ヶ窪
地域連合防災会との連携で、防災祭りへの協力や共
同防災訓練や国分寺市との災害時高齢者支援の協定
締結など、地域での福祉施設の役割を広げています。
また、国分寺地域での取り組みとして、こくベジの
時間や国分寺まつりへの参加などイベントへの参加
や、2017年度から毎月実施している「にんじん食
堂」など、地域貢献活動に力を入れてきました。
短期入所では一時定期利用の方が相次いで終了に

なるなど、稼働率が低下する時期があり、居宅介護
支援事業所などへの営業活動や取り組みの紹介を行
い、必要な方へのサービス提供に努めました。
介護老人福祉施設事業では、2018年度は19名の

方が退所され、内16名の方は施設での看取りをさせ
ていただきました。前年度は12名中10名でした。
今後更に看取り体制の強化を図っていきます。また
中長期計画に基づき介護ロボットの活用についての
検討と取り組みを行い、利用者様、職員お互いに
とっての幸せを今後も模索していきます。

上：国分寺まつり 2018年はステージで認知症予
防ダンス「だんだんダンス」を披露しました。
下：にんじん食堂 みんなで仲良く調理しておい
しく頂きました。

（年間利用延人数）
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２ 通所介護事業
デイホームにんじん・西恋ヶ窪は、定員30名の一般型通所介護事業と定員

12名の認知症対応型通所介護事業を運営しています。
今年度は、QOLや生活意欲向上を目的に、学びレクリエーションを実施しま

した。また昨年度に引き続き、身体を動かしたいというニーズも多く、リハビ
リ機器や認知症予防ダンス‘だんだんダンス’を実施して、残存能力の維持・向上
に努めました。市内の通所型事業所としては珍しいリフト浴や座位式機械浴の
設備があることで利用者の方の在宅生活維持に貢献しています。

NISHIKOIGAKUBO

（１）事業概要
【食事】
月毎に行事食の提供を行っており、その他にも季節

を感じていただけるよう食事を提供しています。また、
食事量の調整や糖尿病食、極刻み食、ペースト食、ア
レルギー・禁食といった個々の事例に対応した食事提
供を行い、好評をいただいています。
【排泄】
専門性を活かし、利用者様・介助者相互が安心して

安楽できる介助を行っています。
【入浴】
同性介助を基本とした入浴体制を取っています。ま

た、リフト浴や座位式機械浴といった設備を活かし、
ご本人状態に応じた入浴を行っています。
【レクリエーション】
概ね2月毎に行事を行い、季節を感じていただいて

おります。授業形式での脳トレや英会話レク等の学び
レクリエーションを取り入れ、楽しみながら脳トレを
行いました。また、趣味活動として月に1回手芸倶楽
部を開催し、選択できる活動を増やしました。

（２）実績報告

一般型について年間を通して利用者数の増加傾向がみ
られました。しかし入院入所による利用終了が特に冬場
に多くありました。認知症対応型では、概ね利用数は増
加傾向でしたが、下半期で伸び悩みがみられました。問
い合わせに、丁寧に対応することと共に、個別対応につ
いてもアピールして利用増を目指していきます。

平成
29年度

平成
30年度

前年比

一般型
（総合含）

6,370名 6,745名 105.6%

介護度 2.0 1.9 －0.1

稼働率 69.3% 73.0% +3.7%

認知症対応型 1,078名 1,746名 161.9%

稼働率 29.0% 47.2% +18.2%

介護度 3.2 2.8 －0.4

（３）とりくんだこと、トピック

（年間利用延人数）

おとなの学校メソッド・手芸作品・演奏の様子

毎月2回第1・第3木曜日の午後に、はるカフェを
定期的に行い、認知症予防ダンス「だんだんダン
ス」に地域の方をお誘いし「楽しく・笑顔で・い
つまでも元気」を合言葉に、楽しみながら参加し
ていただきました。
季節毎に行事レクリエーションを開催しました。

その中でもお花見や初詣、食事・おやつ作りなど
を行い「出かけられてよかった」「自分で作った
おやつは美味しい」などの声をいただきました。
ボランティアさんによる活動も、オカリナ演奏

やピアノ演奏、マジック、地域幼児の訪問、手芸
活動などを受け入れており、音楽演奏ではご利用
者様の多くが笑顔で楽しまれ、また手芸では「自
分の趣味が広がった」との声も聞かれました。
今年は3年未満の職員へのスキルアップのため各

種勉強会・活動計画・情報共有のミーティングを
実施し一人一人のレベルアップを図りました。
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３ 包括支援センター事業

NISHIKOIGAKUBO

（１）事業概要
地域包括支援センターは以下の４つの柱を重点

事業として運営しました。
①【総合相談事業】生活全般の悩み相談に対して
専門職が対応し、適切なサービスの紹介や解決の
ための支援をしています。
②【権利擁護】尊厳のある暮らしを守り安心して
生活できるように虐待の防止、消費者被害防止、
成年後見制度の活用支援をしています。
③【介護予防ケアマネジメント】利用者の心身の
状態に合わせて介護予防の支援をしています。
④【包括的・継続的ケアマネジメント】適切な
サービスの提供のためにケアマネジャーへの支援
や助言をはじめ、関係機関と連携して住みやすい
地域づくりを支援しています。

（２）実績報告 平成30年度実績

総合相談
対応

（集計方
法変更）

権利擁護
対応

介護予防
ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝ
ﾄ(ﾌﾟﾗﾝ
数)

包括・継
続的ｹｱﾏﾈ
ｼﾞﾒﾝﾄ（ｹｱ
ﾏﾈ支援）

2,291件
（前年比
-343）

119件
（前年比

-6）

1538件
（前年比
＋87）

852件
（前年比
（+240）

こいがく
ぼサロン

集いの場
活動実績

出前
講座

認知症ｻ
ﾎﾟｰﾀｰ養成

講座

12回 4か所 2回 2回

（３）とりくんだこと、トピック

③【小地域ケア会議】東部地区３包括が主催し、
「高齢者を地域で支えるために」をテーマに、民
生委員、医療関係者、地域団体、ケアマネジャー、
社協等の参加をいただき開催しました。個別ケー
スの課題から地域課題を考え、地域に何が必要か
をグループワークで話し合いました。
④【悪質商法撃退キャラバン】東部地区３包括で
開催。東経大の協力を得て、消費生活センターの
講義、落語を交えながら振り込め詐欺や消費者被
害について地域住民への啓発活動を行いました。
⑤【熱中症予防訪問事業】民生委員、ケアマネ
ジャーと分担し、担当地域内の75歳以上の高齢者
世帯に個別訪問を行い地域の高齢者世帯の把握と
包括の周知に努めました。
⑥【出前講座】認知症サポーター養成講座、施設
の選び方講座など、老人会や市民グループに出前
講座を行いました。
⑦【「集いの場」立ち上げ応援】地域住民主体に
よる「10の筋トレ」を行う場の立ち上げ支援をし
ました。新しく1か所立ち上がりました。
⑧【認知症施策の推進】認知症推進員が中心とな
り認知症の知識を深めるための普及や啓発活動を
行いました。地域のカフェで認知症カフェのトラ
イアルを2回行いました。
⑨【高齢者見守り相談窓口との連携】地域住民主
体の見守り活動や地域の実態把握、ネットワーク
づくりに努めました。
⑩【その他】各種会議・研修への積極的な参加、
個別支援会議などを通じて関係機関との連携を構
築し、地域住民の支援に役立てています。広報紙
を発行し毎月民生委員や自治会を訪問、地域住民
や関係機関との関係づくりをさらに広げました。

（国分寺市委託事業）

地域懇談会
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地域包括支援センターは、高齢者が住み慣れた地域でその人らしい生活を続
けられるように、介護・福祉・保健・医療など、さまざまな面で支援を行うた
めの総合相談窓口です。国分寺地域包括支援センターこいがくぼの担当地域は、
国分寺市泉町、西恋ヶ窪、東戸倉です。担当職員は専門職5名（保健師1名、
看護師１名、社会福祉士1名、主任介護支援専門員１名、介護支援専門員１
名）です。平成29年度より高齢者見守り相談窓口が併設され社会福祉士１名
が配置されております。職員の異動はありましたが、例年通り身近な相談窓口
として機能しています。

①【こいがくぼサロン】
地域の高齢者がいつまでも元気で暮らせるように、
介護予防教室、転倒予防教室、家族介護者交流会、
その他の教室、講座を定期的に様々な地域で開催、
包括の周知にも努めています。
②【地域懇談会の開催】担当地域内の民生委員、
ケアマネジャー、老人会、サービス事業所を交え
ての懇談会を年2回開催、資源マップを作製しまし
た。



４ 年間スケジュール・イベント

NISHIKOIGAKUBO

（１）年間イベントカレンダー （３）ボランティアさん
フラワーアレンジメントや楽器の演奏、異世代

交流など、その活躍の範囲は様々。入居者のみな
さんの洋服を繕ってくれたり、月1回のコーヒーサ
ロンではウエイトレスに変身。にんじんホームに
は欠かせない存在です。国分寺市介護支援ボラン
ティア（市民65歳以上）の受入施設です。

ユニット毎にスイカ割り、流しそうめん、秋刀
魚を食べようレク、節分や書初めなどのイベント
を開催。ご家族様も参加され、一緒に思い出作り。

月 イベント名

４月 お花見会（全体）

５月 母の日のお祝い・しょうぶ湯

６月 避難訓練（救命訓練）

７月 健康診断・七夕・夏祭り

８月 スイカ割大会

９月 敬老会

１０月 秋の味覚モンブランつくり

１１月 インフルエンザ予防接種

１２月 クリスマス会・ゆず湯

１月 熊野神社初詣

２月 節分

３月 ひな祭り

（２）全体イベント

毎年恒例のお花見！満開
の桜がすぐ目の前に。今
年も全員お花見に出かけ
ることができました。来
年も楽しみ！！

にんじんホーム夏祭り、
地域の方の参加も多く、
にぎやかでした！今年も
太鼓の音と、花火が夜空
に響きわたりました！！

年度末には、国分寺市
との「災害時高齢者支
援に関する協定」を締
結しました。

（４） ユニットイベント

（５）個別支援・外出支援
入居者の皆様やご家族様が、行きたいと思って

もなかなか外出は大変です。職員に是非お手伝い
をさせてください。カラオケや昭和記念公園のフ
ラワーイベント。母校大学の学園祭、レストラン
での外食など職員にとっても楽しみの一つです。
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地域防災会との協定に基
づき、国分寺市消防署と
消防団との共同の防災訓
練を実施しました。消防
署の本番さながらの迫力
ある演習が行われました。



にんじん・立川事業所
事業所長から

TACHIKAWA
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平成９年７月に開設した「にんじん立川」は、

今年で13年目を迎えます。この間地域の皆さまに
支えられ、志の高い職員と共に歩んできました。
地域交流スペースの交流イベントとしては

①はるカフェ（毎週火曜日、体操教室）
②にんじんカフェ（毎週木曜日の午後）
③にんじん食堂（毎月第3土曜日）
④クッキング食堂（毎週金曜日の夕方）
などを開催し、地域のたまり場としてさらに新た
なニーズの発掘にも努めました。
介護保険事業のほかにも障害者サービス地域支

えあいネットワーク事業にも注力し事業の拡大を
図りました。
これからも地域の皆様と共に歩んで参ります。

■ 訪問介護事業
サービス提供地域 立川市、国立市、国分寺市
サービス提供 24時間365日

■ 居宅介護支援事業
サービス提供地域 立川市、国立市、昭島市
サービス提供日・時間 月曜日～土曜日 8:30～17:30

■ 通所介護事業
サービス提供地域 立川市 国分寺市 東大和市

小平市 武蔵村山市
サービス提供日・時間 月曜日～土曜日 9:00～17:00

■ 地域包括支援センター事業
サービス提供地域 立川市 高松町、曙町、緑町
サービス提供日・時間 月曜日～金曜日 9:00～19:00

■ 特定相談支援事業
サービス提供地域 立川市他
サービス提供日・時間 月曜日～土曜日 9:00～17:30



１ 訪問介護事業
当事業所は、在宅でサービスを利用される方々

の要望を適切に把握し、信頼される質の高い福祉
サービスの提供を通して、社会に貢献しています。
住み慣れた地域で、高齢者が自分らしい生活を

送れるように、連携を取りながら支援しています。

（１）事業概要
資格（初任者研修修了者・介護福祉士）を持った

ホームヘルパーが介護を必要とされる方に、介護
サービスを提供していきます。

≪訪問介護≫
・身体介護 ・生活援助
入浴・排泄介助・清拭 掃除・調理・洗濯
通院介助・車椅子介助 買物代行
買物同行・食事介助

≪有償ホームヘルプサービス≫
介護保険外のケア

≪障害者総合支援≫
・身体介護・生活支援 介護保険外のケア
・行動援護（行動に危険）
・同行援護（視覚障害者）
・病院内での見守等
・移動支援
・重度訪問介護

（２）実績報告 （年間利用者実人数）

平成
２9年度

平成
３０年度

前年比

介護保険 1,048名 1,055名 101％

日常総合 636名 617名 97％

障害総合 1,202名 1,048名 87％

有 償 165名 177名 107%

合 計 3,051名 2,897名 95％

（３）とりくんだこと、トピック
要件を満たす体制が整ったことにより、2019年

2月より特定事業所加算Ⅱを算定しています。
これからも良質な訪問介護サービスを提供して

いきます。
また地域に密着した在宅サービスを目指し，２

か月に１回の「小地域ケア会議」に参加して勉強
しています。
障害福祉サービス事業所連絡会にも頻繁に参加

しました。

（小地域ケア会議内容）
・ 5月 stop！The 悪徳商法
・ 7月 立川市第３地区情報
・ 9月 災害時の心構え
・ １1月 認知症だっていいじゃない

～皆で一緒に暮らせる街に～
・ １月 みんなで事例を挙げてみよう！

～連携で上手くいった事、困った事～
・ ３月 お医者様が大切にしている

患者様への思い
※当事業所に登録されるヘルパーさんに向け、介
護技術向上を目的とした研修を開催しました。

・安全な更衣の着脱
・口腔ケア
・陰洗、オムツ交換
・安全な車椅子介助方法と利用者体験
・足浴
・年度末反省会

TACHIKAWA
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平成30年度の年間利用者数は前年比95％と大き
な減少が見られました。ヘルパー不足等により多く
のニーズに対応できなかったことが原因の一つです。
平成31年度のケアステーションにんじん・立川

は新体制です。多職種やヘルパーとの連携を強化し、
既存のケアから地域の潜在的ニーズまで対応できる
よう職員一同、全力を持って取り組み地域に貢献し
ます。



２ 居宅介護支援事業
特定事業所として主任ケアマネジャーを配置し、どんなケースにも対応

できるように併設の地域包括支援センター、相談支援事業所、通所介護事
業所、訪問介護事業所と連携しながら「年齢や障害に関係なくマネージメ
ントできるケアマネジャー」を目指して日々業務を行ってきました。

（１）事業概要

①ケアプランの作成
ケアマネジャー（介護支援専門員）が、心身
の状況や生活環境、ご本人やご家族様の希望
に沿って、ケアプラン（居宅サービス計画）
を作成しています。

②介護サービスの連絡・調整
介護サービス事業者、各関係機関との連絡・
調整を行っています。

③代行業務
要介護認定や更新認定の申請手続き、その他
必要な書類や手続きについて代行しています。

④各種相談・情報提供
介護サービス（介護保険対応）だけでなく、
介護保険外の社会資源の紹介等も行い、より
快適な在宅生活を提案しています。

（２）実績報告 （月平均利用者数）

要支援者が増えた要因は、要支援者を受け入れ
る事業所が減っている影響もあります。積極的に
要支援者の委託を受けることで、要介護者の依頼
も増えている傾向にあります。

平成
２9年度

平成
30年度

前年比

要介護者 240名 247名 102.9％

要支援者 85名 102名 120.0％

合 計 325名 342名 105.2％

（３）とりくんだこと、トピック

TACHIKAWA
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①事業所のPR
Ｈ28年度より、相談支援従事者初任者研修を
受講し相談支援専門員の資格取得をしたケマ
ネジャーが４名在籍しています。子供から高
齢者まで幅広くマネジメントできるスキルを
持ったケアマネジャーを目指し、今年度も順
次、資格取得予定です。

②研修や地域の会議を担当制にした事で、研
修参加率が上がり、より多くの情報を得る事
でスキルアップを図りました。



3 通所介護事業
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（２）実績報告 （年間利用者延人数）

平成
２９年度

平成
30年度

前年比

介護保険 5448名 7168名 131.5%

総合事業 965名 1177名 121.9%

合 計 5448名 8345名 153.1%

利用者数／
1日平均

20.6人 27.3人 132.5％

年間稼働率 82.4％ 74.9％

介 護 度 1.6 1.5

リハビリ機材（油圧式マシン５種、リカンベン
トバイク、マルチホームトレーナー）を導入し、
作業療法士を配置しました。また体操メニューも
一新し、身体機能の維持・向上を目指しました。
認知症予防ダンス「だんだんダンス」もすっかり
定番となり、毎日楽しく踊りました。
新たな活動メニューとして楽しく学びながら認

知機能へのアプローチとなる「おとなの学校」を
立川市内のデイサービスでは初めて導入しました。
また、ボランティアさんの活動も多く、ハーモ

ニカ演奏、太極拳、絵手紙や習字、詩吟、歌会、
英語レクなど多くの参加があり、ご好評をいただ
きました。
おやつ作り、手芸、麻雀、囲碁等の活動、カラ

オケルームも稼働させ、利用者様がやりたい事を
して過ごせる場所になるよう取り組みました。
立川市立第５小学校の4年生との交流会、高松町

文化祭への出展も継続して行い、地域とのつなが
りも大切にしています。

主に立川市、近隣市内に在住の要支援・要介護
認定を受けた方と事業対象者の方にご利用いただ
いております。
介護予防・日常生活支援総合事業である通所型

のサービスは立川市の他に新たに町田市の指定を
受けました。
主な加算は機能訓練加算、入浴介助加算です。
食事は高齢者専門の配食業者に委託しており、

施設で温めて提供しております。

8月に定員を30名から40名に増員しました。
要介護認定者のうち54％が要介護１であり、軽度
認定者の割合が多くなっています。

平成28年10月に移転、リニューアルオープンして2年半
が経過しました。
年度途中に定員を40名に増員し、随時新規利用者を受け

入れました。

（１）事業概要 （３）とりくんだこと、トピック



4 地域包括支援センター事業

（１）事業概要

★包括的支援事業
①総合相談事業
「ワンストップの相談窓口として機能」

②権利擁護･虐待対応
「虐待疑いケースへの個別対応」「多重問題解
決のための他機関との連携」

③介護予防ケアマネジメント事業
「予防給付･総合事業のケアマネジメント」「地
域の健康フェアに参加」「介護予防教室の開
催」

④包括的継続的ケアマネジメント事業
「各種連携会議出席」「地域密着サービス運営
推進協議会に参加」「地域のケアマネジャーへ
の個別支援」「地域包括支援ネットワークの構
築」「民生委員との連携」「多職種交流会の開
催」「認知症サポーター養成講座の開催」「広
報誌の発行」

★地域ケア会議の開催
「小地域ケア会議、個別支援会議の主催」

★地域支えあいネットワーク事業
「ちょこっとボランティアのコーディネート･交
流会の開催」「サロン活動の支援」「安否確認
や実態把握」

★認知症総合支援事業
「認知症初期集中支援事業の実施」

★その他
「福祉教育としての実習受け入れ」

（２）実績報告

相談 件数 会議等 人数
(延べ）

総合相談 3283 介護予防
教室

471

権利擁護相談 143 介護者教室 9

ケアマネジャー
等個別相談

427 認知症ｻﾎﾟｰ
ﾀｰ養成講座

593

予防プラン件数
（総合事業）

2656
(1295)

小地域ケア
会議

210

安否確認
(通報/実働）

6/5 ちょこっと
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ実働

525

（３）とりくんだこと、トピック

★多世代共生の取り組みとして、あたみプロジェ
クトの会議に月1回参加のほか、あたみの活動に
参加。あたみと共催でデイを巻き込んだ夏祭り、
クリスマス会を開催した。

★支えあいネットワーク交流会としてのにんじん
サロンでは秋に高幡不動尊への外出企画を実施
した。

★にんじん立川交流スペースを活用した、サロン
「わいわいガヤガヤ（失語症の方の会）」の立
ち上げを行った。

★実習生は２大学から１３名、病院から4名を受入
れた。

★広報誌は4回発行した。

TACHIKAWA
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寿教室での
介護予防教室

高幡不動尊へ

地域の皆さんと
お参り夏祭りにんじんサロン

中部たかまつ地域包括支援センターは、立川市曙町･高松町･緑町の高齢者が住み慣れた地域でそ
の人らしい生活を続けられるように、介護、福祉、保健、医療などさまざまな面で支援を行うため
の総合相談窓口として機能してきました。
平成30年度は前年度に引き続き法人の交流スペースを活用し、多世代交流事業や介護予防教室を

企画したりと高齢者のみならず地域住民の交流・居場所作りに取り組みました。



5 特定相談支援事業

地域の障がい者、障がい児童等を対象に相談支援事業を行っています。
平成２５年１１月に事業を開始して5年半が経過しましたが、立川市及び周辺地域のサービス提

供事業者、医療、保健や学校とのチームで連携を取りながらの支援です。
未就学の児童対象の児童発達支援、小学校からは放課後の時間を放課後等デイサービスの利用な

ど、地域で安心して楽しく暮らしていきたい、学校を出てからも友達と楽しみたい、生活の基盤を
今住んでいる地域に持ちたい等の希望があります。
計画相談では役所のケースワーカー、保健師との連携を取りながら今の生活が維持できるように

支援します。

（１）事業概要
①ケアマネジメント
相談支援専門員が、利用者様及びご家族様、保険
者と協働しながら、よりご本人の希望する生活を
一緒にマネジメントしています。

②サービス等利用計画の作成
ご本人の希望するサービスのサービス等利用計画
をご本人と一緒に作成しています。

③相談支援
希望のサービス調整、施設や就労場所等の紹介を
しています。

④サービスの調整
医療・保健・介護等のサービスについて連絡・
調整を行っています。

⑤カンファレンス等の開催
サービス支援者会議及び各種サービス機関や学校、
医療機関等とカンファレンスの開催を実施してい
ます。

制度上、収支のバランスがとれない為、新規の
受け入れが取れない状態です。

平成
２9年度

平成
30年度

前年比

計画相談 83 74 89.2%

児童相談 41 33 80.0%

合 計 124 107 86.3%

（３）とりくんだこと、トピック

TACHIKAWA

（２）実績報告
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〇相談支援事業者連絡会及び勉強会に３か月に１
回参加し、各方面との情報交換をしました。また
立川市障害福祉課主催等の勉強会やセミナー等に
参加し、ケアマネジメントのスキルアップを図り
ました。
〇問題ケース、イレギュラーなケースには障害福
祉課の担当ケースワーカー、係長にも出席頂き、
サービス事業者を交えての支援介護を当事業所や
市役所で複数回開催し連携強化を図りました。
〇月に1回、事業所内でのミーティングを行い、情
報の共有や相談、制度についての勉強会等を行い
より良い、支援ができるように努めました。



6 年間スケジュール・イベント
（１）年間イベントカレンダー （３）健康フェア(高松町･曙町）
月 イベント名

４月

５月 認知症サポーター養成講座（多摩信用金庫）
暮らしの保健室（都営曙アパート）

６月 介護予防教室「失敗しない老人ホームの選び方」

７月 認知症サポーター養成講座（大原学園・いなつき）

８月 夏祭りにんじんサロン（共催：あたみ、高松図書館、
デイホームにんじん）

９月 認知症サポーター養成講座（アイム）

１０月 高松健康フェア
介護予防教室「介護～オストメイトのその時～」
認知症サポーター養成講座（富国生命）

１１月 曙健康フェア
介護予防教室「病院との付き合い方」
認知症サポーター養成講座（第五小学校）
にんじんサロン＆支え合いネットワーク交流会

１２月 多世代交流（あたみクリスマス会）

１月 介護予防教室「おなかの菌学」

２月 認知症サポーター養成講座（三井住友信託銀行）

３月 にんじんサロン(たこ焼きパーティ） （４）交流スペースの活用

TACHIKAWA

（２）はるカフェ

毎年参加で、おなじみの脳年齢テストを行いま
した。高松健康フェアでは、くじ引きを行い、子
どもたちが作った「あたみ (曙･高松･緑町のキャラ
クター）のお守り」をプレゼントする取り組みを
行いました。

毎週金曜日の夕方はクッキング食堂です。こちら
も多世代交流を目的としていますが、小学生の参
加が多いです。

はるカフェのキーワードは認知症。認知症予防
のだんだんダンスも含めた体操教室を毎週火曜日
の13：30～開催しました。毎回25名前後の方の
参加がありました。

毎週木曜日の午後はにんじんカフェ。
赤ちゃんも高齢者も誰でも集える場所です。
おしゃべりしながら手芸をするグループ、キッズ
スペースで遊ぶ親子、コーヒー片手に読書、過ご
し方は様々です。

第3土曜日のお昼は多世代交流・にんじん食堂
です。みんなで作ってみんなで食べよう！をコン
セプトに毎回大勢の方の参加があります。地域の
農家さんやパン屋さんにもご協力頂きました。

かな拾いや
かな計算を
やってます

健
康
フ
ェ
ア
で
の

脳
年
齢
テ
ス
ト
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みあたん



事業所長から
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MANGANJI

社会福祉法人にんじんの会の法人理念である、質の
高い福祉サービスの提供を通じて社会に貢献すべく、
日々活動を行っております。法人が日野地域に事業所
を開設させて頂いてから約20年という歳月が経過しま
した。平成23年に日野地域の事業所統合で万願寺事業
所が開設して7年が経ち、これまで地域の方々に信頼
を頂けるように認知症対応型共同生活介護、通所介護、
認知症対応型通所介護、訪問介護、居宅介護支援事業
を行って参りました。

2018年度の認知症対応型共同生活介護事業では2名
の退所がありましたが、感染症や大きな事故もなく安
定的な運営となりました。通所介護事業では1月から
定員を5名増やし、30名としています。2017年度達
成できなかった稼働目標は、新たなプログラムやイベ
ントを継続してきた結果、達成することができました。
認知症型通所介護の目標は未達成となっており、営業
の強化と引き続き、日曜日を含め毎日営業し、認知症
ご利用者様の在宅生活の支援と丁寧なサービスを提供
して参ります。訪問介護では障害サービスが前年度比
で微減となりましたが、介護保険・障害サービスの合
計では昨年より多くの方々にサービスを提供する事が
出来ました。今後もサービスの質の向上と訪問介護員
の育成・確保に力を入れていきます。居宅介護支援で
は2名体制で、医療・介護との連携を行い、信頼を大
切にして支援を行いました。

2019年度は各事業の体制強化と増員を図り、多様
なニーズへ応え、「にんじん」の伝統と名に恥じない
サービスを地域へ提供して参ります。

■ 認知症対応型共同生活介護事業
2ユニット 定員 18名
営業地域 日野市（地域密着サービス）
対象者 要支援2以上

■ 通所介護事業・総合支援事業
定員 30名
営業地域 日野市、八王子他
営業日・時間 月～土 8：30～17：30

■ 認知症対応型通所介護事業
定員 12名
営業地域 日野市（地域密着サービス）
営業日・時間 月～日 8：30～17：30

■ 訪問介護事業・総合支援事業・障害総合支援事業
営業地域 日野市、立川市他
営業日・時間 24時間、365日
営業日・時間 月～日 8：30～17：30

■ 居宅介護支援事業
営業地域 日野市、八王子市他
営業日・時間 月～土 8：30～17：30

にんじんホーム・万願寺事業所



１ 認知症高齢者共同生活介護事業
（認知症高齢者グループホーム）

にんじんホーム・万願寺は、9名定員の1ユニットが2つある地域密着型認知症対応型共同生活介護（グ
ループホーム）事業を運営しております。認知症になっても住み慣れた日野市の中で、安心して生活して
いただけるよう日々職員間で連携を取り、支援をしています。2つあるユニットは同じ階にあり、ご利用者
様も職員も常時行き来可能な空間で生活をしています。
平成30年度は1名のお看取りと、転居による退所1名と合わせ、2名の入れ替わりがありました。平均年

齢は85歳、平均要介護度は2.4となっています。往診医と連携を取り、安定した生活を送ることが出来まし
た。今後も、ご利用者様が豊かで安心・安全に過ごして頂けるよう努めて参ります。

（１）事業概要

（２）実績報告

平成
29年度

平成
30年度

前年比

介護保険 6,524名 6,509名 99.7％

介護予防 0名 0名 ―

合計 6,524名 6,509名 99.7％

稼働率 99％ 99％ +-0％

介護度 2.1 2.4 ―

（３）とりくんだこと、トピック

MANGANJI

日野市内に在住の要支援2から要介護5までの認知
症疾患の方を対象にサービスを提供しています。
365日24時間、途切れのない支援を行いご利用者様
が安心、安全に過ごしていただけるよう日々努力し
ています。
食事・・・毎日夕食はご利用者様と一緒に作って

います。内容については厨房委託業者
と連携をしながら進めています。

排泄・・・排泄表を作成し個々の排泄状況を把握
し、清潔を保てるよう支援しています。

入浴・・・週2回の入浴を基本として、安全安心に
実施しています。

余暇・・・雨天時以外は気温に考慮して毎日外へ
散歩に出かけています。また、1日3回
の体操やレクリエーションの実施や、
定期的な外食も行いました。

行事・・・花見、夏祭り、敬老会、運動会、クリ
スマス会、新年会、誕生日会等、季節
を感じて頂くため四季折々の行事を実
施しました。
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前年度に引き続き平成30年度も2名の入れ替わり
がありました。稼働率は微減で安定しております。
介護度は微増となっています。日々の体操や散歩
などの活動を強化して、安定された生活空間の中
で身体能力の維持を図って参ります。

今年度は行事もそうですが、日常生活の充実をめざ
し、散歩や食事作りといった取り組みについても力を
入れていきました。昨年度に実施していた市内の喫茶
店への定期的な通い等、今後も日常と非日常ともに、
少しでも充実していただければと考えています。

↑↗→散歩での一コマ、寒
さや暑さ、花や草木など、
小さなことですが、季節の
変化や体調などで話が盛り
上がりました。

←↙↓
日常の一コマとな
ります。
皆様の笑顔が職員
一同の日々の活力
となっており、少
しでも笑顔の時間
が続くよう努めて
参ります。



２ 通所介護事業（デイサービス）

デイホームにんじん・万願寺は、2019年1月より定員を5名増加し、定員30名の一般型通所介護事業・総合
支援事業を運営しており、日々のレクリエーションや体操、イベントで楽しく元気に過ごして頂いています。
昨年度から引き続き、「毎日の出会いを大切にしています。」「利用者様と職員との時間を大切にしま

す。」「今を大切にします。」と、3つの「大切」をコンセプトにサービスを提供して参りました。
新規メニューの開発やイベントの強化もそうですが、同時に普段の活動の見直しを行い、余暇の時間での活

動内容の強化や提供を務めました。
今後もより多くの方々に楽しんで頂けるよう職員一同、一層の努力に励み、ご利用者様・ご家族様、関係者

への支援と情報提供を丁寧に行い、信頼関係をひとつひとつ作り上げて参ります。

（１）事業概要
日野市、または近隣市内に在住の要支援、要介護

認定を受けた方がご利用できます。

送迎・・・ご希望の時間に添って車で送迎します。
帰りは18：30迄対応しています。

食事・・・普通食から、一口サイズ、ペースト食等
ご要望に合わせてご用意しています。

排泄・・・ひとりひとりのペースや対応に合わせて
個別の対応をしています。

入浴・・・ひとりひとり個別に対応しています。
リフト浴対応も行っています。

行事・・・季節の行事や、おやつイベント等を提供
しています。

機能訓練・看護職員等が、個別に機能訓練計画書を
作成し、計画に沿って目的を持った機能
訓練を実施しております。

（２）実績報告

前年度から継続した営業活動と活動の強化によ
り、総合事業以外は前年度を上回ることができま
した。ケアマネジャーへの実績報告の際に、相談
員が直接出向き、状態変化や気になることなど、
細かく伝え、サービス内容などを柔軟に変更して
いったことや、余暇活動での活動方法の見直しな
どが、ご本人とそのご家族に好意的に受け止めら
れたものと考えます。

平成
29年度

平成
30年度

前年比

介護保険 5,459名 6,304名 115.4％

介護予防 0名 0名 ―

総合事業 274名 181名 66％

合計 5,733名 6,485名 113.1％

稼働率 73％ 80.3％ +7.3％

介護度 2.2 2.2 ―

（３）とりくんだこと、トピック

MANGANJI

→↘↓今年も、おやつ・
食事イベントを継続し、
「フレンチトースト」や
「冷やし中華」・「お好
み焼き」等を作りました。
職員も皆さんと一緒に
楽しませて頂きました。

←↓毎年恒例の「万願寺
祭り」も皆で楽しく食べ
て・飲んで・踊って元気
に盛り上がっていました。

↑→今年度も、多くのボ
ランティアの方々が来所
され、ご利用者様の楽し
みになっています。
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2018年度は新たな活動への取り組みも行いました
が、普段の活動を見直し、食後のちょっとした空き時
間でも、「今を大切にします」というコンセプトに、
脳トレなどの時間を提供致しました。
例年行っている、花見、母の日、父の日、七夕、夏

祭り、敬老会、運動会、クリスマス会、節分等々も継
続して行い、様々なボランティアさんも来所してくだ
さいました。



３ 認知症対応型通所介護事業

デイホームにんじん・万願寺は、定員12名の地域密着型認知症対応型通所介護事業を運営しております。
重度の認知症高齢者も安心して過ごして頂けるよう支援をしています。
今年度も認知症研修を修了した管理者の下、専門的認知症ケアを提供し、週７日間の開催を行う事ができ

ました。市内には日曜日に開催している通所介護事業所が少ない為、在宅生活の継続を支えるサービスと
なっています。
今後も、ご利用者様・ご家族様への支援を丁寧に行い、信頼関係の構築に努めて参ります。

（１）事業概要

（２）実績報告

昨年度と比較して、減少しています。昨年度は
増加しており、一昨年度と比較すると微増となっ
ています。専門的な認知症ケアや個別対応の必要
があるため、研修などによる質的向上とご家族様
やケアマネと密な情報共有に努めて参ります。

平成
29年度

平成
30年度

前年比

介護保険 2,017名 1,860名 92.2％

介護予防 98名 53名 54％

合計 2,115名 1,913名 90.4％

稼働率 49％ 44.2％ -4.8％

介護度 3.5 3.3 ―

（３）とりくんだこと、トピック

MANGANJI
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↑↗→認知症対応型通所で
も、職員と一緒におやつ作
りに挑戦しています！

←認知症実践者研修
を受けた介護福祉士
が中心となって、重
度の認知症高齢者の
個別対応方法につい
て情報共有ミーティ
ングを行っています。

↑万願寺祭りへの参加やボランティアさんとの交
流も行いました。

日野市内に在住の要支援、要介護認定を受けた方
がご利用できます。（地域密着型事業）

送迎・・・ご希望の時間に添って車で送迎します。
帰りは18：30迄対応しています。

食事・・・普通食から、一口サイズ、ペースト食等
ご要望に合わせてご用意しています。

排泄・・・ひとりひとりのペースや対応に合わせて
個別の対応をしています。

入浴・・・ひとりひとり個別に対応します。リフ
ト浴対応も行っています。

行事・・・季節の行事やおやつイベント等を提供し
ています。

専門的認知症ケア
ひとりひとりの利用者様の抱えてる認知
症の症状をアセスメントから計画作成・
支援を行ないます。また、専門的な研修
を受けた職員が中心となり、認知症高齢
者様への個別対応方法等の研修、職員間
で情報共有・ミーティングを行っていま
す。

2018年度も在宅の認知症ご利用者様の支援を週
7日間毎日営業し、専門的ケアの提供を行いました。
在宅で介護生活を続けるご家族様の支援にも繋
がっています。毎日ご利用される方や不定期で日
曜日だけをご利用される方もおり、ご利用者様、
ご家族様のニーズに柔軟に対応しています。
季節の行事やおやつイベント等も参加可能な方

に参加して頂いき、楽しみながら機能維持を図り
ました。



４ 訪問介護事業

ケアステーションにんじん・万願寺では介護保険事業・総合支援事業・障害者総合支援事業にて訪問
介護を運営しております。
今年度も要介護・障害状態となっても、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを自宅で最後まで続ける

ことが出来るよう、医療・介護と連携を図り一体的に提供されるよう支援させていただきました。
今後もご希望に添えるよう、ご利用者様、ご家族様、関係機関との連携を図り、質の高いサービスの

提供に努めて参ります。

（１）事業概要
初任者研修修了（ホームヘルプ2級）または介護福

祉士の資格を持った訪問介護員が、高齢者や障害者な
ど在宅でのお世話を必要とされている方々へ居宅にて
サービスを提供しています。

《ホームヘルプサービス》
・生活援助：買い物 調理 洗濯 掃除等
・身体介護：清拭 オムツ交換 入浴 車椅子介助

通院介助等

《障害者総合支援》
・生活支援：買い物 調理 洗濯 掃除等
・身体介護：入浴 通院介助
・同行援護：視覚障害者へ支援

《有償サービス》
・日常生活に支援が必要な方への生活援助
・院内での見守り、排泄介助等

（２）実績報告

障害総合のみ微減となりましたが、合計で昨年
を上回る結果となりました。引き続き安定した
サービスの提供が行えるようサービスの質向上と
訪問介護員の育成・確保に努めて参ります。

平成
29年度

平成
30年度

前年比

介護保険 4,641時間 5,459時間 117.6％

介護予防 ― ― ―

総合事業 1,350時間 1,527時間 113.1％

障害総合 5,597時間 5,528時間 98.7％

合計 11,588時間 12,515時間 107.9％

（３）とりくんだこと、トピック

MANGANJI

訪問介護員のスキルアップを行うために、感染
症及び食中毒、認知症、高齢者虐待防止法、車椅
子介助、口腔ケア、介護技術、家事支援等の勉強
の機会を持ちました。

〈勉強会〉
・認知症及び救急時の対応について
・リスクマネジメントについて事例検討
・災害時の対応について
・事故防止と安全対策（リスク管理）
・あいまいゾーンについて
・防災体験、応急処置対応について
・食事介助について
・サービス記録、業務報告書の書き方について
・ヘルパーの悩み、みんなで聴こう
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→2018年5月ヘ
ルパー会議、勉
強会の様子（認
知症の理解）

←ベット上での食事
介助についての勉強
会での一幕

→2019年3月
ヘルパー会議の様
子（在宅での見守
りについて）



５ 居宅介護支援事業

介護相談センターにんじん・万願寺では介護保険ご利用時のケアプラン作成を行う、居宅介護支援事
業を運営しております。
今年度もケアマネジャー2名体制で在宅生活の要介護高齢者様を支えるお手伝いをさせて頂いていま

す。ケアマネジャーとしてご利用者様、ご家族様のニーズを十分に引き出し、より良い生活が送れるよ
うケアプランを作成しています。今後も日野市主催の研修や法人内勉強会へ積極的に参加して、情報を
得ることでケアマネジャーとしての知識・技術の向上を図り、サービスの質の向上を目指します。

（１）事業概要

日野市内、近隣市に在住する要支援・要介護認
定を受けている方へ、その人らしい在宅生活が継
続出来るよう支援しています。
課題設定・目標設定・ケアプラン作成・サービ

ス担当者会議・モニタリング等で適切なマネジメ
ントを行いました。
独居や高齢者世帯、認知症ご夫婦のみの世帯等

のケースが増加傾向にあり、自治体、地域包括支
援センター等、多職種との連携を図り支援を行い
ました。
今後も多様化するご利用者様、ご家族様のニー

ズに応え、ご希望に沿った計画を提案し、申請書
類の作成や提出をお手伝いして参ります。また、
地域の介護相談窓口として、介護等で困ったこと
に対応していきます。

（２）実績報告

2018年度も介護支援専門員が2名体制で運営しま
した。昨年度と比較して、横ばいになっています。
今後もご利用者様、ご家族様が安心して在宅生活を
営めるように安定した支援に努めて参ります。

（３）とりくんだこと、トピック

MANGANJI
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平成
29年度

平成
30年度

前年比

介護保険 665名 711名 108.5％

予防・総合 204名 214名 104.9％

合計 869名 935名 107.5％

交流イベント
でゲームなど
も開催し、た
くさんの子ど
も達や近隣の
方々が参加し
て頂きました。

今年度も引き続き、ホーム全体での万願寺祭り
の時に、地域の方々へ介護相談センターにんじ
ん・万願寺を知って頂くため、交流ブースを設け
ました。参加して頂いた方々にゲームなどを楽し
んでいただき、意見交換なども行いました。そこ
で得られた地域のニーズを少しでも日々の活動に
反映できるよう努力して参りました。
また、様々な職種の方々と研修会を通して交流

を行ない、在宅で生活を続けるご利用者様に対し
て、どのように支援を行っていけばよいのかも話
し合っています。日野市ケアマネ勉強会へ参加し
スキルアップを図りました。



にんじんホーム・上野原事業所

事業所長から

にんじんホーム・上野原事業所は平成23年10月
に開設し8年目を迎えました。
平成30年度も「地域に根ざした、開かれた施

設」を目標に職員全員で取り組みました。
地域の方を「はるカフェ」に招き、町内会・市役
所・警察署・消防署・在宅医師など多くの方々と
交流を行いました。また、帝京科学大学・上野原
高校・上野原中学・婦人会・入所家族などからボ
ランティアさんを受け入れ、新しい関係が生まれ
ました。はるカフェや夏祭りで地域の方と触れ合
うたびに「次はどんなことをやってくれるんだろ
う」と期待の声もいただいています。
上野原事業所に訪問看護があることを強みに、

各サービスでも高医療度の利用者を積極的に受け
入れてきました。そして、職員のスキルも向上し
ています。
上野原事業所から職員が地域ケア会議のメン

バーとして参加し、新しい街づくりに協力してき
ました。特に多職種連携と在宅医療・介護を中心
に、地域全体を通して活動に取り組んでいます。
今後も質の良いサービスの提供に繋げるよう職

員一同努力していきます。

■ 認知症高齢者共同生活介護事業
定員 18名 （地域密着型ｻｰﾋﾞｽ）

■ 小規模多機能型居宅介護
定員 18名（通い 9名・宿泊 3名）
（地域密着型ｻｰﾋﾞｽ）

■ 通所介護事業
定員 30名

■ 訪問介護事業
サービス提供日・時間 365日・24時間

■ 訪問看護ステーション
サービス提供日・時間 365日・24時間

■ 居宅介護支援事業
サービス提供日・時間

月～土 8:30～17:30
■ 上野原市委託事業・障害者サービス

・基準該当生活介護事業
・日中一時支援事業
・地域自立生活支援システム
・はるcafé（認知症カフェ）

UENOHARA
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１ 認知症高齢者共同生活介護事業
（認知症グループホーム）

グループホームですが入居者のＡＤＬの差が大きいため、サービスに工夫を凝らしながら活動を行なってい
ます。平均年齢は 90.1歳 平均介護度は 3.0 となっています。

地域に密着したサービスを心がけ、はるcaféやイベント開催時に地域との交流を図っていることで、散歩の
際には近所の方から笑顔で挨拶をしていただいています。

スタッフは全員が居室担当を持ち、利用者様がより良い生活を過ごせる様に取り組んでいます。

（１）事業概要
◆食事

毎日の朝食・夕食を季節感を考えて、メニュー作
りから調理まで職員が行なっております。毎月１
回、季節に合わせたイベント食を提供しています。

◆入浴
週２回、個浴でお一人がゆっくり出来る様に午前
と午後入浴を行なっています。
身体状況により座位入浴が困難な利用者様はリフ
ト浴を使用しています。

◆排泄
個々の排泄パターンを把握してトイレ誘導を基本
としています。オムツ対応からパッド対応、最終
的には自立に向けた計画を立て実践しています。

◆利用者のＡＤＬ保持、向上の為に、日常リハビリと
して散歩やレクリエーションを行なっています。

（２）実績報告

平成30年度は入所4名・退所4名であった。退所の
うち3名の看取り介護を行い、ご家族様からも好評価
を頂いています。
入居者平均介護度は平成29年度に比べ▲0.1ですが平
均年齢は0.5高くなりました。少しでも早く新規入居
を進めたことで稼働率が改善しました。

平成
29年度

平成
30年度

前年比

介護保険 6298名 6450名 102.4%

介護予防 0名 0名 －

合計 6298名 6450名 102.4％

稼働率 95.9% 98.2% 102.3％

介護度 3.1 3.0 －

（３）とりくんだこと、トピック
◆季節感を感じて頂く
・四季の花を見に外出
・季節の食材を使ったイベント食
・季節毎の行事開催

◆地域との交流（地域資源の活用）
・運営推進会議開催
・地域のイベントへ参加
・はるカフェでの交流

(年間利用実績）

UENOHARA

春はお花見（ソメイヨシノ・芝桜・桃の花）

河口湖を満喫（ラベンダー・猿回し劇場・富士山）

季節毎のイベント
開催
新たな取組みとし
て、一般家庭にお
邪魔して雛段飾り
も楽しみました。
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２ 小規模多機能型居宅介護事業

（１）事業概要

【登録定員】 １８名
【通い/1日】 ９名
【宿泊/1日】 ３名(部屋)
◆通い：時間制限なく、在宅生活を継続するために

本人やご家族の 状況 に合わせ、
柔軟に対応しています。朝食や夕食の提供、
送迎の有無や利用時間の変更など状況に合
わせて行なえます。

◆宿泊：家族の急な不在や介護負担軽減のための定
期的な利用の対応を行います。

◆訪問：外出のための準備や食事・服薬確認、本人
の安否確認など支援を行います。

◆相談：小規模多機能専門のケアマネジャーが対応
することで、それぞれのサービスごとに契
約する不便さがなく、必要に応じてサービ
スの組み合わせや組み直しについて調整す
る事が可能です。

（２）実績報告

はるカフェや外出レクを中心にインフォーマル
サービスを活用し活動性の高さを魅力とした活動を
増やしたことで、 H30年度目標（11名）を達成す
ることができたが、全国平均（14名）を超えること
ができなかった。

平成
29年度

平成
30年度

前年比

介護保険 9.8 12.1 123.4％

介護予防 0 0.9 109.0％

合計 9.8 13.0 132.6％

稼働率 54.4％ 72.2％ 132.7％

介護度 2.5 2.1 －

（３）とりくんだこと、トピック

(年間登録利用者数）

山梨県富士東部管轄区に３事業所、上野原市で唯一の小規模多機能型居宅介護事業所です。
小規模の卒業生が「はるカフェ（認知症カフェ）」等のボランティア活動に参加して下さるなど、地域包

括ケアの視点からも地域コミュニティー拠点としての役割を担っています。
早朝から夕食後までの長時間対応から、リハビリや入浴・食事だけなど目的ごとに短時間利用も

可能であり、本人・家族の状況に合わせた柔軟な対応を行っています。
地域の方々（日常生活圏域）が「住み慣れた地域での生活を継続する」ことを目的に、介護保険のサービ

スだけではなく、インフォーマルのサービスも含め地域力で支えることを目標に、さらなる地域との交流を
活発に行なえるよう努力していきます。

UENOHARA

おやつ作り

行事・外出

ボランティアの協力もいただきながら、色々なイベ
ントを通して在宅生活を支援しています。

ボランティア
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３ 通所介護事業
平成30年度の通所介護利用実績は前年比106.4％と増やすことができました。
利用者が楽しんで取り組めるカレンダー作りや外出の行事を多く取り入れ、ボランティアの受入れ

も毎週2日以上と楽しみが増えました。また「にこにこ便り」を刷新し、積極的な営業を実施したこ
とで、利用者登録数が75名、稼働率昨年度比101.4％となっています。
利用定員も30名に増やしたため更なる顧客の獲得を行い、今年度も利用者・家族のニーズの把握と
サービスの質の向上を図り稼働率の向上を目指します。

（１）事業概要

上野原市街地で定員30名の通常規模通所介護事業
所として展開しています。体操・入浴などの介護
サービスとボランティアなど地域の力を組み合わせ、
一人ひとりに合った楽しみを提供していきます。
◆送迎：個人の生活パターンに合わせた時間に対応

します。秋山地区・西原地区など山間部に
も積極的に対応してます。

◆入浴：看護師もおり、安全な入浴介助を実施して
います。毎月、リラックスとおどろきを楽
しめる“変わり湯”も好評です。

◆食事：ご飯(粥)は施設で炊きたてを用意し、おか
ずは利用者に合わせた食事形態で(刻み・
ペースト食など)提供してます。

◆排泄：個人の尊厳を大切にしながら、出来るだけ
自立に繋がる支援をしています。

◆レク：午前は体操を中心にボランティアの演奏や
合唱などを楽しみます。
午後は毎月のカレンダー作り、パズル、手
芸、個別リハビリを支援してます。

（２）実績報告

H30年1月より利用定員を25名→30名に変更し
運営したことで稼働率が下がってしまいましたが、
利用者数は前年度よりも増えています。（25名定
員の場合、稼働率71％）

（３）とりくんだこと、トピック

平成
29年度

平成
30年度

前年比

介護保険 4,869 4,828 99.1％

介護予防 299 671 224.4％

合計 5,168 5,499 106.4％

稼働率 67％ 68％ 101.4％

介護度 1.9 1.8 －

(年間利用者実績）

UENOHARA

春にはお
花見(桜や
桃・芝桜)
秋にはお花
摘み行き、
摘んだ花は
おみやげに
持ち帰りま
した。

ハロウィンを兼
ねた運動会・ひ
な祭り・餅つき
大会など、季節
を感じて頂きま

した。

たくさんのﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
さんに来所して頂
き楽しい時間を過
ごしました。
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平成30年度は、季節ごとのイベントや多種多様
なボランティアの受け入れにより「楽しい時間を
過ごして頂く」事を目標に取り組んできました。



４ 訪問介護事業
平成30年度も困難ケースを積極的に受け入れましたが、ヘルパー不足から介護保険事業が下がりました。

総合事業や有償サービスでカバーしたものの、前年度よりも売り上げがさがっています。しかし他事業所の
廃止に伴いヘルパーを2名獲得することができました。
訪問介護全体では実績をのばすため、困難ケースの積極的な受け入れを継続して行っていきます。またヘ

ルパーの獲得のため、働きやすい環境作りにも取り組みます。

（１）事業概要

サービス提供責任者２名・ホームヘルパー１２名
で上野原市・相模原市（一部）在住の介護保険・障
害者保険利用されている方の支援を行なっています。
ターミナルケア～自立支援まで幅広く対応をしてい
ます。介護保険外ケアは有償サービスとして提供し
ています。

◆ホームヘルプサービス（介護保険対応）
・生活援助：掃除、洗濯、買い物、調理等
・身体介護：入浴、清拭、オムツ交換

車椅子介助、通院介助等
◆障害者総合支援
・居宅介護：掃除、洗濯、買い物、調理等
・重度訪問介護：入浴、清拭、オムツ交換

車椅子介助、移動介助、体交等
◆有償サービス
・介護保険では提供できないケア

（２）実績報告

（３）とりくんだこと、トピック

・ヘルパー会議（５・９・12・３月）を行い、情報
の共有やヘルパーへのケアを行いました。また、勉
強会も取り入れてスキル向上にも努めました。

・ヘルパーからケア報告が増加。その為サービス提供
責任者とケア担当ヘルパー間で情報共有ができ適切
なケアの提供を行なえた。

・平成29年度から初めた委員会主体の事業所内勉強
会にも参加してもらい、ヘルパーさんのスキルアッ
プや不安解消への取り組みを行っています。

ヘルパーの高齢化や人員不足という問題がある
中で、総合事業や有償のケアを増やしてカバーし
たものの、売り上げ目標は下がってしまった。

平成
29年度

平成
30年度

前年比

介護保険 4,933 4,787 95.6％

総合事業 332 657 61.7％

障害 285 75 26.3％

有償 255 273 75.9％

合計 5,805     5,792 99.7％

(年間利用時間）

＜事業所内勉強会＞
毎月各委員会が勉強会を行いヘルパーさん
も積極的に参加しました。

UENOHARA

右）福祉用具を正しく
使い安全に移乗する。
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５ 訪問看護ステーション事業

（１）事業概要
◆病状や健康状態の管理
バイタルサイン（体温、脈拍、血圧、酸素飽和
濃度、呼吸状態）をチェックし、感染症の有無、
心身の健康状態、障害の状態等を観察し、状況
に応じた助言、予測支援を行ないます。

◆医療処置、治療上の看護
主治医の指示に基づく医療処置（点滴、注射、
採血、吸引、吸入、経管栄養の施行管理、褥瘡
処置、チューブ類の交換、人口肛門ストマー等
の管理等を行ないます。

◆苦痛の緩和
病状を観察し主治医と連携を取り合い、薬剤の
調整、体位の工夫、精神的な支援を行ないます。

◆リハビリテーション
ＡＤＬ自立に向けての訓練

◆家族の相談支援
◆住まいの療養環境の調整支援
◆地域の社会資源の活用

（２）実績報告

（３）とりくんだこと、トピック
・認知症の方へ地域医療の向上として、上野原認
知症ネットワークシステムの構築に協力し素早
い情報共有に取り組みました。

・精神、心の病を持たれた方への、訪問看護ニー
ズが更に増加しています。病院や地域との連携
を取り定期的な訪問をすることで在宅生活の継
続を支援しています。

・ターミナルケアは常勤２名で休日を含む24時間
の対応と、連日訪問では非常勤看護師３名を加
え、医師・ＣＭ・ヘルパー・福祉用具・訪問入
浴等の各事業所とネットワークを利用した情報
共有をしています。

・０歳～100歳の幅広い様々な症例で医療的なケ
ア・管理を行ない、地域の医療福祉に関わりな
がら看護技術向上にも取り組んでいます。

平成
29年度

平成
30年度

前年比

介護保険 1629 1720 105.5％

介護予防 0 0 0％

医療保険 576 597 103.6％

合計 2205 2317 105.0％

(年間利用者実績）

病気や介護が必要な状態になっても住み慣れた自宅や地域で24時間365日安心して療養生活が送れる
よう支援しており、この基本は今年度も変わりありません。
医療・介護用ＳＮＳを利用したことで多職種との連携がスムーズになり「住み慣れた地域で生きる、

住み慣れた地域で逝く」という希望に対しても、スピード感を持ったサービス提供を行っています。こ
れからも利用者皆様、家族の皆様の良き伴走者となり的確にニーズを把握し、地域に愛されるステー
ションとなるよう努力して参ります。

30年度の特徴として、介護保険利用者の最期ま
で自宅で過ごしたいというケースが増え、高齢者
の終末期の支援が増えています。

＜訪問看護の様子＞
胃瘻造設していながらも、就労
によりご家族が不在のため、日
中ひとりで過ごされている利用
者様宅へ週3回訪問しています。
発声できませんが、意志の疎通
はできるので、毎回雑談をしな
がら、笑って頂いています。

UENOHARA

＜お薬カレンダーを作成＞
薬の種類が多く、飲み忘れが
多い利用者様のお薬を整理し
ています。1回分ずつポケット
に入れることで、飲んだかど
うか、一目瞭然です。飲み忘
れもだいぶ減りました。
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６ 居宅介護支援事業
特定居宅介護支援事業所として、主任介護支援専門員を配置した4名体制で活動しています。訪問

看護を併設していることから主治医との連携が取りやすく、医療依存度の高いニーズにも素早い対応
を行っています。通常の相談窓口に合わせて、総合相談支援事業の委託を受け、地域のニーズにも応
えています。また、はるカフェ（認知症カフェ）でも相談窓口を設置して対応するなど、地域貢献に
取り組んでいます。
介護保険実績1,668（件）と前年度より118.8％の増加でしたが、H30年度の事業目標に対しては

93.6％と達成する事ができませんでした。次年度は達成できるよう取り組みます。

（１）事業概要

◆特定居宅介護支援事業所
主任介護専門員 1名
介護支援専門員 3名

◆困難ケースに対し、保険者、地域包括支援セン
ターと連携を密に取りながら積極的に問題解決
にあたっています。

◆一人ひとりのニーズを充分に把握し課題を分析
し、自立支援に向けた適切な居宅サービス計 画
書を作成しています。

◆多様なニーズに対応するためにインフォーマル
な社会資源も情報提供し、自己決定できるよう
に支援しています。

◆介護予防支援については自立した生活が出来る
ように、本人の意欲を高め、主体的に取り組め
るように支援しています。

◆現認研修、外部研修、法人内研修及び保険者主
催の各種会議に参加し専門的知識の習得に努め
ています。

（２）実績報告

ケアマネ4人態勢で、昨年より実績を上げる事は
出来ましたが事業目標（売上）を達成することが
できませんでした。新規依頼を積極的に受け、売
り上げ増を目指します。

（３）とりくんだこと、トピック

平成
29年度

平成
30年度

前年比

介護保険 1,224 1,430 116.8％

総合予防 180 238 132.2％

合計 1,404 1,668 118.8％

認定調査 167 141 84.4％

(年間利用実績）

UENOHARA

主任介護支援専門員を含め4名体制で困難・重度な
ど、どのようなケースにも対応しています。
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◆市や包括が行う連絡会等へ積極的に参加し、
情報収集を行ない支援に反映しています。

◆法人内外の勉強会にも参加し、各ケアマネー
ジャー のスキルも向上してきました。

◆多職種連携会議や地域イベントへ積極的に
参加し、民生委員や地域の方の協力を得られる
プラン（インフォーマルサービスの活用）の作
成や環境作りに取り組みました。

◆地域に特定事業所ができたことで、定期的に事
例検討会を実施することができました。



７ 上野原市委託事業

上野原市は人口の減少(24,500人)や高齢化率の上昇(31.6％)に伴い、独居高齢者・高齢者世帯が急速
に増加しています。山間地域を有していることもあり交通の手段も不便で、高齢者や障害者が思うよう
に外出できる環境でなく必然的に社会との関わりも少なくなることで、孤立したり引きこもり状態に
なっています。このような中でも高齢者や障害者が暮らしやすい町づくりの必要性が再認識されている
ため、行政、医療、福祉、地域の方々とともにチームの一員として支援に取り組んでいます。

（１）総合相談支援事業

在宅の高齢者の介護
等に対して総合的に
相談に応じ各関係機
関との連絡調整を
行ないます。

（３）災害時要援護者の
福祉避難所への受け入れ

（４）認知症カフェ事業

「はるカフェ」を
毎月開催しました。
グループトーク・勉
強会・イベント等を
通じ、地域との交流
を図りました。

UENOHARA

（２）日中一時支援事業

障害者や障害児が、日中
一時的に通所して過ごせるよう
受け入れ態勢を整えています。

・災害時要援護者の福祉避難所への受け入れ
災害時に被災などにより避難を余儀なくされた
場合には被災者を受け入れます。

インストラクター、警察、消防、社協、
ボランティア、大学など地域の方と一緒に取り
組んでいます。
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杉並区荻窪の静かな住宅街に、にんじん・荻窪
ふれあいの家があります。
平成19年に杉並区社会福祉協議会から事業移管

を受け、11年が経ちました。
荻窪事業所では居宅介護支援事業、通所介護支

援事業、認知症対応型通所介護支援事業、訪問介
護事業そのほかに地域交流、杉並区からの委託事
業を行っています。
地域住民や関係機関から信頼され、地域や利用

者様のニーズにしっかりと向き合いサービス提供
をしてまいりました。
地域住民が気軽に立ち寄れる場所として定期的

に「はるカフェ」や「にんじん健康体操教室」を
開催しました。
今後も、利用者様、地域住民、行政や他機関と

連携をとりながら地域に根ざしたサービスを提供
していき、地域に必要とされる「にんじん・荻窪
ふれあいの家」を目指していきます。
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事業所長から

にんじん・荻窪ふれあいの家事業所
■ 居宅介護支援事業

営業地域 杉並区、武蔵野市他
営業日・時間 月～土、8：30～17：30

■ 通所介護事業
定員 25名
地域密着型認知症対応型通所介護
定員 12名
営業地域 杉並区、武蔵野市他
営業日・時間 月～土、8：30～17：30

■ 訪問介護事業
営業地域 杉並区、武蔵野市他
サービス提供日 365日

■ その他
１、地域交流
２、杉並区委託事業

OGIKUBO-FUREAINO IE



１ 居宅介護支援事業
当事業は、特定事業所となる体制を確立し、質の高いサービスを提供しました。
地域のニーズに対応できるよう法人内の勉強会や事業者連絡会の研修へ参加し、多くの事例を学び

ました。
地域に密着した事業所として地域包括支援センターや関係機関等の連携を密接にして利用者や地域

との信頼関係を構築していきます。

（１）事業概要

地域で生活する利用者様に寄り添い、その人ら
しい暮らしができる限り継続できるよう支援しま
した。
ケアプランの作成は基本方針に則り、課題分析

やサービス内容、目標設定、サービス担当者会議
の開催やモニタリングの実施等適切なマネジメン
トを行いました。
独居や高齢者世帯、認知症夫婦等のケースが増

加傾向にあり行政や地域包括支援センター、多職
種との連携をとり支援を行いました。
管理者、主任ケアマネジャーは日々の中で担当

の個別ケースについての相談や助言等行いサービ
スが適切に実施されているかを確認しました。
杉並区ケアマネ協議会や地域包括支援センター

ケア２４等が実施するケアマネ育成のための研修
等法人内・外の研修に出席し事業所内ミーティン
グで報告をしました。

（２）実績報告

平成
29年度

平成
30年度

前年比

介護保険 1,210名 1,367名 112.9％

介護予防 208名 221名 106％

合計 1,418名 1,588名 111.9％

（３）とりくんだこと、トピック

① 定期的に行われる主任ケアマネジャー連絡
会に参加。事例検討やアルコール依存症の対応の
勉強会に出席し関わり方や対応の仕方など有意義
で有効的な事例検討の持ち方を学びました。
② 地域懇談会では民生委員や杉並区の職員が参
加しグループワークをしながら地域の課題につい
て話し合い検討することができました。
③ 杉並区介護保険課主催の勉強会「災害時に備
えて」の研修に参加。平時よりケアマネジャーが
備えるべきことは何か、地域資源や災害支援の仕
組みを学び、ケアマネジャー視点での災害時の対
応を学びました。
④ 認知症サポーター養成講座を近隣の小学校で
開催しました。子供たちと一緒に認知症について
勉強しました。

OGIKUBO-FUREAINOIE
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主任ケアマネジャー１名を含む4名で対応
しています。毎週月曜日にミーティングや事
例検討を行っています。



２ 通所介護事業
認知症対応型通所介護事業

（１）通所介護

①排泄
プライバシーの保護に配慮し、利用者様の身体

状況に合わせ対応しました。
毎日、定時に消毒を行い、汚染時には速やかに清
掃を行い清潔な環境を作りました。
②食事
食卓の雰囲気に気を配り、四季折々に季節感あ

ふれる行事食や郷土料理等取り入れ、楽しい雰囲
気での食事ができるよう環境整備をしました。
③入浴
利用者様の身体状況や希望を考慮し、プライバ

シーの保護に配慮しながら介助を行いました。
④レクリエーション
利用者様の興味を引き出し、楽しみながら活動

できるよう提供しました。また、グループ活動や
ボランティアさんの外部講師による音楽療法、手
工芸品を作製しました。

（２）実績報告

荻窪ふれあいの家の施設は一般型通所介護、地域密着型認知症対応型通所介護と二つの事業を行って
います。
住み慣れた地域において安心・安全で快適なサービスを提供し、利用者様の心身機能の維持やご家族

様の介護負担経験になるように努めました。

平成
29年度

平成
30年度

前年比

介護保険 6,107名 5,929名 97.0%

介護予防 600名 556名 92.6%

合計 6,707名 6,485名 96.6%

稼働率 86.5% 83.9％ -2.6

介護度 1.9 1.7 -0.2

（3）認知症対応型通所介護

一般型通所介護事業と同様に排泄、食事、入浴
等を提供しました。
利用者ひとりひとりの意欲や能力が発揮できる

よう支援しました。今後もご家族、ケアマネ
ジャー、職員間の情報共有を密にして、細やかな
サービスを提供していきます。
地域密着型認知症対応型通所介護は、定員１２

名ですが、ご家族の介護負担が重くなり、施設入
所をする方が増しました。また、認知症の進行が
見られ、一般通所介護から認知症対応型へ移行す
る利用者もありました。
今後もご家族、ケアマネジャー、職員間の情報共
有を密にして、細やかなサービスを提供していき
ます。

平成30年度の平均年齢は88.3歳でした。昨年
度に比べ2.4歳増しました。

平成
28年度

平成
30年度

前年比

介護保険 1,047名 934名 89.2%

介護予防 0 0 0

合計 1,047名 934名 89.2％

稼働率 28.1% 25.2% -2.9

介護度 2.5 2.5 －

（4）実績報告

OGIKUBO-FUREAINOIE
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平成30年度の平均年齢は88.9歳でした。

（年間利用者延べ人数） （年間利用者延べ人数）



３ 年間スケジュール・イベント
（１）年間イベントカレンダー （3）充実したプログラム

OGIKUBO-FUREAINOIE
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手工芸ここに

来るとお話も

出来るので楽し

いです

毎月予定表を作成しました。季節の行事を取
り入れそのテーマに合わせたものを提供し実感
していただくよう取り組みました。

美味しいわー

（２）ボランティアさんの活動紹介

今年度は音楽、楽器演奏会、書道、手工芸等のボラ
ンティアさんが活動してくださいました。年間通し
て述べ９２名の方が来てくださり皆さんを活気づけ
てくださいました。

ハンドベルコンサート

ニューイヤーコンサート 手工芸

月 イベント名

４月 お花見外食ツアー お菓子作り

５月 端午の節句 母の日カーネーションづくり

６月 梅ジュース作り

７月 七夕 フラダンスを楽しもう

８月 夏祭り

９月 敬老祝会 オカリナ演奏会

１０月 運動会 ハンドベルコンサート

１１月 外食・紅葉見学

１２月 クリスマスコンサート クリスマースケーキ作り

１月 初詣・ニューイヤーコンサート

２月 節分

３月 ひな祭り お菓子作り



４ 訪問介護事業

平成26年６月から開設した訪問介護事業は今年で4年半になります。利用者様の自立支援を促し、
利用者本位のサービスに努めました。
訪問介護事業へのニーズは高く、行政、関係機関、地域と連携をとり、サービスを提供しまし

た。

（１）事業概要
介護保険、有償サービス、杉並区の委託事業

ほっと一息、介護者ヘルプのサービスを提供しま
した。
ほっと一息介護者ヘルプは同居しながら高齢者

を介護しているご家族の休息やリフレッシュのた
め、ホームヘルパー派遣して家事などの支援をす
るサービスです。

＊ホームヘルプサービス
生活援助：掃除 買い物 洗濯 調理等
身体介護：食事介助 入浴介助 排泄介助

清拭 体位交換通院介助等
＊有償サービス
介護保険以外のサービス

＊ほっと一息介護者ヘルプ
掃除 洗濯 買い物 衣類の整理 布団干し等
（介護保険の訪問介護生活援助と同項目のサー
ビス）

（２）実績報告

平成
29年度

平成
30年度

前年比

介護
保険

3,170時間 3,381時間 106.6％

介護
予防

388時間 391時間 100.7％

有償 430時間 471時間 109.5%

ほっと
一息

140時間 263時間 187.8％

合計 4,128時間 4,506時間 109％

（３）とりくんだこと、トピック
・杉並区主催の事業者連絡会への参加、法人の年間
計画にありますヘルパー会議やコーディネーター
会議の開催や参加しました。

・荻窪ヘルパー会議では個人情報に関する事故発生
時の対応や認知症ケア、看取りのサービスについ
ての勉強会を実施しました。

・今年度もヘルパー人材獲得のために「ヘルパーカ
フェ」を企画しました。おひとりの参加がありま
したので地道ではありますが継続していきます。

・現在訪問介護で活動している職員が法人内のイ
ンターシップ制度を利用し介護施設の現場で自己
研鑽しました。

・杉並区の委託事業「ほっと一息介護者ヘルプサー
ビス」は、要介護高齢者等を同居で介護している
ご家族の休息を目的とした支援サービスです。
介護保険の訪問介護生活援助サービスと同じ内容
のサービスですが、多くのご家族に提供すること
ができました。

OGIKUBO-FUREAINOIE
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（年間利用者実人数）

ヘルパーさん募集中！



５ その他の事業
地域福祉の中で施設の役割を把握し地域の関係機関と連携を保ち、交流を図りました。地域イベ

ントの開催やにんじん健康体操教室、地域のボランティアさんなどとの多世代交流を行い活性化を
図りました。

（１）地域交流

OGIKUBO-FUREAINOIE
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「はるカフェ」

夏祭り

毎年恒例の施設内夏祭り。6月に作った梅ジュー
スやヨーヨー釣り、手作りの魚で魚釣りゲーム、
輪投げゲームなどを提供し懐かしい思いや童心に
戻り地域の方の参加もあり、ふれ合うことができ
ました。

毎月第４木曜日開催しています。
「はるカフェ」は誰でも気軽に立ち寄れる集いの場で

す。介護についての情報提供や困りごと相談等
地域包括支援センターの職員と一緒に行いまし
た。

地域の人たちと一緒に盆踊り

（２）杉並区委託事業

介護の必要な高齢者やそのご家族様、地域住民を
対象として家族介護教室を開催しました。

毎週木曜日 にんじん健康体操教室

ボランティア実習

大宮八幡宮の菊祭り

今年度は高円寺にあ
る日本医歯薬専門学校
の学生が高齢者に接す
る基本や円滑なコミュ
ニケーションを学ぶた
めのボランティア実習
を受け入れました。

13名の地域の方が登録しています。
毎週来るのが楽しみ！！
重い足取りも帰りは軽やかになると人気の教室です。



にんじん健康ひろば事業所
施設長から

平成30年度のにんじん健康ひろばは、介護老人保
健施設・短期入所療養介護・通所リハビリテーショ
ン・訪問リハビリテーションなどの介護保険サービス
を地域の皆様に提供いたしました。併せて、国分寺市
委託事業となるシルバーピア管理業務を受託、居住者
の皆様に安心と安全を届けました。新たな取り組みと
して訪問介護事業もスタート、実績はこれからですが、
施設生活と在宅生活とのつながりがより円滑となり、
支援体制に一層厚みが増しています。
平成30年度は「老健機能を研ぎ澄まし地域の健康

に寄与します」という年度目標のもとサービス提供に
努めました。介護保険制度の改正に合わせ、人員体制
や取り組み内容に対する評価としての加算を新たに複
数取得し、より専門性を高め社会の要請に応えました。
ご利用者様が住み慣れた地域で安心して暮らし続け

ることができるよう、行政や医療・福祉機関、他サー
ビス事業者と協力し、自立した施設生活及び在宅生活
の支援に取り組みました。
にんじん健康ひろばの活動が国分寺市周辺の地域包

括ケアシステムの要となるべく、真摯にご利用者様に
向き合い、考えながら走り抜いた1年間でした。今後
もこれまでの取り組みを更に充実させ、ご利用者様を
はじめとする地域の皆様に対し、「健康な暮らし」の
お手伝いをして参ります。
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■ 介護老人保健施設事業
定員 82名

（4人部屋×20室、個室×2室）
対象者 要介護1以上

■ （介護予防）短期入所療養介護事業
定員 空床利用
送迎範囲 国分寺市内

■ （介護予防）通所リハビリテーション事業
定員 20名
営業地域 国分寺市、国立市（一部）

府中市（一部）
営業日・時間 月～土、8：30～17：30

■ （介護予防）訪問リハビリテーション事業
営業地域 国分寺市（一部）
営業日・時間 月～土、8：30～17：30

■ シルバーピア管理業務

KENKOUHIROBA



１ 介護老人保健施設事業（老健入所）

短期入所療養介護事業（ショートステイ）

入所定員82名のご利用者様に対し、必要となる医療・看護・介護・リハビリテーションなどの
サービスを提供いたしました。リハビリテーションスタッフによる集中的な個別リハビリや小グ
ループで行う集団リハビリに加え、生活上のすべての行為や動作をリハビリテーションと捉えた生
活リハビリを日常的に行いました。生活の場において多くの職種が関わりながら日常生活への働き
かけや環境の調整を行い、リハビリケアの確立と進歩を目指しました。
老健の退所に際しては、他のサービス機関とも協力して総合的な在宅生活への移行支援を、また

は他施設入所支援を行い、利用者様が地域社会の中で安心して暮らすことができるよう努めました。
ショートステイについては空きベッドのご利用を中心に、地域で暮らすご利用者様のリハビリや、

ご家族様の介護負担軽減となるようサービスを利用していただきました。

KENKOUHIROBA

（１）事業概要

入退所の状況としては、医療機関・ご家庭・他
の老人保健施設から入所を受入れており、退所後
の居所は、ご家庭・病院・老健・特養・その他
（有料ホームなど）となっています。
病院から入所の場合は、ご利用者様の健康管理

には特に注意を払いました。毎日のバイタル
チェックと、スタッフ間の連携により異常の早期
発見に努めました。急変、病状悪化があれば医師
の指示の下で速やかに病院へ搬送、あるいは受診
するなど、適切な対応ができました。
リハビリでは個別のリハビリテーションの他、

毎日の集団体操・レクリエーションを必ず行い、
豊富な活動時間を確保しました。併せて、日常生
活の中で行える生活リハビリにも積極的に取り組
み、ご利用者様の心身機能の維持・向上に努めま
した。
排泄については排便アセスメントによる排便コ

ントロールと浣腸などの処置により、適切な排泄
ケアを実施しました。
食事についても療養食をはじめ、ご利用者様ご

とに食べやすい形や大きさ・量の検討など栄養ア
セスメントを実施し、なにより食欲がすすむよう
な、安全でおいしい食事にこだわりました。さら
に、誕生日食（毎第３日曜）や選択食・選択おや
つ（各１回/月）の実施、クッキング倶楽部など、
「楽しみながら食事をする」ことに力を入れ、ご
利用者様のQOLの向上を目指しました。
ボランティアの受け入れも積極的に行い、フラ

ワーアレンジメントや折り紙、祭りのお囃子や行
事でのコンサートなど、毎日の生活に楽しみを取
り入れることで、より意欲的な気持ちが高まるよ
う支援いたしました。医療・介護・福祉に関する
実習生の受入れも続け、小・中・高校生の見学実
習や教員を目指す大学生の介護等体験実習、看護
実習、医大生の高齢者施設実習など、多くの実習
生に学びの場を提供しました。

（２）実績報告

①老人保健施設
平成
29年度

平成
30年度

前年比

年間延べ利用者数 26,492名 26,532名 100.2％

年間入所者数 135名 142名 105.2％

年間退所者数 132名 145名 109.8％

年間稼働率 88％ 91％ －

年間平均要介護度 2.9 2.9 －
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平成
29年度

平成
30年度

前年比

年間延べ利用者数 732名 644名 88％

年間延べ
利用者数

要支援 20名 21名 105％

要介護 712名 623名 87.5％

平均要介護度 2.6 2.6 ―

②短期入所療養介護

今年度も毎月１回施設
にワンちゃん達が遊びに
来てくださっています。
ご利用者様の笑顔がた

くさん見られています。



スマイル委員会が中心となり、七夕や夏祭り、
敬老会など、季節のイベントを開催致しました。
恒例行事となった夏祭りを今年度も盛大に実施

し、来賓の方をはじめ、多くの地域の方々に訪れ
ていただきました。

KENKOUHIROBA

（３）とりくんだこと、トピック

38

平成30年度は、入所の問い合わせから入所判定、
その後の入所に至るまでを迅速に対応することで、
着実に利用実績を伸ばすことができました。
短期入所は昨年度に引き続き空床のみのご利用

として運用しました。施設入所の稼働率が安定し
たため、短期入所単独での稼働率は前年比88％と
減少しています。施設入所と短期入所合計の延べ
利用者数は前年比で100.2％となっています。
平成30年度は医療・介護保険同時改正があり、

新たな制度設計のもと、支援相談員の体制強化や
リハビリの充実など制度の要件を満たすことで、
加算型老健として活動することができました。他
にも新たな加算の取得を進め、収支の改善に努め
ました。

感染対策委員会、事故対策委員会、身体拘束・
褥瘡予防委員会など、それぞれの委員会が課題の
検討や情報発信、勉強会を実施し、安全で質の高
いサービス提供につなげています。また、教育委
員会を中心とした新人指導により、研修期間中の
混乱が減少し効果的な育成が可能になりました。

２ 年間スケジュール・イベント
（１）年間イベントカレンダー

月 イベント名

４月 花見／ドッグラン／プリザーブド

５月 ちぎり絵／ドッグラン

６月 ドッグラン／プリザーブド

７月 七夕／ちぎり絵／ドッグラン／オカリナ／歌謡

８月 夏祭り／プリザーブド／流しそうめん

９月 敬老会／ちぎり絵／ドッグラン／フラダンス

１０月 マジック／オカリナ／ドッグラン／プリザーブド

１１月 ちぎり絵／ドッグラン／歌謡

１２月 クリスマス会／コーラス／ドッグラン

１月 正月／ちぎり絵／オカリナ／ドッグラン

２月 節分／マジック／ドッグラン／ブリザーブド

３月 ひな祭り／オカリナ／ドッグラン／

（２）ボランティア活動

（３）夏祭り・敬老会etc.

ちぎり絵やドッグラン、フラワーアレンジメン
ト、フラダンス、オカリナ演奏、プリザーブドな
ど、月に2～４回程度のボランティアによる活動が
あります。
今年度も多数のボランティア訪問があり、皆さ

まよりご好評をいただいております。

（４）地域貢献事業
今年度も国分寺地域の事業所合同により、にん

じん食堂・国分寺を毎月開催しました。
また、地元の一大イベントである国分寺祭りに

も参加するなど、地域に根差した活動を継続しま
した。これからも同様の活動を行って参ります。



３ 通所リハビリテーション事業
（デイケア）

１日の利用定員が20名で、施設に通いながら個別リハビリや集団リハビリに取り組んでいただき
ました。理学療法士、作業療法士、言語聴覚士らによる専門性の高いサービスが自慢です。
目標を持って生活している方、もっと元気になって欲しいと思われているご家族様、様々な理由で

不自由があり生活にお困りの方に対し、私たちは通所リハビリという専門的なサービスで在宅生活の
サポートに努めました。まずは小さな目標から取り組み、それが達成できたときの充実感をともに喜
び、ご自宅での生活に必要な自信を取り戻していただけるように関わりました。それら心身機能の向
上により、地域活動や社会参加までも可能となるよう継続した支援に取り組みました。

（１）事業概要

ご自分でできることはご自分で行い、自信をつ
けていただく、という考えを基本に、ご利用者様
がご自分で取り組みやすい環境を整えて介助にあ
たりました。
食事は、療養食（腎臓食、糖尿病食）から普通

食、形態は常菜からペーストまで、ご利用者様に
合わせたものを提供しました。特に嚥下に関して
は言語聴覚士による評価が可能なため、飲み込み
に不安のあるご利用者様のご家族様に対し、食事
形態など必要な提案を行いました。
入浴についてはご利用者様の状態に合わせた介

助を実施しました。リフトが設置された個浴を使
用し、安全かつ安楽に入浴サービスを提供してい
ます。原則としてマンツーマンで対応し、より快
適で心地良く入浴していただきました。入浴可能
人数も拡大し、多くの方の入浴希望にお応えしま
した。
排泄介助では、個々のパターンに合わせて介助

しています。声掛けも羞恥心に配慮しながら行い
ました。

（２）実績報告

平成30年度は営業活動の強化や体制の見直し、
体操教室の開催などの効果もあり、稼働率アップ
に成功しました。老健退所の方のフォローアップ
機能もこなしつつ、専門性と活動内容の強化を図
りご利用者様のニーズに応えて参ります。

（３）生活のお手伝い

デイケアでは個別リハビリと集団リハビリに取り組
んでいただき、身体能力と生活機能の維持・向上を目
指しました。個別リハビリは１回の利用が20分なの
で、それだけでは効果としては限定的になりやすく、
目標に対し好ましい結果を得るには不十分です。
そこで、空き時間やご自宅でのちょっとした時間に

実施可能な自主トレメニューを個別に提供いたしまし
た。デイケアならではの機材やリハビリスタッフをフ
ル活用して、個々の必要性に応じてご自宅でも実施可
能なメニュー構成としました。チェックカレンダーで
実施状況の見える化を図り、どれだけできたか、どこ
までできたかを目視で確認することで、達成感も得ら
れるよう配慮しました。
家ではなかなかできないような椅子へのすわり替え

や、階段昇降、屋外歩行も状況に合わせて豊富に実施
しています。
デイケアの限られた時間をどれだけ有意義に使える

か、一つずつ目標を達成し自信をつけていただくため、
常に質の向上を目指し取り組んでいます。

写真

KENKOUHIROBA

平成
29年度

平成
30年度

前年比

年間延べ利用者数 4,722名 4,860名 102.9％

年間
利用者
延人数

要支援 514名 567名 110.3％

要介護 4,208名 4,293名 102％

年間稼働率 76％ 80％ ―

平均要介護度 1.9 1.9 ―
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４ 訪問リハビリテーション事業
身体機能だけではなく生活機能を向上させるためのリハビリテーションをご自宅で提供していく

ことが、訪問リハビリテーション事業の目的です。リハビリ室で歩行や立ち上がり動作が上達して
も、ご利用者様が実際に生活している場面で動作や作業が行えない場合、生活機能が向上したとは
言えません。
また、リハビリ室では介助がないと歩けない方でも、慣れているご自宅では自立した屋内歩行を

獲得されている方もいらっしゃいます。ご利用者様が実際に生活している環境の中で、より生活に
即した治療や指導を行えることが訪問リハビリの最大の強みです。

（１）事業概要
訪問リハビリテーションでは・・・
◎在宅復帰後のフォロー
◎ご自宅での転倒予防
◎福祉用具の使い方や介助方法の指導
◎家事や入浴動作など日常生活動作の練習
◎セルフトレーニングの指導
などを実施しております。一人ひとりに合ったリ
ハビリテーションをご自宅でご本人様やご家族様
と一緒に考え、計画・実施することで必要な身体
機能の改善はもちろん、毎日過ごしている環境の
中での動作や介助方法の指導を受けることができ
ます。実際にご利用者様の生活の中に入り込みリ
ハビリテーションを実施することで、施設では見
えにくい問題点も見えてきます。また、ご家族様
が介護をしていく中で大変なこと、困っているこ
とがあれば、専門職に気軽に相談していただける
のも訪問リハビリの大きなメリットです。

（２）実績報告

「老健退所後のフォローアップ」という位置づけ
でのサービス提供が中心です。
担当職員は老健入所者へのリハビリと兼務してお
り、入所時から在宅生活まで切れ目がなく、適切
なリハビリによる支援が可能となっています。

５ シルバーピア管理事業

（１）事業概要 （２）実績報告

KENKOUHIROBA

平成
29年度

平成
30年度

前年比

年間延べ利用時間 2,520分 4,760分 188.9％

年間利
用者延
人数

要支援 0名 0名 －

要介護 63名 119名 －

平均要介護度 3.1 2.8 －

平成
29年度

平成
30年度

緊急通報
作動状況
（回）

作 動 1 13

誤 報 1 1

緊 急 0 2

安否確認
（回）

作 動 80 67

誤 報 78 66

緊 急 2 1

相談指導
（回）

受 付 1,690 1,003

相 談 696 520

指 導 287 181
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JR西国分寺駅か
ら徒歩５分ほど、
都立武蔵国分寺
公園を東に臨む、
東山道武蔵路沿
いの建物です。

泉町二丁目シルバーピアにおいて、入居者様が
自立して安全かつ快適な生活を営むことができる
よう、ライフサポートアドバイザー（LSA）を週に
５日間（月・火・木・金・土）派遣しています。
入居者様の生活・健康相談や安否確認、関係機

関への連絡などの緊急時対応、地域高齢者を対象
とした毎月の交流イベントを実施し、入居者様の
暮らしの安全を支えました。



にんじん・健康の駅事業所
事業所長から

リハセンターにんじん・健康の駅は、東山道武
蔵路跡史跡公園を目の前に臨む緑豊かな空間に位
置します。クリニックや薬局の並ぶマンションの
１階で、地域に密着したサービスを提供いたしま
した。ＩＳＯ９００１の認証を取得しており、サ
ービスの品質が保証されています。

リハセンターという名前の通りリハビリテーシ
ョンを強化しており、毎日、目の前に広がる公園
を散歩して脚力アップ、デッキで太陽の光を浴び
る花や野菜などの世話を通した園芸療法、毎日の
だんだんダンス、職員と共同作業で行う食レク、
ボランティアさんの協力による音楽療法、ドッグ
セラピーなど、あらゆる活動でリハビリ効果を高
めています。

また、地域交流スペースを併設し、国分寺市委
託事業である認知症カフェ「おれんじＣａｆｅに
んじん」や健康ひろば主催のお祭りなど、地域で
の活動にも活用していただきました。

これからも皆様の健康作りに役立つ様々なプロ
グラムをご用意し、作業療法的な手法も活用して
リハビリの強化を行います。安全で楽しく、適正
な活動量を保ちながら、毎日を健康に過ごしてい
ただけるよう取り組んでいきます。

■通所介護（予防通所）事業
定員 ２０名
営業地域 国分寺市、国立市、府中市

小平市、小金井市
営業日 月～土
時間 ８：３０～１７：３０

■地域交流事業
おれんじＣａｆｅにんじん(認知症カフェ）

原則、毎月第1・3水曜日開催
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１ 通所介護事業（デイサービス）
在宅で暮らす、概ね65歳以上の方で要支援・要介護認定を受けた方に対し、通所介護サービスを

提供いたしました。専門資格を持つ介護職員や看護師が入浴・排泄・食事等の介護と、その他日常
生活上のお世話および機能訓練を提供し、ご自宅での生活とその継続をサポートしました。リハセ
ンターという名称のとおり、様々なレクリエーションやアクティビティに取り組みながら心身とも
に活動的に過ごしていただくことで、認知症予防や体力の維持・向上に努めました。数多くの活動
への参加がリハビリ効果として期待でき、実際に大変有効です。このような考え方をもとに、ご利
用者様の健康で自立した日常生活を支えました。
住み慣れた地域で出来るだけ長く暮らしたい！とお考えの地域に住まわれる高齢者の方々に、

『健康の駅』として様々な情報を発信することができました。

KENKOUNOEKI

（１）事業概要
国分寺市や近隣の市内に在住の要支援・要介護

認定を受けた方がご利用できます。

送迎・・・ご希望の時間に沿い、お車で送迎いた
します。

食事・・・バラエティーに富んだメニュー構成で
色々な種類の味が楽しめるお食事を準
備しております。刻みやムース食等、
嚥下状態にも配慮した食事もご用意し
ました。

入浴・・・バリアフリー設計の個別浴槽が設置さ
れています。お一人づつ入っていただ
ける浴槽です。また、脱衣所もカーテ
ンで仕切りプライバシーに配慮してお
ります。

排泄・・・その方の排泄リズムを考慮しながら、
ご自身でできる部分はお願いし自立支
援に努めました。

（２）実績報告

今年度は活動内容の見直しや営業活動強化の結
果、前年度の実績を大きく上回ることができまし
た。新規ご利用者様の獲得が進んだことと、既に
ご利用中の方の追加利用も多数あり、業績アップ
につながりました。引き続き、ご利用者様を一番
に考えたきめ細やかなサービスを提供し、皆様か
ら選ばれるデイサービスを目指します。

平成
29年度

平成
30年度

前年比

介護保険 4,126名 4,932名 119.5％

総合事業 195名 281名 144.1％

年間延べ
利用者数

4,242名 5,213名 122.9％

年間稼働率 68％ 85％ ―

介護度 1.8 1.7 ―

（３）取り組んだこと、トピックス
普段、お一人で外出されお散歩などを楽しむこ

とが困難な方が多いため、下肢筋力の維持向上を
目指して、お天気の良い日は施設の目の前にある
公園内を散歩しました。また、セラバンドや作業
療法士考案の転倒予防体操、認知症予防ダンス
「だんだんダンス」など、これからも在宅生活を
継続できるようなリハビリ効果の高い活動を積極
的に行いました。
また、社会参加の一環として外食や見学会など

の外出活動にも取り組み、皆様からご好評いただ
いております。
創作活動では手先を使った手芸作品の作成やお

やつ作りなどを頻繁に行い、楽しく脳を活性化で
きるような活動を意欲的に取り入れました。
また、それぞれの季節ごとに、お花見外出やプ

ランター栽培による園芸、夏祭り・敬老会・クリ
スマス会などを実施、季節感を大切にしながら生
活の質の向上が図れるように努めました。
その他、ボランティアによる演奏会やご近所の

保育園から訪問してくれた子供たちとの異世代交
流など、地域の皆様のご協力による活動も毎月行
いました。
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２ 年間スケジュール・イベント
（１）年間イベントカレンダー （３）外出、イベントetc.

月 イベント名

４月 お花見外出

５月 こいのぼり作り

６月 農園いちごでパン作り

７月 リアルPPAPイベント

８月 夏祭り

９月 蒸しパンケーキ作り

１０月 世界弾丸イベント

１１月 買い物外出

１２月 凸凹両輪すいとん教室／外食イベント

１月 初詣

２月 のど自慢

３月 外食イベント／外出イベント／お花見外出

（２）レクリエーション活動

おやつ作りや製作物、プランター栽培による園
芸など、手先を使って脳を刺激する活動に精力的
に取り組み、皆様も集中して参加されました。

KENKOUNOEKI
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今年度も散歩だけでなく、外出や外食など、施
設以外での活動に取り組みました。皆様、いつも
以上に明るい表情をされており、大きな刺激と
なっています。

プランターを使った野菜作りも継続し、おやつ
作りなど食レクの材料にもなっています。野菜の
成長が気になり参加意欲を高めます。



３ 地域交流事業
国分寺市委託事業である「おれんじカフェにんじん（認知症カフェ）」を毎月第１・３水曜日に実施し

ました。内容は地域にお住まいの方、認知症についてもっと知りたい方、介護について興味がある方、医
療・福祉関係者など、お茶を楽しみながら認知症や介護について気楽におしゃべり・相談できる場として
地域交流スペースを開放し実施しました。
また、健康の駅推進機構より「健康の駅」としての認証を取得しており、健康にまつわる情報発信拠点

として、地域の皆様のお役に立てるよう情報収集と案内に努めました。

（１）事業概要
今年度も原則として毎月第１・３水曜日、１３：0０～１６：００の時間で開催しました。にんじん健

康ひろば施設長の大倉医師によるミニ講話、参加者が楽しめるミニイベント（健康体操など）、医師、看
護師、社会福祉士や介護福祉士ら医療・介護の専門家による何でも相談、そしてコーヒーなどのお飲物と
おいしいお茶菓子をご用意してオープンしております。
誰でも気軽に参加でき、しかも認知症予防や健康な生活のヒント・アドバイスが得られる、そんな地域

の方々の集いの場所を提供しています。毎回５～１０名くらいの方がお集まりになり、ご自分の困りごと
を打ち明けたり、それに対し熱心に相談に乗る姿も見受けられるなど、とても有意義な時間をお過ごしい
ただくことができました。

（２）実績報告

KENKOUNOEKI
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おれんじＣａｆｅにんじん

実施期間 平成30年4月１日から平成31年３月31日

開催実績 基本毎月第１・３水曜日 13時～16時 計26回

参加人数 合計168名
内訳 認知症の方 41名

上記の家族 29名
地域住民 51名
その他 47名

スタッフ 医師、看護師、社会福祉士、介護福祉士

相談件数 6件



法人本部
事務局長から

平成30年度は、「診療報酬・介護報酬」の同時改
定により、「利用者契約書」等の変更や介護保険・
障害者総合支援の請求の見直し等に対応し、法人と
しても大きな変化を伴う一年でありました。
法人本部としては、諸々の事業環境の変化に対応

し得る体制づくりと、各事業所の事業活動の円滑化
に寄与できるよう本部機能の更なる強化と管理業務
の充実化を図りました。各担当職員が責任感を持っ
て努力してくれたことにより、総務・労務人事・経
理会計・請求事務等といった業務を遅延なく正確に
行うことができました。
職員採用については、新卒職員の獲得に苦戦を余

儀なくされるなか、新卒5名を採用致しました。中
途採用においても外部でのお仕事説明会や面接会に
参加、内部でも施設見学会を多数開催し積極的な採
用活動を展開し、適時適切な人員の確保と配置に努
めました。
例年のことですが、多くのタスクを抱える中、無

事に年度末を越えることができ、職員の皆さんのご
協力に本当に感謝しております。

【管理業務】
■ 総務・広報

理事会運営、全体会等の会議運営
文書管理、契約書・申請書等の作成
ホームページ運営、リクルートパンフ作成 等

■ 労務・人事
給与計算、人事、職員採用、社保手続き
ストレスチェック 等

■ 経理・会計
支払、仕訳、決算書・試算表の作成 等

■ 請求業務
国保連請求、利用者負担金請求 等
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管理業務

（１）理事会等の運営
日付 理事会 評議員

会
議案

平成30年
6月4日

第103回

【議決事項】
第１号議案 平成２９年度事業報告

（案）について
第２号議案 平成２９年度決算及び計

算書類等（案）について
第３号議案 社会福祉法人にんじんの

会経理規程の一部変更について
第４号議案 社会福祉法人にんじんの

会法人カード利用取扱規程の制定につ
いて

第５号議案 理事の退任に伴う新理事
候補の推薦について

第６号議案 第８８回評議員会の招集
事項について

平成30年
6月22日

第88回

【議決事項】
第１号議案 平成２９年度決算及び計

算書類等（案）について
第２号議案 理事の退任に伴う新理事

の選任について

平成30年
11月26日 第104回

【議決事項】
第１号議案 「やわらぎ阿佐谷」の事

業譲渡について
第２号議案 「にんじん阿佐谷(仮称)」

の事業開始について
第３号議案 管理職の任命について

平成31年
3月14日

第105回

【議決事項】
第１号議案 平成３０年度第一次補正

予算（案）について
第２号議案 平成３１年度事業計画

（案）について
第３号議案 平成３１年度収支予算

（案）について
第４号議案 就業規則、準職員就業規

則、ホームヘルパー就業規則、医師就
業規則の一部改正について

第５号議案 退職金規定の一部改正に
ついて

第６号議案 管理職の任命について

平成31年
3月26日

第89回

【議決事項】
第１号議案 平成３０年度第一次補正

予算（案）について
第２号議案 平成３１年度事業計画

（案）について
第３号議案 平成３１年度収支予算

（案）について

（２）総務・広報

① 職員研修・会議
定例的に開催している会議については、ＩＳＯ部
会が中心となって年間会議スケジュールを作成し、
「職員全体会」はじめ役職毎・職種毎に開催をい
たしました。各種会議により情報の共有化・職員
間のコミュニケーションの円滑化を促進いたしま
した。
介護保険制度の改正や市場環境の変化に機敏に対
応しうる職員体制を構築するため、ＩＳＯ９００
１に基づく教育・訓練計画を策定して研修を実施
し、利用者様の望むサービスを適切に提供できる
人材の育成を図りました。また、ＩＳＯをはじめ
各種の勉強会を開催し、職員のスキルアップを目
指しました。
その他、職員全体会、事業所長会議、リーダー会
議等全体、職階別、職種別の定例会議を実施いた
しました。
定例会議の他に、教育訓練部会が中心となって外
部講師を招いた研修会や、両法人の職員はもとよ
り一般の方々もお招きした「やわらぎ・にんじん
実践報告会」を開催いたしました。実践テーマ・
研究内容、発表技術などについて、審査員の先生
方からも高い評価をいただきました。
② 平成３０年度の介護報酬・障害福祉サービス
等の報酬改定に伴い、各事業所における「利用者
契約書」や「ホームヘルパー給与規程別表」等の
変更作成をいたしました。
③ ホームページのリニューアルを行い、法人・
事業所・採用等の情報を幅広く掲載し、より多く
の方々にアクセスしていただけるよう努めました。
④ 法人内外との連携を保ち、各事業所が効率よ
く事業運営が出来るようサポート業務を行いまし
た。
⑤ 福祉サービス事業者として守るべき法・規
範・倫理などを正しく理解し、法令を順守した事
業展開をサポートいたしました。

HONBU
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管理業務

（３）経理・会計、請求業務

① 会計処理
昨年度から変更となった顧問会計事務所と、引き
続き連携をとりながら業務を処理し、遅滞無く行
うことができました。社会福祉法人制度に準拠し
た決算処理を行いました。
② 介護保険請求
今年度は介護保険における「介護報酬改定」が行
われましたが、各事業所と連携を図り遅延なく国
保連合会への請求を行うことができました。また、
返戻・未収金等の管理においても各事業所と連携
を図り適切に処理をいたしました。
③ 利用者請求
各事業所と緊密な連携図るとともに、集金代行業
者を活用して利用料金の請求業務を行い、遅滞無
く利用料の回収を行うことができました。また、
利用者様からの未収金管理を徹底しました。

（４）労務・人事

① 優秀な人材の確保を行うための定期昇給手続
き等のほか、法人全体の適正な人員配置を維持す
るため必要に応じて職員の求人活動及び採用等を
行い、人材の確保に努めました。
② 職員の入退職等の手続を、顧問社労士と連携
し遅滞無く行いました。
③ 前年度に引続き、職員に対する「ストレス
チェック」を実施し、職員のメンタル不調を防止
し、安心して働ける職場環境の改善に努めました。
④ 職員の健康管理のために、日勤者は年１回、
夜勤者は年２回の健康診断及び全職員・ヘルパー
を対象とした検便検査を実施いたしました。
⑤ 人事・給与ソフトを利用し、人事・労務・給
与事務の効率化を図りました。
⑥ 新卒の学生の募集に当たり、売り手市場の環
境下で厳しい採用状況ではありましたが、求人サ
イトの活用・合同就職説明会等への積極的な参
加・インターンシップの受入れなどを行い、新卒
者の募集活動を鋭意展開いたました。

４月全体会の様子(国分寺いずみホール)

HONBU
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実践報告会の様子(立川アイムホール)

１２月全体会の様子(立川グランドホテル)



社会福祉法人にんじんの会 職種別人員一覧
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事業所 職　　　種 常勤職員 非常勤職員 合計 常勤職員 非常勤職員 合計 常勤職員 非常勤職員 合計

事務職 8 4 12 5 2 7 -3 -2 -5

事　業　所　計 8 4 12 5 2 7 -3 -2 -5

医師 0 2 2 0 2 2 0 0 0

看護職員 3 5 8 3 5 8 0 0 0

機能訓練指導員 1 0 1 1 0 1 0 0 0

管理栄養士 1 0 1 2 0 2 1 0 1

生活相談員 4 2 6 4 1 5 0 -1 -1

介護支援専門員 2 1 3 2 1 3 0 0 0

社会福祉士 2 0 2 2 0 2 0 0 0

介護職員 22 24 46 28 18 46 6 -6 0

事務職・施設管理 1 2 3 1 1 2 0 -1 -1

宿直 0 0 0 0 0 0 0 0 0

事　業　所　計 36 36 72 43 28 71 7 -8 -1

医師 1 1 2 1 1 2 0 0 0

看護職員 5 17 22 3 15 18 -2 -2 -4

機能訓練指導員 4 4 8 3 9 12 -1 5 4

管理栄養士 1 0 1 2 0 2 1 0 1

介護支援専門員 1 0 1 1 0 1 0 0 0

生活相談員 3 0 3 3 2 5 0 2 2

薬剤師 0 1 1 0 1 1 0 0 0

介護職員 31 23 54 33 20 53 2 -3 -1

事務職・施設管理 2 0 2 2 1 3 0 1 1

　事　業　所　計 48 46 94 48 49 97 0 3 3

介護支援専門員 9 4 13 5 8 13 -4 4 0

看護職員 1 2 3 1 2 3 0 0 0

機能訓練指導員 0 0 0 1 0 1 1 0 1

社会福祉士 1 1 2 2 0 2 1 -1 0

管理栄養士 1 0 1 1 0 1 0 0 0

サービス提供責任者 4 0 4 5 0 5 1 0 1

生活相談員 1 1 2 4 0 4 3 -1 2

介護職員 4 8 12 5 13 18 1 5 6

事務職 1 0 1 1 0 1 0 0 0

職　員　小　計 22 16 38 25 23 48 3 7 10

ヘルパー 0 70 70 0 68 68 0 -2 -2

事　業　所　計 22 86 108 25 91 116 3 5 8

介護支援専門員 1 1 2 1 0 1 0 -1 -1

看護職員 0 2 2 1 1 2 1 -1 0

機能訓練指導員 0 1 1 0 1 1 0 0 0

生活相談員 2 4 6 2 3 5 0 -1 -1

サービス提供責任者 2 0 2 1 0 1 -1 0 -1

介護職員 8 20 28 11 16 27 3 -4 -1

事務職員 1 0 1 1 0 1 0 0 0

職　員　小　計 14 28 42 17 21 38 3 -7 -4

ヘルパー 0 31 31 0 33 33 0 2 2

事　業　所　計 14 59 73 17 54 71 3 -5 -2

介護支援専門員 2 2 4 3 1 4 1 -1 0

看護職員 2 3 5 2 3 5 0 0 0

機能訓練指導員 0 0 0 0 0 0 0 0 0

生活相談員 2 1 3 3 1 4 1 0 1

サービス提供責任者 2 0 2 2 0 2 0 0 0

介護職員 12 18 30 12 15 27 0 -3 -3

事務職員 1 0 1 1 0 1 0 0 0

職　員　小　計 21 24 45 23 20 43 2 -4 -2

ヘルパー 0 14 14 0 16 16 0 2 2

事　業　所　計 21 38 59 23 36 59 2 -2 0

介護支援専門員 3 0 3 2 2 4 -1 2 1

看護職員 0 2 2 0 2 2 0 0 0

生活相談員 2 0 2 2 0 2 0 0 0

サービス提供責任者 2 0 2 2 0 2 0 0 0

介護職員 1 13 14 2 12 14 1 -1 0

職　員　小　計 8 15 23 8 16 24 0 1 1

ヘルパー 0 4 4 0 5 5 0 1 1

事　業　所　計 8 19 27 8 21 29 0 2 2

157 169 326 169 159 328 12 -10 2

0 119 119 0 122 122 0 3 3

職　員　合　計

区　　　分 平成３０年３月３１日現在 平成３１年３月３１日現在 増　減

法人本部

西恋ヶ窪にんじんホーム

にんじん健康ひろば

にんじん立川

にんじんホーム・万願寺

にんじんホーム・上野原

にんじん荻窪ふれあいの家

12 -7 5

※介護職員は、特養・ショート・デイの介護職員及び訪問介護のコーディネーターを指す。

ヘ　ル　パ　ー　合　計

総　合　計 157 288

※複数職種の兼務者は、事業所内で兼務している職種のいずれかに配分した。

445 169 281 450



昭和53年4月 障害者と共に立川駅にエレベーター設置の働きかけを開始。また、障害者の日常生活を支えるボランティア活動を開始。

昭和62年7月 障害者･高齢者の在宅生活を継続して支援するための非営利団体「ケア･センターやわらぎ」を設立。

平成9年7月 10年余りに渡るケア・センターやわらぎの活動が認められて、立川市からホームヘルパー派遣事業を受託することとなり、こ

れに伴い「社会福祉法人にんじんの会」を設立。同年８月から「ケアステーションにんじん・立川」で立川市委託事業を開始。

平成10年4月 日野市委託事業として、日野市神明と高幡で認知症高齢者を対象としたデイサービス事業を開始。（「痴呆性高齢者デイホー

ムにんじん・神明」、「痴呆性高齢者デイホームにんじん・高幡」）

平成10年10月 東京都より事業認可を受け「ホームヘルパー２級講習会」を開始。

平成11年10月 立川市委託事業として、老人介護支援センター事業を開始。（「立川市にんじんの会在宅介護支援センター」）

平成12年4月 介護保険制度施行に伴い、介護保険サービス事業者の指定を受ける。（指定訪問介護事業「ケアステーションにんじん・立

川」、指定通所介護事業「痴呆性高齢者デイホームにんじん・神明」「痴呆性高齢者デイホームにんじん・高幡」、指定居宅

介護支援事業「在宅介護支援センターにんじん･立川」「介護相談センターにんじん･神明」）

立川市委託事業として、「ケアステーションにんじん・立川」で身体障害者居宅介護事業、知的障害者居宅介護事業及び児童

居宅介護事業を開始。

平成13年3月 ＩＳＯ９００１の認証を取得し介護サービスの質の向上を図る。

平成13年10月 立川市委託事業として精神障害者居宅介護事業を「ケアステーションにんじん・立川」で開始。

平成14年1月 日野市南平で指定通所介護事業「デイホームにんじん・南平」指定訪問介護事業「ケアステーションにんじん・南平」を開始。

平成14年2月 立川市委託事業として、国の施策である「生きがい支援･介護予防」の通所介護事業を開始。（「高松にんじんクラブ」）

平成14年5月 山梨県北都留郡上野原町（現：上野原市）で指定通所介護事業及び指定訪問介護事業並びに居宅介護支援事業を開始。（「デ

イホームにんじん・上野原」「ケアステーションにんじん・上野原」「介護相談センターにんじん・上野原」） また上野原

市委託事業として身体障害者デイサービス事業を「デイホームにんじん・上野原」で開始。

平成14年9月 日野市南平で指定居宅介護支援事業を開始。（「介護相談センターにんじん・南平」）

平成15年4月 支援費制度施行に伴い、東京都から指定居宅支援事業（身体障害者居宅介護、知的障害者居宅介護及び児童居宅介護）の指定

を受ける。（「ケアステーションにんじん・立川」）

平成15年6月 立川市幸町で、指定通所介護事業及び指定訪問介護事業を開始。（「デイホームにんじん・玉川上水」「ケアステーションに

んじん・玉川上水」）

平成15年10月 日野市神明で指定訪問介護事業を開始。（「ケアステーションにんじん・神明」）

介護老人福祉施設設置のため、国分寺市西恋ヶ窪に用地を購入。

平成16年2月 介護老人福祉施設建設工事着工。

平成16年12月 東京都から指定居宅支援事業（身体障害者居宅介護、知的障害者居宅介護及び児童居宅介護）の指定を受ける。（「ケアス

テーションにんじん・玉川上水」）

平成17年2月 国分寺市西恋ヶ窪で、介護老人福祉施設及び短期入所生活介護事業並びに指定通所介護事業、指定訪問介護事業及び指定居宅

介護支援事業を開始。(｢西恋ヶ窪にんじんホーム」「デイホームにんじん・西恋ヶ窪」「ケアステーションにんじん・西恋ヶ

窪」「在宅介護支援センターにんじん・西恋ヶ窪｣)

東京都から指定居宅支援事業（身体障害者居宅介護、知的障害者居宅介護及び児童居宅介護）の指定を受ける。（「ケアス

テーションにんじん・神明」「ケアステーションにんじん・南平」）

平成17年4月 国分寺市委託事業として、国分寺市西恋ヶ窪で地域型高齢者在宅介護支援センター事業を開始。（「国分寺地域相談センター

こいがくぼ」）

平成17年8月 立川市高松町で、指定通所介護事業を開始。（「デイホームにんじん・立川」）

平成18年2月 山梨県上野原市で、指定訪問看護事業を開始。（「訪問看護ステーションにんじん・上野原」）

平成18年4月 立川市委託事業として、立川市高松町で地域包括支援センター事業を開始。（「立川市中部たかまつ地域包括支援セン

ター」）

平成18年10月 国分寺市委託事業として、国分寺市西恋ヶ窪で国分寺市通所型介護予防事業を開始。

障害者自立支援法により、東京都から居宅介護、重度訪問介護及び行動援護（身体障害者、知的障害者、障害児及び精神障害

者）の指定を受ける。（「ケアステーションにんじん・立川」「ケアステーションにんじん・玉川上水」）

平成18年10月 障害者自立支援法により、東京都から居宅介護及び重度訪問介護（身体障害者、知的障害者、障害児及び精神障害者）の指定

を受ける。（「ケアステーションにんじん・神明」「ケアステーションにんじん・南平」）

社会福祉法人にんじんの会の沿革
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平成19年4月 日野市神明で指定居宅介護支援事業を、日野市南平へ統合。（「介護相談センターにんじん・南平」）

杉並区荻窪で、指定通所介護事業、指定訪問介護事業及び指定居宅介護支援事業を開始。（「デイホームにんじん・荻窪ふれ

あいの家」｢ケアステーションにんじん・荻窪ふれあいの家」「介護相談センターにんじん・荻窪ふれあいの家」） また、杉

並区委託事業として、配食サービス及び家族介護教室事業を開始。

平成19年9月 日野市高幡で行っていた指定通所介護事業を日野市神明へ統合。（「デイホームにんじん・神明」）

平成19年10月 立川市高松町で行っていた指定通所介護事業を、立川市幸町へ統合。（「デイホームにんじん・玉川上水」）

平成19年11月 立川市幸町で行っていた指定訪問介護事業を、立川市高松町へ統合。（「ケアステーションにんじん・立川」）

旧国分寺市立第四小学校跡地土地利用事業者として選定される。

平成20年10月 介護老人保健施設建設用地を購入。

平成21年4月 ＩＳＯ９００１：２００８年版への移行審査、拡大審査の認証取得

立川市高松町で、指定通所介護事業を再開。（「デイホームにんじん・立川」）

平成22年2月 介護老人保健施設「にんじん健康ひろば」着工。

山梨県上野原市で、地域密着型サービスの事業者として選定される。

平成22年3月 国分寺市西恋ヶ窪の指定訪問介護事業を廃止。（「ケアステーションにんじん・西恋ヶ窪」）

杉並区荻窪の指定訪問介護事業を廃止。（「ケアステーションにんじん・荻窪ふれあいの家」）

平成22年6月 立川市幸町で、指定訪問介護事業を再開。（「ケアステーションにんじん・玉川上水」）

平成22年9月 日野市万願寺で、認知症高齢者グループホームの事業者として選定される。

国分寺市西恋ヶ窪の指定居宅介護支援事業を廃止。（「介護相談センターにんじん・西恋ヶ窪」）

平成23年1月 介護老人保健施設「にんじん健康ひろば」竣工。

平成23年2月 複合介護施設「にんじんホーム・上野原」着工。

平成23年3月 複合介護施設「にんじんホーム・万願寺」着工。

平成23年4月 介護老人保健施設「にんじん健康ひろば」開設。介護老人保健施設（入所）・指定短期入所療養介護事業・通所リハビリテー

ション事業を開始。

平成23年10月 複合介護施設「にんじんホーム・上野原」開設。従来から山梨県上野原市で行っていたサービスを全て移転したほか、新規に

認知症対応型共同生活介護事業を開始。

障害者自立支援法により、東京都から同行援護（身体障害者及び障害児）の指定を受ける。(｢ケアステーションにんじん・立

川」「ケアステーションにんじん・南平」「ケアステーションにんじん・玉川上水｣)

平成23年11月 山梨県上野原市で小規模多機能型居宅介護事業を開始。

平成23年12月 複合介護施設「にんじんホーム・万願寺」開設。従来から日野市南平で行っていたサービスを全て移転したほか、新規に認知

症対応型共同生活介護事業を開始。

日野市神明で行っていたサービスを日野市万願寺に移転し統合。（指定通所介護事業「デイホームにんじん・神明」と指定訪

問介護事業「ケアステーションにんじん・神明」を廃止し、日野市万願寺へ統合。認知症対応型通所介護事業を日野市万願寺

へ移転し続行）

平成25年8月1日 介護老人保健施設「にんじん健康ひろば」において、訪問リハビリテーション事業を開始。

平成25年10月1日 地域型高齢者在宅介護支援センター事業「国分寺地域相談センターこいがくぼ」に代わり、国分寺市の委託事業として国分寺

市西恋ヶ窪で地域密着型サービス等・介護予防支援指定事業所「国分寺地域包括支援センターこいがくぼ」を開始。

平成25年11月1日 東京都から指定相談支援事業（特定相談支援、障害児相談支援）の指定を受ける。（「相談支援センターにんじん・立川」）

平成26年4月1日 杉並区委託事業の配食サービス事業を廃止。

平成26年6月1日 杉並区荻窪で指定訪問介護事業を再開。（「ケアステーションにんじん・荻窪ふれあいの家」）

国分寺市西元町で指定通所介護事業を開始。（「リハセンターにんじん・健康の駅」）

平成26年7月1日 障害者総合支援法により、山梨県から居宅介護及び重度訪問介護（身体障害者、知的障害者、障害児及び精神障害者）の指定

を受ける。（「ケアステーションにんじん・上野原」）

平成27年7月 「ケアステーションにんじん・玉川上水」を廃止し、行っていたサービスを「ケアステーションにんじん・立川」に統合。

平成28年10月 にんじん・立川事業所が事業所を移転するとともに、玉川上水事業所を統合し、「デイホームにんじん・立川」を開設。

平成30年11月1日 介護老人保健施設「にんじん健康ひろば」において、指定訪問介護事業を開始。 （「ケアステーションにんじん・健康ひろ

ば」）
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● 法人本部
〒185-0013 東京都国分寺市西恋ヶ窪1-50-1
TEL：042-300-6035 FAX：042-300-6017
E‐mail honbu@ninjin.or.jp http://www.ninjin.or.jp/

● 西恋ヶ窪にんじんホーム事業所
〒185-0013 東京都国分寺市西恋ヶ窪1-50-1
TEL：042-300-6010 FAX：042-300-6016

● にんじん・立川事業所
〒190-0011 東京都立川市高松町2-27-27

TBK第1高松ビル101号
TEL：042-522-1537 FAX：042-522-1636

● にんじんホーム・万願寺事業所
〒191-0024 東京都日野市万願寺6-22-6
TEL：042-587-1240 FAX：042-587-1256

● にんじんホーム・上野原事業所
〒409-0112 山梨県上野原市上野原522
TEL：0554-62-6222 FAX：0554-62-6223

● にんじん・荻窪ふれあいの家事業所
〒167-0051 東京都杉並区荻窪2-29-3
TEL：03-3220-9637 FAX：03-3220-9649

● にんじん健康ひろば事業所
〒185-0023 東京都国分寺市西元町2-16-40
TEL：042-329-2581 FAX：042-329-2580

● にんじん・健康の駅事業所
〒185-0023 東京都国分寺市西元町2-16-34

ザ･ライオンズ武蔵国分寺公園124号
TEL：042-322-7706 FAX：042-322-7708

社会福祉法人にんじんの会


