
- 35 - 

その他実施報告 

 

【 理事会・評議員会 】 

今年度は、施設東側土地の新たな活用（取得）のため、新事業の計画や予算・財源につ

いて検討を進めるとともに、報告・決議を行いながら、土地収用の認可手続きを進めまし

た。また、医療機構の新型感染症の影響による優遇融資を受け、新規利用者受入停止や利

用控えに対する減収を補うなど、経営の安定に努めました。感染予防対策として、検温・

健康チェック、会議中の定期的な換気を行いながら対面による会議を開催し、また臨時的

案件については決議の省略による手続きを行いました。次年度は、法改正後初めての、評

議員4年の任期到来による改選の年となるため、法令に則り手続きをしてまいります。 

開催日 会 議 名 
出席数 
（監事） 

5月29日 令和2年度 第1回 理事会 
第1号議案 滋賀県信用組合の借入れに係る担保提供（3月理事会承認）の、

承認内容の変更について 

第2号議案 独立行政法人 福祉医療機構による新型感染症に伴う優遇融資に

ついて 

第3号議案 第三者委員の選任について 

第4号議案 令和元年度会計 事業報告並びに計算書類等の承認について 

＊事業報告・決算報告・監事監査報告 

＊社会福祉充実残額報告 

第5号議案 定時評議員会の招集並びに招集事項の決定について 

＊報告事項 理事長の職務執行状況報告 

6/6 

（2/2） 

6月18日 令和2年度 定時評議員会 
第1号議案 借入に係る担保提供（決議省略）の条件の変更について 

第2号議案 令和元年度 計算書類等の承認について 

＊決算報告・監事監査報告  ＊社会福祉充実残額報告 

6/7 

（2/2） 

10月2日 令和2年度 第2回 理事会 
(1) 近江八幡市内 就労継続支援B型事業所における現状と課題について 

(2) 社会福祉法人ほのぼの会 今後の事業展開について 

(3) 利用定員および人員配置について 

(4) 就労継続支援B型事業に要する経費及びその財源について 

(5) 社会福祉法人ほのぼの会 職員数について 

報告事項

省略 

11月24日 令和2年度 第3回 理事会 
第6号議案 就労継続支援Ｂ型事業実施に係る事業内容（計画）の承認 並び

に 共生型サービスへの展開について 

第7号議案 事業実施に係る予算及び財源について 

第8号議案 電話設備・無線LAN環境・ナースコール・見守りセンサー(眠り

SCAN)新設・更新に係る指名業者の選定について 

決議の 

省略 

12月18日 令和2年度 第4回 理事会 
第 9号議案 育児休業及び育児短時間勤務等に関する規程・介護休業及び介護

短時間勤務等に関する規程の一部改正について 

第10号議案 就業規則の一部改正について 

第11号議案 非常勤・臨時職員 就業規則の一部改正について 

第12号議案 給与規程の一部改正について 

第13号議案 令和2年度 特別養護老人ホームふれあい電話設備等更新事業に

係る落札決定業者の承認と契約の締結について 

第14号議案 令和2年度 補正予算（案）について 

＊報告事項 理事長の職務執行状況報告 

6/6 

（2/2） 
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2月24日 令和2年度 第5回 理事会 
第15号議案 設備資金の借入について 

決議の 

省略 

3月24日 令和2年度 第6回 理事会 
第16号議案 社会福祉法人ほのぼの会 寄付金等取扱規程の設置について 

第17号議案 令和2年度補正予算（案）について 

第18号議案 給与規程の一部改正について 

第19号議案 就業規則の一部改正について 

第20号議案 非常勤・臨時職員就業規則の一部改正について 

第21号議案 育児休業及び育児短時間勤務等に関する規程の一部改正について 

第22号議案 業務委託契約の更新について（厨房委託業者） 

第23号議案 金銭の借入について 

第24号議案 基本財産を担保提供することにつき、承認を求めることについて 

第25号議案 土地を取得することの承認について（びわこ揚水土地改良区） 

第26号議案 評議員会の招集並びに招集事項の決定について 

第27号議案 土地開発（造成）に係る入札参加業者の選定について（駐車

場・進入路） 

第28号議案 令和3年度 事業計画（案）について 

第29号議案 令和3年度 予算（案）について 

6/6 

（2/2） 

 

【 令和2年度 社会福祉法人指導監査 】 

実 施 日 監 査 結 果 

 11月20日 文書指摘なし、口頭指摘 2件、その他2件 

 

【 法人広報紙の発行 】 

法人発行の「ほのぼのだより」を 3回発行しました。年間の出来事を中心に、各事業所

の職員紹介や法人内の取り組み、事業所の案内等を掲載し、利用者様・家族様をはじめ、

上田町自治会にも配布させていただきました。 

号 番 発行日 主な内容 

第40号 6月21日 

2019年度 事業報告、2020年度 事業計画、入職式・新入職員紹介、各

課行事報告、福祉車両寄贈、コロナ禍の中のご支援、感染防止の取り

組み、美化活動（デイ）、ふれあい農園（総務）、利用者ご家族様アン

ケート報告、苦情報告、苦情及び相談窓口一覧、 

第41号 11月18日 

さつまいも掘り体験、各課レクリエーションの様子、祝・白寿、感染

防止の取り組み、居宅介護支援事業所よりお知らせ、令和2年度赤い

羽根共同募金助成事業（防災機器）、理念・基本方針 

第42号 3月22日 
各課行事報告、しがぎん福祉基金助成事業完了（リフト）、自販機設

置、人事紹介 

 

【 苦情処理体制（第三者委員会） 】 

事業所ごとに苦情・相談受付担当者を設置し、施設長を苦情・相談解決責任者とする体

制を整え、頂いた苦情について可能な限り迅速に対応・改善を行いました。令和2年度に

ついても、第三者委員に直接申し立てられる苦情はありませんでした。今後もご意見箱・

目安箱を活用し、利用者様家族様のご意見を真摯に受け止め、信頼される福祉施設を目指

します。 

実 施 日 会 議 名 

 6月18日 令和2年度 第 1回 第三者委員会 
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【 コンプライアンス 】 

 インターネット・SNS活用・個人情報保護・プライバシーの注意喚起として、10月に、

職員に対する啓発チラシを配布しました。 

 

【 各委員会報告 】 

委員会 活動内容 

感染予防 
・新型コロナウイルス感染対策の現状確認・各部署共有 

・研修内容の決定や段取り・反省  

事故防止検討 

・会議について 

法人内で発生したリスクについて、役職者（多職種）で議論 

重大事故等については、会議内で周知徹底を図った 

・研修について 

新規採用者研修：急変時の対応、リスク発生時の流れ、報告の流れ、書類等の説明 

第1回目：コロナ禍であり文章による啓発研修 

第2回目：各部署で発生率の高いリスクを基にした研修 

身体拘束廃止 

（権利擁護） 

・各課の状況報告と対策の検討 

・研修内容等の検討と開催 

褥瘡予防 

・褥瘡になる原因の一つに紙パンツ内でのズレを職員が体験。紙パンツを付けた状態

で椅子に座り続けると姿勢にどのように影響するか。圧・蒸れをどのように感じら

れるか体験、アンケート実施。 

看取りケア 

・研修内容の決定 

穴埋め問題を作成し、８月の課内会議後から配布、月末に回収。 

・研修の実施状況の把握    ・指針の見直し 

給食 

・今月の行事食と検便結果報告 

・給食の改善点メモと検食簿より給食の改善を図る 

・部署や厨房での困り事の解決を図る   ・嗜好調査報告 

防火防災 

・会議について 

総合訓練計画、各部署の防火防災内部監査、非常災害対策計画の策定、近江八幡市

へ非常用災害対策計画の提出 

・訓練について 

コロナ禍で実施できる範囲で、防火防災の啓発をメインとした内容と水消火器によ

る消火訓練、非常災害時の備品確認、非常用発電機の使用訓練、非常時のガス使用

方法について啓発研修の実施 

苦情処理 
・事業所で発生した苦情の早期対応・早期解決へ取り組み 

・所属長を中心に検討会を開催し、対策と検討 

自己評価 
・各事業所の自己評価・外部評価を確認 

・利用者・ご家族様アンケートの実施 

医行為安全対策 
・委員会マニュアル、実施研修方法書の作成・見直し 

・研修実施 

衛生 

・職員健康診断７月／１月      ・職員ストレスチェック７月 

・入居者様健康診断３月       ・障害者雇用における面談や研修の実施 

・毎月の委員会にて課題等の抽出を行い早期の対策に繋げた。 
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【 令和2年度 赤い羽根共同募金助成事業 】 

事業名 防災活動支援事業 

事業費総額 394,324円 

助成金 200,000円 

事業内容 

・発電機3台 

・防災ラジオ 8台 

・ランタン式懐中電灯24台 

 

【 しがぎん福祉基金 2020年度 助成事業 】 

事業名 抱え上げない介護推進及び実践事業 

事業費総額 1,319,100円 

助成金 989,000円 

事業内容 

・床走行式リフト3台 

・シート型スリングシート 9枚 

・ハイバックスリングシート 6枚 

 

【 令和2年度 滋賀県 介護職員職場環境改善支援事業（介護ロボット導入支援） 】 

事業名 見守り機器・無線LAN環境整備事業 

事業費総額 11,679,800円 

助成金 5,643,000円 

事業内容 
・眠りSCAN（特養 50台、ショート19台） 

・無線LAN（本館・花ごよみ・遊楽庵） 

 

【 令和2年度 滋賀県 新型コロナウイルス感染症に係る 介護サービス感染症対応・再開

支援介事業補助金 】 

 ＊職員慰労金交付事業 

対象者 

令和2年3月5日（滋賀県での感染症患者1例目

発生日）から令和 2年 6月 30日までの間に介護

サービス事業所・施設に通算 10 日以上勤務し、

利用者と接する職員 

全職員139名（退職者・派遣・委

託業者従業員等含む） 

支援額 

感染者が発生または濃厚接触者に対応した事業

所に勤務し利用者と接する職員→20万円、その他

の事業所で勤務し利用者と接する職員→5万円 

699.1万円（振込手数料含） 

＊感染対策支援事業 

対象事業所 

令和 2 年 4月 1日以降、感染症対策を徹底した

上で、サービスを提供するために必要なかかり増

し経費が発生したすべての介護サービス事業所・

施設など 

特養・ショートステイ、居

宅介護支援事業所、通所、

グループホーム 

支援対象経費 かかりまし経費 470.3万円 
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【 総合訓練 】 

部署名 実施日 内 容 

特養 
①6月16日 

②12月2・4・21・22日 

・初期消火訓練、防火防災啓発（消火器使用方法、消火設備

の場所、初期消火の流れ、アルコール消毒の取扱い注意） 

・災害時訓練（発電機操作、災害時物品保管場所確認、ガス

タンク使用、避難経路確認、疑似消火訓練） 
ショートステイ 

①5月29日 

②12月2・4・21・22日 

デイサービス 
①5月15日 

②11月12日 

・初期消火訓練、防火防災啓発（消火器使用方法、消火設備

の場所、初期消火の流れ、アルコール消毒の取扱い注意） 

・災害時訓練（発電機操作、災害時物品保管場所確認、ガス

タンク使用、避難経路確認、疑似消火訓練） 

花ごよみ 
①5月29日 

②12月2・4・21・22日 

・初期消火訓練、防火防災啓発（消火器使用方法、消火設備

の場所、初期消火の流れ、アルコール消毒の取扱い注意） 

・災害時訓練（発電機操作、災害時物品保管場所確認、ガス

タンク使用、避難経路確認、疑似消火訓練） 

しのだ 

（扇・夢） 

①4月29日 

②11月24日 
・初期消火訓練、避難誘導訓練、通報訓練 

 

【 利用者様・家族様アンケート 】 

 全事業所の利用者様・家族様に、介護サービスの質の向上を目的とした、アンケートを 2

月に実施しました。いただいた貴重なご意見は、所属ごとにとりまとめ、全職員に周知

し、改善すべき点について話し合ってまいります。集計結果の詳細は法人内に掲示、また

広報誌にて報告させていただきます。今後も定期的に行い、介護サービスの質の向上並び

に改善に努めてまいります。 

 

【 介護相談員さんの訪問 】 

令和2年2月以降、新型コロナウイルス感染症蔓延防止のため、受け入れ中止を継続して

います。その関係で、近江八幡市・介護相談員・施設職員による三者会議（ZOOMによるWEB

会議）を実施しました。 

 

【 クラブ活動 】 

クラブ名 開催日（参加人数） 場所 

唄ごえ 6月8日（6名）、7月9日（9名）、8月23日（7名） 遊楽庵 

お茶会 6月19日（5名）、7月20日（5名） 遊楽庵 

 

【 お楽しみ会 、ボランティア奉仕作業、実習生・職場体験の受入 】 

いずれも、新型コロナウイルス感染防止のため、受入を中止させていただきました。

 

【 子ども食堂（ほのちゃん食堂） 】 

開催は中止しましたが、代わりとして『さつまいも掘り体験』を開催しました。 
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【 ご寄付・戴いたお品物 】 

・たねやグループ様から、介護施設への慰労としてお菓子を届けて下さいました。

法人を代表して、施設長から感謝状の贈呈をさせていただきました。 

 

・衛生物品の価格高騰・入手困難により、感染予防策として布マスクが全国的に流

行しました。そのような状況の中、多くの手作り布マスクのご寄付をいただきま

した。 

 

・入居者様・利用者様のご家族様より、おむつやパット類のご寄付、また、ご退所

の際に家電製品などご寄付いただきました。 

 

 

【 修理・修繕 】 

今年度の修繕、修理に要した費用は総額で約 420万円でした。前年度は約 304万円でし

たので、約116万円の増加となりました。今年度の主なものでは空調関連の 7件で約138

万円（前年約52万円）、給湯配管・給湯器で 6件、75万円（前年88万円）です。公用車に

関しては、車検・12ヶ月点検・エアコンの修繕で約68万円（前年約44万円）掛かりまし

た。 

 

修理・修繕場所 内 容 件 数 修理金額 

空調関連 

花ごよみ エアコン部品交換他 

各所リモコン交換 

特養、ショート、デイ 

3件 

 

4件 

357,500 

393,800 

630,300 

  浴室・浴槽関連 
2F特殊浴槽ホース修理 

デイ一般浴薬注ノズル、ホース交換 

1件 

1件 

114,466 

38,170 

厨房関連 

スチームオーブン センサー修理 

配膳車温風ファン修理 

スチームオーブン ダイヤル修理 

混合栓取替 

1件 

1件 

1件 

1件 

64,000 

37,675 

30,800 

44,000 

設備・備品 

業務用乾燥機修理 

タイムレコーダー修理 

2F給湯器水漏れ修理 

中継ポンプ槽フロ－トスイッチ取替 

1F女子トイレ温水便座取替 

ＰＨＳ修理 

1件 

1件 

2件 

1件 

1件 

1件 

110,880 

39,710 

275,691 

88,000 

88,200 

44,000 

公用車 

車検整備（3,5,7号車、K-3,5,6,7） 

12ヶ月点検（1号車、K-1,2,3,12） 

エアコン修理（7号車） 

7件 

5件 

1件 

480,322 

67,995 

133,000 

建物関連 

理事長室、ショート、特養 

事務室カーペット交換 

給湯配管、受水槽修繕工事 

LED交換（理事長室、デイフロア） 

 

1件 

4件 

2件 

 

90,000 

481,800 

407,000 

計4,017,309円 
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【 設備・器具備品の整備（3万円以上の購入） 】 

今年度は以前から設備の更新が必要とされていたナースコールと電話設備を更新しまし

た。これに合わせて無線LANの新設工事も行いました。また特養、ショ－トの介護職員の

業務負担軽減・効率化のため、助成金を利用し、眠りスキャン、床走行式リフトを設置し

ました。その他、新型コロナウイルス感染予防対策のため、発熱AI顔認証端末、飛沫防止

パネル、アイガ－ドなどの購入を行いました。 

 

場所（事業所） 内容（品名） 金額 

建物付属設備 

 

ガス遮断弁交換 

ナースコール、電話設備更新 

無線LAN環境構築 

220,000 

14,115,200 

 4,601,300 

特養 

アイガード 

フェイスマスク 

ＰＨＳ 2台 

センサーマット 2台 

タブレット（端末） 

飛沫防止用パネル 4枚 

床走行式リフト(スリングシート含む) 3台 

眠りスキャン 50台 

68,200 

35.200 

99,660 

53,900 

40,458 

26,400 

1,319,100 

5,129,300 

短期 

メディカルスクリーン 3連タイプ 10台 

机、椅子 

パソコン 

眠りスキャン 19台 

217,800 

73,678 

154,000 

1,949,200 

通所 

シャワーチェア1台 

福祉車両3号車ヘッドランプ（中古品） 

ガスコンロ 

飛沫防止用デスクスクリーン 

消毒用ディスペンダー 3台 

発熱AI顔認証端末 

パソコン 

62,000 

34,804 

78,100 

35,200 

42,900 

391,600 

147,400 

花ごよみ ホール用台形テーブル 4台 311,300 

しのだ扇 プリンター 39,800 

厨房 
スーパーブレンダー 

温冷配膳車 

108,460 

913,000 

施設全体 

公用車タイヤ（冬、ノーマル用）3台分 

感染対策用サーキュレーター 23台 

避難通路誘導灯 48基 

災害時用ディスポ食器 

防災用ランタン24個、ラジオ8台 

非接触赤外線温度計 

防災用ガスエンジン発電機 3台 

パソコン（眠りスキャン用） 

給与奉行 i11S システム 

ほのぼのNEXT（更新） 

複合機・紙折り機 

91,960 

137,310 

91,200 

52,096 

31,324 

87,120 

363,000 

144,930 

980,000 

1,672,000 

リース契約 
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【設備点検項目】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備機器名 点検内容 担当業者 点検日 

消防設備 法定点検 ㈱不知火電機 10月28日 

電気設備 法定点検 日本テクノ㈱ 
4・6・8・10・12・2月 

（年次点検10月 4日） 

エレベーター設備 法定点検 ㈱近畿テクノエレベータ 4/24・7/27・10/3・1/26 

作業項目 内 容 依頼業者 点検日（結果） 

簡易専用水道定期検査 
法定点検・ 

水質検査 
京都微生物研究所 7月22日（良好） 

ﾚｼﾞｵﾈﾗ・大腸菌検査 

(通所大浴場、通所ﾁｪｱ浴) 法定点検・ 

水質検査 
㈱日吉 

9月 18日（合） 

ﾚｼﾞｵﾈﾗ・大腸菌検査 

(通所大浴場2回目) 
3月 15日（合） 

受水槽清掃・水質検査 
法定点検・ 

水質検査 
㈱日吉 6月27日（適合） 
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研修一覧 
 

施設内研修については年間スケジュールに基づき、各委員会が主体となり実施しまし

た。新型コロナウイルス感染症によるまん延防止のため、集合スタイルの研修を避け、テ

スト形式・アンケート形式・部署単位の研修など、密にならない形での実施に工夫をしま

した。 

毎年、取り組んでいた介護研究大会に代わり、各課で信頼関係構築と選択した項目につ

いて1年間活動を行いました。取り組んだ成果の発表の場として、ポスター発表という形

で施設正面玄関に掲示し、職員が相互に投票を行い、表彰委員会での審議の結果から、表

彰を行いました。 

施設外研修については、4～6月にかけては新型コロナウイルス感染防止のため開催中止

となり参加することができませんでした。7月頃からは WEB開催による研修や会議等の開催

が主流となり、実施場所への移動が不要となるなど、効率よく研修に参加できるようにな

ったことはプラス要因だと感じました。ただ、外部研修に参加した全体数は、昨年までと

比べ、2分の1程度まで減少しています。参加の機会自体の減少が、サービスの質の低下と

ならないよう、今後の研修に工夫が必要ではと考えています。 

 

【 ポスター発表 】 

前年度（令和元年度）分の取り組み 開催日 表彰結果 

ポスター掲示による発表 6月15日～7月31日 

金賞：特養 

銀賞：デイサービス 

胴賞：しのだ扇・ショートステイ 

 

【 新型コロナウイルス 出前研修（感染研修） 】 

研修名・講師 開催日 受講人数 研修内容 

東近江保健所による出前実践

研修 
8月18日 24名 

①ゾーニングのシュミレーショ

ン（館内見回り） 

②防護服の着脱方法 

 

【 施設内研修 】 

研修名・講師 開催日 受講人数 研修内容 

新人職員研修 

 講師：理事長、施設長、 

各委員会委員長等 

4月1日～15日 

5月1日～9日 
3名 

オリエンテーション、接遇マナ

ー、防火防災、感染、事故防

止・身体拘束・褥瘡・リフレッ

シュ、各部署実習 

感染防止研修① 

 講師：感染委員会の構成員 
5月 88名／121名中 新型コロナウイルスの対応                                               

身体拘束廃止研修① 

 講師：身体拘束委員会の構

成員 

7月 53名 

各部署の対象者とケアの問題点

を抽出し、研修資料を基に、解

決策を話し合う 

医行為フォローアップ研修① 

 講師：青山・荒井看護師

（指導看護師） 

7月 4名 知識の確認のための書面テスト 
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看取り研修 

 講師：委員長・副委員長 
8月 52名／69名中 

看取りの基本、ケア、介護職と

しての心構え 穴埋めテスト 

事故防止研修① 

 講師：事故防止検討委員会 
8月 107名／107名中 

書面「安全管理の大切さとリス

ク提示の大切さ」 

褥瘡研修 

 講師：褥瘡委員会 
10月 78名／115名中 

紙パンツとパットを実際に着用

し、体感したことをアンケート

回答 

感染防止研修② 

 講師：感染委員会 
11月 90名／114名中 

書面「これからの感染対策につ

いて」 

現状把握アンケート 

身体拘束廃止研修② 

（権利擁護を含む） 

 講師：身体拘束廃止委員会 

12月 107名／114名中 
高齢者の尊厳、高齢者虐待、ア

ンガーマネジメントアンケート 

医行為フォローアップ研修② 

 講師：青山看護師（指導看

護師） 

12月 4名 

注入：ラウンド同行による手順

再確認と手技見学。 

吸引：コップからの吸引練習と

注意事項の再確認。 

事故防止研修② 

 講師：事故防止検討委員会 
2月～3月 103名／109名中 

【特養・ｼｮｰﾄ・居宅・総務】緊

急時の電話連絡対応、令和2年

事故分析 

【ﾃﾞｲ】安全運転啓発DVD 

【GH】事故発生時の連絡手順

（訪看との連携）、ﾏﾆｭｱﾙ確認 

医行為フォローアップ研修

（緊急時対応） 
3月 4名 

救命処置（発見、看護職員へ報

告、AED装着、胸骨圧迫） 

 

【 施設外研修 】 

研修月 研修名 
参加

人数 

研修 

日数 
研修内容 

4月 
令和2年度介護予防支援マネ

ジメント説明会 
1人 1日 事務的な流れや制度、マネジメントのポイント 

6月 令和2年度第2回理事会 1人 1日 
総会の結果、今年度の研究協議大会開催につい

て、今年度各委員会活動の進め方について 

7月 
情報交換会（滋老協東近江ブ

ロック） 
1人 1日 新型コロナウイルス感染症対策等、意見交換会 

7月 
子ども食堂連絡会（近江八幡

市） 
1人 1日 

緊急事態宣言解除のもとで、それぞれの子ども

食堂でどのような形で活動するのか、おにぎり

プロジェクトの報告と支援を必要とする子ども

たちへの、子ども食堂としての関わりを考える 

7月 

令和2年度第2回役員会（東

近江介護サービス事業者協議

会） 

1人 1日 

令和2年度総会書面決議結果等について、協議

会の年間活動計画、各部会の年間活動計画、全

体研修会、新型コロナウイルス対策、県行政と

の意見交換会に伴う意見集約、情報交換 
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7月 

令和2年度 滋賀県主任介護

支援専門員フォローアップ研

修 

1人 2日 

他の介護支援専門員に対する適切な指導助言に

関すること、地域包括ケアシステムの構築に向

けた地域づくりに関すること 

8月 
（滋老協）令和2年度第3回

理事会（緊急理事会） 
1人 1日 

会員施設において発生したクラスターへの対応

について 

8月 
令和2年度「高齢・障害者雇

用助成金制度等説明会」 
1人 1日 

65歳超高齢推進助成金（令和2年度の主な改

正点と各コースの概要と申請ポイントの解説、

障害者雇用納付金制度に基づく各種助成金（助

成金の概要と要点説明） 

9月 

令和2年度第1回 滋賀県介

護支援専門員連絡協議会会員

研修【総会記念講演会】 

1人 1日 
どうなる令和3年度 介護保険制度改正・介護

報酬改定について 

9月 

令和2年度 第1回 東近江

圏域高次脳機能障害 医療福

祉ネットワーク会議 

1人 1日 

高次脳機能障害支援における医療福祉ネットワ

ークの検討 支援の現状報告と意見交換、関係

機関連絡先一覧（案）の検討、館内従事者研修

会の検討 

8～11月 
令和2年度 滋賀県認知症介

護実践者研修（B ｺｰｽ） 
1人 

8日間

と4週

間の施

設実習 

認知症介護技術の向上 

9月 
認知症介護基礎研修（南部コ

ース第2回目） 
1人 1日 

①研修のねらいと認知症の現状 ②認知症の人

の理解と対応の基本 「認知症ケアの実践上の

留意点」 

9月 

令和2年度滋賀県社会福祉協

議会 福祉用具センター主催

研修会「住宅改修の基礎を学

ぶ」 

1人 1日 

住環境整備のために必要な建築知識、住宅改修

の特徴や福祉用具との違い、必要な視点、進め

方、事例検討などを通して知識と技術を深める 

9月 

サービス管理責任者・児童発

達支援管理責任者基礎研修

（前期） 

1人 2日 

相談支援・障害児支援の目的相談支援・障害児

支援の基本的視点、相談支援に必要な技術、障

害者総合支援法及び児童福祉法の理念・現状と

サービス提供のプロ及びその他関連する法律等

に関する理解、障害者総合支援法及び児童福祉

法における相談支援（サービス提供）の基本、

相談支援におけるケアマネジメントの手法とプ

ロセス、相談支援における家族支援と地域資源

の活用への視点、事前課題等について 

9月 
令和2年度第4回理事会（滋

老協） 
1人 1日 応援派遣にかかる報告、会員への説明会等 

9～10月 

サービス管理責任者・児童発

達支援管理責任者基礎研修

（後期） 

1人 

ｵﾝﾗｲﾝ

講義2

日、演

習1日 

オリエンテーション、事前課題について、サー

ビス提供の基本的な考え方、サービス提供のプ

ロセス、サービス等利用計画と個別支援計画の

関係、サービス提供における利用者主体のアセ

スメント、個別支援計画のポイントと作成手順 

9月 令和2年度採用選考研修会 1人 1日 採用選考研修 

10 
令和2年度 高齢者の介護・

看護合同職場説明会＆面接会 
1人 1日 

職場説明会（事業所プレゼンPRタイム）、面

接相談会（個別部ブースでの面談・面接） 

10月 

第2回東近江圏域新型コロナ

感染症にかかる介護サービス

の継続等に関する会議 

1人 1日 
新型コロナ感染者発生時の介護サービスの継続

について 

10月 

令和2年度 第3回役員会

（東近江介護サービス事業者

協議会） 

1人 1日 

東近江圏域の新型コロナに関する会議の報告、

全体研修会について、各部会の活動状況等につ

いて、情報交換 
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10月 
第2回東近江ブロック会議

（滋老協東近江ブロック） 
1人 1日 

応援派遣の概要（実績）、事業所間応援事業、

圏域での応援派遣事業の取組の現状、感染症対

策事業補助金の活用ポイント、今年度下半期の

各委員会の取組等 

10月 
カイゴとフクシ就職フェアin

しが2020秋（2020年10月） 
2人 1日 

出展法人説明会、福祉人材センターによる相談

コーナー 

11月 安全運転管理者講習 1人 1日 
道路交通法第108条の2第1項第1号に規定す

る安全運転管理者に対する講習 

11月 

滋賀県介護サービス事業者協

議会 令和2年度 合同研修

会（感染症） 

11人 1日 
「感染症対策について～介護現場での新型コロ

ナウイルス感染症対策と課題～」 

11月 

第3回東近江圏域新型コロナ

感染症にかかる介護サービス

の継続等に関する会議 

1人 1日 コロナ禍会議 

11月 
2020年度 甲種防火管理新規

講習 
1人 2日 

防火管理の意義及び制度、火気管理、施設・設

備の維持管理、防火管理に係る訓練及び教育、

防火管理に係る消防計画等 

11月 
東近江圏域介護職員初任者研

修 講師補助 
1人 1日 

講義名：食事に関連したこころとからだのしく

みと自立に向けた介護 

12月 
2020年度 甲種防火管理新規

講習 
1人 2日 

防火管理の意義及び制度、火気管理、施設・設

備の維持管理、防火管理に係る訓練及び教育、

防火管理に係る消防計画等 

12月 
東近江圏域応援事業管理者向

け説明会・研修会 
2人 1日 

・びわこ感染制御支援ﾁｰﾑ応援事業につい

て ・保健所対応と介護サービス提供の手順に

ついて ・新型コロナウイルス発生時のサービ

ス提供の継続について ・応援事業登録の促進

について 

12月 
令和2年度第5回理事会（滋

老協） 
1人 1日 

応援派遣事業について、次年度の活動の方向性

等 

1月 
令和2年度「ポジショニング

研修」 
1人 1日 

ポジショニングの基礎知識（褥瘡、皮膚、感覚

器、姿勢アライメント、筋緊張、寝床環境のア

セスメント等）、実技デモンストレーション、

事例検討 

1月 

オンライン研修 体験型：在

宅現場における暴力・ハラス

メントへの対応 

2人 1日 

暴力・ハラスメント事例をもとに自分だったら

どう対応するのか、オンラインで体験しながら

（ﾛｰﾙﾌﾟﾚｲや事業所内での簡単なグループワー

ク等の実施）、対応する力を身につける 

1月 
令和2年度 滋賀県難病医療

従事者研修会 
1人 1日 

多系統萎縮症(MSA)について、多系統萎縮症の

リハビリテーション、オーラルケアの基礎知

識、難病と排尿ｹｱ 

2月 

令和2年度 第8回滋賀県介

護支援専門員連絡協議会会員

研修【ケアマネジメントプロ

セス研修会Ⅰ】 

1人 1日 
ケアプラン作成について「自立支援型ケアプラ

ンがサクサク作れる」 

2月 子ども食堂サミット2021 2人 1日 
コロナのなかでの子ども食堂の開き方、オンラ

インリレートーク（体験談） 

2月 
令和2年度東近江管内管理栄

養士等実務者研修会 
1人 1日 

情報提供「新型コロナウイルス感染症につい

て」 事例報告①「施設内での感染症患者発生

に備えて」 事例報告②「施設内での新型コロ

ナウイルス感染症患者発生を経験して」 質疑

応答 

2月 
2020年度 甲種防火管理新規

講習 
1人 2日 

防火管理の意義及び制度、火気管理、施設・設

備の維持管理、防火管理に係る訓練及び教育、

防火管理に係る消防計画等 
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2月 

2020年度第1回生活環境支援

計理学療法研究会 WEB研修

及び 第2回介護報酬情報交

換会 

1人 1日 

＜研修会＞介護予防（重症化予防）における研

究デザインと統計手法の基本 ＜情報交換会＞

次年度介護報酬改定情報について 

3月 

高齢者施設入所者等にかかる

新型コロナウイルスワクチン

接種に伴う施設関係者説明会 

2人 1日 
高齢者へのワクチン接種体制等について、接種

場所及び接種予定者数等の把握について 

3月 
第3回グループホーム専門部

会 
1人 1日 次年度の部会長の選任、情報交換 

3月 
障害者雇用納付金制度事務説

明会（報奨金向け） 
1人 1日 

令和3年度「障害者雇用納付金制度に基づく申

告・申請」に向けた制度の変更点や具体的な事

務手続きの説明 

3月 
障害者雇用納付金制度事務説

明会（経験者向け） 
1人 1日 

令和4年度「障害者雇用納付金制度に基づく申

告・申請」に向けた制度の変更点や具体的な事

務手続きの説明 

3月 

東近江介護サービス事業者協

議会 通所サービス部会 令

和2年度研修会 

2人 1日 2021年度会介護報酬改定（通所介護編） 

 

※新型コロナウイルス感染防止の為、開催中止により参加できなかった研修 

4月 
令和2年度認定調査員資格取

得にかかる新任研修会 
3人 1日 

要介護認定等に関する基本的な考え方、認定調

査の実施方法、事例検討 

4月 甲種防火管理新規講習 3人 2日 

防火管理の意義及び制度、火気管理、施設・設

備の維持管理、防火管理に係る訓練及び教育、

防火管理に係る消防計画等 

5～6月 

令和2年度 介護支援専門員 

現任研修（専門課程Ⅰ）Aコ

ース 

1人 9日 更新研修 

5～9月 

令和2年度 介護分野で働く

滋賀の福祉人育成研修（新任

期）B日程 

3人 4日 

滋賀の福祉実践に学ぶ、対人支援の基本／尊厳

と自立支援、介護の過程の基本、生活支援技術

(1)、生活支援技術(2)、キャリアデザイン、研

修後の実践報告・先輩交流 

6月 
令和2年度 認知症介護基礎

研修（東部） 
1人 1日 

①研修のねらいと認知症の現状 ②認知症の人

の理解と対応の基本 「認知症ケアの実践上の

留意点」 

6～8月 
令和2年度 滋賀県認知症介

護実践者研修 
1人 

8日間

と4週

間の施

設実習 

認知症介護技術の向上 

 

 


