
入所の申込みについて

～お問い合せ～

☎０８３８－５４－２０００

かわかみ苑で一緒に働くスタッフを募集しています！

介護職員（正職員） 介護職員（準職員） 看護職員（正職員）

入所申込み
受付中！

入所申込み
受付中！

社会福祉法人山水会＜かわかみ苑＞　は、
特別養護老人ホーム、ショートステイ、デイサー
ビス、在宅介護支援センターを運営しています。
　緑豊かで自然に囲まれた場所で、裏手側には阿
武川が流れ、上流には萩阿武川温泉と阿武川ダム
があります。
　かわかみ苑は、「美人の湯」として知られる萩
阿武川温泉から源泉を引いており、温泉を楽しん
でいただくことができます！

★入所できる方　⇒要介護３～５の方
★面　談　⇒事前連絡なしでも受け付けておりますので、　
　　　　　　いつでもお立寄りください。相談のみでも結　
　　　　　　構です。
　　　　　　※土日祝日の場合は、事前にご連絡ください。
★お持ちいただくもの　⇒介護保険証等の保険証類

　施設へ入所いただくには、まず「入所の申込み」から始まります。
　当苑では、随時、入所に関する相談や入所の申込みを受け付けております。将来的に入所を
希望される方、今すぐの入所を希望される方など、柔軟に対応しますので、ぜひご連絡くださ
い。面談にて、本人様の状況等をお伺いします。かわかみ苑への来苑が困難な方には、申込書
を郵送いたしますので、お気軽にお問い合せください。

　施設での経験が少ない方や、現役を引退されて求職中の方など、利用者様のた
めに一緒に働いてみませんか？興味がある方は、ぜひ一度、ご連絡ください。お
待ちしております！

○仕事内容
　　介護全般、記録入力　等
○勤務時間
　　早出　7：00～16：00
　　遅出　10：00～19：00
　　夜勤　16：00～翌10：00    
　　　　  （休憩2Ｈ）
○休　日
　　勤務表による。
○給　与
　　お問合せください。

○仕事内容
　　介護全般、記録入力　等
○勤務時間
　　早出　7：00～16：00
　　遅出　10：00～19：00
　　夜勤　16：00～翌10：00
　　　　  （休憩2Ｈ）
　　　　　※夜勤なしを選択する
　　　　 　　　 ことも可能です。
○休　日
　　勤務表による。
○給　与
　　お問合せください。

○仕事内容
　　看護全般、記録入力　等
○勤務時間
　　日勤　8：30～17：30
　　　　    ※オンコール体制あり
○休　日
　　勤務表による。
○給　与
　　お問合せください。

★発行者　　社会福祉法人　山水会
★発行部数　６００部
★お問合せ　特別養護老人ホームかわかみ苑　
　　　　　　　山口県萩市川上4921－1
　　　　　　   （Tel）0838－54－2000／（Fax）0838－54－2781

パート職員も募集中！

かわかみ苑だより

社会福祉法人　山水会＜かわかみ苑＞

ＶＯＬ．36令和4（2022）年1月号 ＶＯＬ．36令和4（2022）年1月号

　平素より、かわかみ苑の事業運営におきまして、ご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
　新型コロナウイルス感染症が全国的に収まらない時期においては、ご家族や利用者様並びに
関係事業所の方々や地域の皆様には、大変ご不便をおかけし、また、ご協力いただき感謝申し上
げます。
　皆様からのご理解とご協力を賜りましたお陰で、本苑で感染者が発生することなく、新年を迎え
ることができました。
　なお、新型コロナウイルス感染症を巡っては、ワクチンの３回目接種が予定されるなど、様々な
動きが見込まれますが、感染者発生状況も注視しながら、今後も感染症予防を徹底していくことと
していますので、引き続き、ご理解とご協力をいただきますようお願い申し上げます。

新型コロナウイルス感染症予防対策へのご協力のお礼について



①マスクの着用

④空気の入れ換え

“かわかみ苑”の立地とは？

“かわかみ苑”の自然災害への対策とは？

まだまだありますが…

③消毒の徹底
②検温の実施

⑤ソーシャルディスタンス

新型コロナへの対策

自然災害への対策

水消火器で練習！

 コロナに感染しない、感染
させない、施設に持ち込ま
ないを徹底すべく、ご家族
や利用者の方々をはじめ、
関係機関の方々には、たくさ
んの予防対策へご協力いた
だいているところです。重ね
てお礼申し上げます。

　職員と来訪者は常時着用をお
願いしています。
　入所者・利用者の方において
は、可能な方に着用いただいて
います。

　入館時はもちろんのこと、職員
も部署間移動時やケアの前後
等、常に消毒を徹底しています。
　また、机や手すり、車輛等の消
毒も徹底しておりますので、安心
して使用いただけます。

　職員は、１日２回実施してい
ます。
　来訪者は、入館時に職員が検
温を実施しています。
　入所者・利用者の方は、随時、
健康チェックで実施しています。

　時間を決めて、換気していま
す。
　暖房が活躍する時期となりま
すが、　室温・湿度に注意し、加湿
器等を併用しながら実施してい
ます。

○とても自然豊かで緑に囲まれた場所です！
○施設裏手側には阿武川が流れており、虫の声や  
　野鳥の姿など自然を常に感じることができます。
○阿武川ダムの麓に位置するため、洪水の危険性
　は低くなっています。　

 　最優先されることは、“命を守ること”です。
　そのために、消防防災対策委員会を中心として年
に７回以上の訓練を行っています。
　○避難訓練（日中・夜間想定で苑内・外へ避難）
　○消火訓練（水消火器を使用）
　○土砂災害訓練（萩市の一斉訓練にあわせ実施）
　○通報訓練（職員連絡網）　　など

“かわかみ苑”の避難先

　施設内避難や近隣の川上公民館、阿武川ダム上流
の広場（明神島公園）等への避難を想定しています。

　人と人との距離を保つことを
意識し、食事やレクリエーション
等を実施しています。
　昨年は食堂テーブルを追加
し、距離の確保に努めました。
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慌てず、ゆっくり、
気を付けて！

収支決算報告収支決算報告

サービス活動増減の部サービス活動増減の部

事業活動計算書

貸借対照表

（単位：円）

（単位：円）

サービス活動
増減の部

サービス活動
外増減の部

経常増減差額

収　　益
費　　用

サービス活動増減差額
収　　益
費　　用

サービス活動外増減差額

特別増減の部

当期活動増減差額

繰越活動増減
差額の部

収　　益
費　　用

特別増減差額

前期繰越活動増減差額
当期末繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額

0

0

0

▲46,207,186
255,880,374
209,673,188
209,673,188

196,485,897

242,620,046

▲46,134,149

465,990

539,027

▲73,037
▲46,207,186

その他の収益
　6,326,300円

減価償却費
24,298,661円

事務費
31,825,403円

事業費
39,612,118円

利用者等利用料収益
40,478,438円

介護予防・日常生活支援
総合事業収益
3,570,420円

地域密着型介護料収益
58,873,139円

居宅介護料収益
17,226,100円

施設介護料収益
66,878,350円

国庫補助金等特別積立金取崩額
　　　　　　▲9,874,190円　　  　　　

費　用収　益

242,620,0468円196,485,897円
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流動資産 流動負債

退職給付引当金固定資産

　その他の固定資産

負債の部合計

負債の部資産の部

純資産の部

純資産の部合計

固定負債

負債及び純資産の部合計資産の部合計

現金預金
事業未収金
未収金
前払費用
仮払金

事業未払金
未払費用
預り金
職員預り金

基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
　経常安定資産積立金
　修繕費積立金

次期繰越活動増減差額
（うち当期活動増減差額）

基本財産
　建物
　定期預金

　建物
　構築物
　車輌運搬具
　器具及び備品
　権利
　ソフトウェア
　退職給付引当資産
　経営安定資金積立資産
　修繕費積立資産
　その他の固定資産　

人件費
156,758,054円

105,040,992
76,774,476
28,165,123

68,649
0

32,744
365,775,707
252,304,473
251,304,473
1,000,000

113,471,234
32,098,099

4
41,740

9,096,973
231,992
135,720

20,822,356
26,004,000
25,004,010

36,340
470,816,699

9,823,832
7,161,280
900,826

0
1,761,726
20,822,356
20,822,356
30,646,188

  

1,000,000
178,489,313
51,008,010
26,004,000
25,004,010

 
209,673,188
△46,207,186

　
440,170,511

470,816,699



本　館　（従来型）

デイサービス部門

ユニット　（地域密着型）

萩市からの受託事業

○短期入所

○行事・クラブ活動
　　95回（のんたの会、書道、生花等）
○会議等
　　入所検討委員会
　　新規入所調整会議
　　ケース検討会議

4回
10回
12回

○公益事業
　　95回（のんたの会、書道、生花等）
○会議等
　□高齢者朝食提供サービス事業
　　地域の高齢者を対象に、外出支援・安否確認等
　を目的として、朝食を提供します。（定員5名）

○介護サービス
　□地域密着型通所介護

　□介護予防・日常生活支援総合事業

○施設入所
月平均入所者数

入院者月平均者数

新規入所者数

退所者数

20.3名

1.4名

10名

4名

１日平均利用者数

平均利用率

5.8名

36.0％

提供日数

延利用者数

１日平均利用者数

252日

1,548名

6.1名

提供日数

延利用者数

１日平均利用者数

252日

719名

2.9名

提供日数

利用実人数

延利用者数

１日平均利用者数

90日

4名

192名

2.1名

月平均入所者数

入院者月平均者数

新規入所者数

退所者数

14.4名

0.8名

8名

5名

開館日数

延利用者数

１日平均利用者数

48日

459名

9.6名

電話

来苑

訪問

133

10

340

会議

ＦＡＸ

その他

計

（うち夜間対応） （21）

件数 件数

5

14

206

708

○行事・クラブ活動
　　杜の街　83回　／　虹の街　87回
　　（手作りおやつ、ドライブ、生花等）
○会議等
　　入所検討委員会（本館と併催）
　　新規入所調整会議（本館と併催）
　　運営推進会議　6回
　　担当者会議　　入居者ごとに半年に1回

○在宅介護支援センター事業
　　川上地域を担当する相談員を配置し、訪問や相
　談業務、萩市が実施するサービスの申請代行等を
　しています。

○介護予防教室事業
　　一般高齢者を対象とした通所サービス

□相談形態別実績

○施設入居

令和2年度　事業報告令和2年度　事業報告
　本年度は、新型コロナウイルス感染症の渦中となり、入所者や利用者、またそのご家族や関係機関
の方々にもご協力いただきながら、事業運営してきた年となりました。
　そのような中でも、入所者確保と人材確保に重点を置き、経営企画担当者を専任配置し、入所まで
の流れを見直し、スムーズな入所に繋げるなど、運営改善を図ってきています。

数値報告
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～地域密着型とは？～

みなさんの生活の場～共同生活室～

概　要ユニット（2009年3月開設）

毎月２回 ！ 手作りおやつ

お花の会（アレンジメント）

季節にあわせてドライブ！

★かわかみ苑内を紹介するコーナー★

＜ユニット型特別養護老人ホーム（地域密着型）＞
　○全室個室！（１ユニット１０名×２ユニット）
　○萩市内ではここだけの！地域密着型特養！
　○毎月のドライブは、希望ドライブも実施中！
　○同じフロアのみなさんと、毎月２回の手作りおやつ！
　○お風呂は萩阿武川温泉から源泉を引いております。

　住み慣れた地域で、在宅との生活が継続したものとなる
よう支援を受けながら生活いただけるサービスです。広域
型とは異なり、萩市民の方のみ入居でき、小規模でみなさ
ん顔なじみの関係づくりができます(＾＾)

　お部屋を出てすぐの大広間です！天窓と壁一面
の窓ガラスからの採光で、日当たり抜群の共同生
活室となっています。
　コロナ禍の今、面会が中止の時も、大きな窓のお
かげで、窓越しではありますが、面会いただくことが
可能です(＾＾)
　個々のリズムで過ごしていただけるので、自宅で
の生活の延長線のようです☆

くつろぎ空間～全室ユニット型個室～

　広々とした個室は、自宅で使用されていた家具
等をそのまま持ち込むことも可能です。
　木を多く使用した建物となり、まだまだ新築のよ
うな木の香りが心地いいです。　裏手側の居室で
は、阿武川を一望す
ることもでき、川の
音、虫の声と自然を
めいいっぱい感じ
ていただくことがで
きます。



～広域型とは？～

ユニット（７／２８開催！） 第２回かわかみ苑納涼祭第２回かわかみ苑納涼祭

（介護予防）短期入所生活介護
萩市生活支援ショートステイ事業

～こんなことはありませんか？～

本館（７／２７開催！）

概　要本　館（1996年4月開設）
　＜従来型特別養護老人ホーム（広域型）＞
○定員数（入所３０名、ショートステイ１６名）
○居室は、個室と多床室（２～４人部屋）があります。
○中庭が２ヶ所！自然の光が心地よいです☆
○石造りの大浴場で温泉を楽しめます！（萩阿武川温泉）

　地域密着型（ユニット）は市内に住所がある方に限られ
ますが、広域型は山口県内の方が対象となります。居室も
２タイプから選べ、希望される方が多くいらっしゃいます。
ショートステイは、住所地の制限はありませんので、ご利用
の際には、担当ケアマネージャーへご相談ください。

★家を空ける用事があるが、両親が心配
★最近、ゆっくりした時間をとれていない　など・・・○対象者

　　要支援１・２、要介護１～５の方
　　７５歳以上の一般高齢者
○居室の種類
　　個室と多床室があります。
○利用料金
　　要介護度・居室の種類・減額証の有無
　　によって、金額が変わりますが、
　　（介護サービス費＋食事代＋お部屋代）
　　のみです。

そんなときは、介護サービスを
             利用することもできます！

＜要支援・要介護認定の方＞
　担当ケアマネージャーへ
　ご相談ください。

＜一般高齢者の方＞
　地域を担当する在宅介護支援
　センター等にご相談ください。

　コロナ禍での2度目の納涼祭。　今年は

本館が「どら焼き」、　ユニットは「たこ焼

き」も登場し、　大好評！！

 ゲームコーナーではさかな釣り、　輪投げ

大会、　本館では職員の有志によるコンサ

ートも開催し、　楽しい1日になりました！！
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概　要

萩市在宅介護支援センターかわかみ苑です！
萩市からの受託事業　②

「相談窓口　☎０８３８－５４－２０００」

（本館内） デイサービスセンター ・ 在宅介護支援センター

季節の寄せ植え♪地域行事へ参加しました！ 七夕の飾り付け★

　＜地域密着型通所介護　と
　　　　　萩市介護予防・日常生活支援総合事業＞
○対 象 者　要支援１・２、要介護１～５、事業対象者
○定 員 数　１８名　
○提 供 日　月～金（土日のみ休業）
○サービス時間帯　９時～１６時半まで
　　みなさん、和気あいあいとレクリエーションなどに
　参加され、お風呂は、もちろん「萩阿武川温泉：美人の
　湯」です！！
　　日帰りデイサービスを是非ご利用ください（＾＾）

萩市からの受託事業　①

　＜介護予防教室事業＞
　　　（一般高齢者デイサービス）
○実施日　第１～４木曜日
○利用料　１，０５０円（食事・おやつ含む）
○内　容　四季にあわせた外出行事やおやつ
　　　　　作りもあります。
○お問い合わせ
　　　　　かわかみ苑の在介相談員へご相談
　　　　　ください。

　介護や医療サービスのこと、給食サービスや緊急通報装置、ま
た、ご家族やご両親、近所の方のことで不安に思うことなど、様々
な相談を受け付け、必要となるサービスを紹介しています。
　なお、相談いただいた内容や個人情報に関する内容について
は、厳密に取り扱いますので、ご安心ください。
　また、最近は萩市内においても、特殊詐欺による多額な被害
が発生したところです。

　「金銭を要求するような電話があった！」
「知らない人が家の周りをうろついている・・・」
などいつもと変わったことがありましたら、すぐにご連絡
くださいね。

お気軽にご連絡ください！

＜萩市在宅介護支援センター事業＞
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