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運 営 方 針

経営主体　社会福祉法人　翠光園
事業内容　社会福祉事業
　　　　　（１）第一種社会福祉事業
　　　　　　　（イ）養護老人ホームの経営　　
　　　　　　　（ロ）特別養護老人ホームの経営
　　　　　（２）第二種社会福祉事業
　　　　　　　（イ）老人デイサービス事業の経営
　　　　　　　（ロ）老人短期入所事業の経営
　　　　　　　（ハ）老人居宅介護等事業の経営
　　　　　　　（ニ）老人介護支援センターの経営
　　　　　　　（ホ）生計困難者に対する相談支援事業
　　　　　社会福祉法第 26条の規定により、次の事業を行う。
　　　　　（１）居宅介護支援の事業　（２）訪問入浴介護の事業
住　　所　熊本県球磨郡あさぎり町深田東４１０番地
定　　員　養護老人ホーム ５０名　　特別養護老人ホーム ３０名
　　　　　短期入所生活介護事業 １２名　　通所介護事業 ３５名
建物構造　鉄筋コンクリート造２階建て（全館冷暖房完備）
建物延面積　３５１７.５５㎡
敷地面積　１１２１６.４３㎡

昭和３５年 １２月　養護老人ホーム３０名で事業開始
昭和４１年　４月　定員５０名に増員
昭和６２年　９月　老朽施設改築及び
　　　　　　　　 特別養護老人ホーム併設工事着工
昭和６３年　３月　同上完成
昭和６３年　４月　特別養護老人ホーム３０名で事業開始
　　　　　　　　 ショートステイ２名で開始（養護老人ホームと併設）
平成　３年　３月　在宅重介護老人デイサービス事業開始
　　　　　　　　 Ａ型開始 　訪問入浴介護事業
　　　　　　　　　　　　 　訪問配食サービス事業
平成　５年 １０月　在宅介護支援センター事業開始
平成　９年　４月　ショートステイ１０名増員
平成１１年 １２月　居宅介護支援事業開始
平成１２年　４月　介護保険事業開始
平成１９年　８月　訪問介護事業開始
平成２２年　９月　省エネ及び内装全面改修工事
平成２８年　４月　生計困難者に対する相談支援事業開始
平成３０年 １２月　既存浴室、洗濯室改修　　看取り室新室
令和　２年　３月　非常用自家発電設置

概

　要

沿

　革法令遵守（コンプライアンス）の精神に基づき、透明性の高い安定
した法人運営を行います。

利用者の尊厳保持に努め、心身共に健やかな日常生活を送るための
環境づくりを推し進めます。

職員は、専門知識と技術の向上を図ると共に、社会人としての教養、
福祉倫理を身につけるよう研鑽に励みます。

地域社会との幅広い交流を行い、また医療機関とも連携を図り適切で
充実したサービスを提供します。

施設見学や介護実習などを受け入れ、長年の福祉活動で培った
知識・技術を地域社会に還元し、社会福祉発展に貢献します。
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要介護認定を受けられた方に、ホームヘル
パーが生活介護や身体介護のお世話をいた
します。

65才以上の方で、環境上の理由及び経済的な理
由で、居宅において介護を受けることが困難な方。
（定員50名）

最寄の地域振興局福祉課、各市町村役場の福祉
課もしくはお近くの民生委員にご相談ください。

○営 業 日……月曜～金曜
○受付時間……午前９時～午後５時

要介護認定を受けられた方で、ご家庭での入浴が
困難な方。移動入浴車と看護職員、介護職員をご
家庭に派遣し、安全かつ快適な入浴を提供します。

養護老人ホーム

訪問入浴介護

訪問介護事業

色々なご相談に応じます。ご相談料は無料。
秘密はお守りいたします。

在宅介護支援センター
社会貢献活動として、生計困難者の心理的
不安の軽減および、利用可能な公的制度や
サービス等への橋渡しを行うことを目的とし
た相談、支援を実施いたします。

生計困難者に対する相談支援事業

明るく楽しい雰囲気の中、食事・入浴・リハ
ビリなどのサービスを提供し、利用者の生活
の向上と家族の介護負担の軽減のお手伝い
をします。車椅子でも対応できる車で職員が
ご自宅までお迎えにまいります。

原則として要介護認定の結果「要支援」「要介護」
の認定を受けられた方で、通所サービスを希望さ
れる方。（定員35名）

担当の介護支援専門員（ケアマネージャー）に
ご相談されるか当園へ直接お申し込みください。

○営業日…月曜～日曜
　　　　　　（１２月３１日～１月３日は除きます）
○受付時間…月曜～土曜（午前８時～午後５時30分）

通所介護事業

ご利用対象者

ご利用の手続き

営業日及び受付時間

ご利用対象者

ご利用の手続き

心身の状況や家族の病気・冠婚葬祭・出張等の
ため、または家族の負担軽減を図るために一時的
にご利用希望される方。（定員12名）

担当の介護支援専門員（ケアマネージャー）に
ご相談されるか当園へ直接お申し込みください。

○営業日…年中無休
○受付時間…月曜～土曜（午前８時～午後５時30分）

短期入所生活介護事業
ご利用対象者

ご利用の手続き

営業日及び受付時間

身体上または精神上著しい障害があるため常時介
護を必要とし、在宅介護が困難な方。（定員30名）

担当の介護支援専門員（ケアマネージャー）に
ご相談されるか当園へ直接お申し込みください。

特別養護老人ホーム
（指定介護老人福祉施設）
ご利用対象者

ご利用の手続き

介護保険法等の関係法令及び契約書に従い、
契約者の同意の上でケアプランを作成し、
サービス事業者等との連絡調整その他の便
宜を提供することを目的とします。

ア　居宅サービス計画（ケアプラン）の作成
イ　要介護等認定の申請代行
ウ　給付管理業務
エ　居宅サービス提供機関との連絡・調整

居宅介護支援事業

ご利用内容

営業日及び受付時間

ご利用対象者

非常用
自家発電設置
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