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栄養課 

 

【 食事業者との連携 】 

計画⇒ 

外部委託業者との連携により、健康維持のために個々の状態に合わせた食事を提供する

と共に、楽しみを感じていただけるような食事提供に努めます。また、食事提供の作業効

率の向上を図り、食品のロスを省くことで委託料を適正化し、食事内容の充実を目指しま

す。 

 

報告⇒ 

外部委託業者との連携により、アレルギーへの対応や出来るだけ嗜好に対応し、咀嚼・

嚥下状態に合わせた食べ易い食事形態で食事を提供することで喫食率の向上に努めまし

た。コロナ禍で地域の祭りが中止や縮小になりましたが、楽しんで頂けますよう予定通り

に行事献立で提供しました。 

 

【 栄養ケアマネジメント 】 

計画⇒ 

利用者一人ひとりに対応した栄養ケア計画を作成し、計画に基づいた栄養状態の維持、

改善を図ります。他職種と協働し、利用者の健康維持に努めます。 

 

報告⇒ 

他職種との協働により、利用者一人ひとりに対応した栄養ケア計画を作成し、計画に基

づいた栄養状態の維持、改善に取り組みました。咀嚼・嚥下機能の状態に合わせた食事形

態へ随時変更し、安全に摂取出来るように努めました。看取り対応の方へは、嗜好に合わ

せて食べ易い食品を組み合わせ、家族様のご協力を頂きながら、無理をせずに食べて頂く

ことが出来ています。 

 

【 衛生管理 】 

委託業者従業員及び厨房衛生管理として、以下を実施しました。 

※ 個人衛生、その他全体の衛生チェックを実施 
 

 

 

 

 

 

検便 

月1回実施（夏場は月2回） 

（赤痢菌・サルモネラ･腸管出血性大腸菌群） 

※ノロウイルスは必要時 

職員健康診断 1回実施済（11～12月） 

害虫駆除 4回実施済（5・9・11・2月） 

内部監査 年1回実施 
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【 行事報告 】 

実施日 内 容 

令和3年 

4月15日 
八幡祭り えび散らし、高野豆腐の卵とじ、しろなのわさび和え、お吸い物

（小花麩・わかめ）、デザートムース（抹茶） 

  5月4日 篠田祭り さけ散らし、肉しゅうまい、茄子の含め煮、お吸い物（わかめ、は

んぺん）、フルーツ缶（りんご） 

5月 5日 子供の日 オムライス、かにクリームコロッケ、ポテトサラダ、コーンスー

プ、チョコムース 

6月17日 あじさい御膳 散らし寿司、天ぷら盛り合わせ、炊き合わせ、ほうれん草のお浸

し、お吸い物（湯葉、小花麩、三つ葉）あじさいヨーグルト 

7月 7日 七夕 
七夕そうめん、星のミートコロッケ、高野豆腐の卵とじ、杏仁デザ

ート 

9月20日 敬老の日 
散らし寿司、天ぷら盛り合わせ、炊き合わせ、紅白なます、湯葉の

すまし汁、果物（梨）、おやつ：紅白饅頭 

11月24日 紅葉弁当 栗御飯、天ぷら盛り合わせ、五目がんもの煮物、菜の花浸し、すま

し汁、フルーチェぶどう 

12月24日 クリスマス えびピラフ、照り焼きチキン、海藻サラダ、コンソメスープ、いち

ごムース 

令和4年 

1月1日～ 

2日 

おせち料理 

1日：朝食・ご飯、京風雑煮、祝三種盛り 

昼食・赤飯、天ぷら盛り合わせ、炊き合わせ、ほうれん草の

錦糸和え、お吸い物、果物（みかん） 

おやつ・干支饅頭 

夕食・ご飯、市松焼き（松風）、紅白生酢、黒豆、あさりの赤

だし 

2日：朝食・ご飯、雑煮、祝三種盛 

昼食・新春ちらし寿司、筑前煮、菜の花のお浸し、茶碗蒸し

のかにあんかけ、柚子ムース 

夕食・ご飯、ぶりの照り焼、かぶの銀あんかけ、お多福豆、

味噌汁 

2月 3日 節分 助六寿司、いわしの磯香フライ、ほうれん草の白和え、お吸い物、

節分ボーロ 

3月 3日 ひな祭り 桜散らし、高野豆腐とふきの炒り煮、菜の花のからし和え、若竹

汁、三色ゼリー 

3月13日 左義長祭り さけ散らし、なすのえびくず煮、ミモザサラダ、お吸い物、デザー

トムース（抹茶） 

※その他、 

毎年4月実施の花見御膳は令和2年3月末に実施。 

毎月8日は地元食材を使用した八幡の日の献立等を実施。 

施設でランチ ココイチ特製カレー、吉野家の牛丼・親子丼、たいめんけん特製ハヤシライス

（給食委託業者と外食産業の共同企画）を実施。 
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その他実施報告 

 

【 理事会・評議員会 】 

今年度は、平成29年に新たな法人体制がスタートして初めて、全役員の任期が満了する

年であり、理事・監事・評議員・評議員選任解任委員について、法令に則り正しい手続き

のもと、全役員の選任の決議を行うことができました。 

また今年度は、施設東側土地を取得することについての決議をいただき、令和 3年中

に、すべての土地取得を完了することができました。その後は、取得した土地造成のため

の指名競争入札を行い、業者の選定と契約締結を行うことができました。 

新型コロナウイルス感染症の大流行により、夏には滋賀県がまん延防止措置重点区域に

指定されましたが、感染防止対策として、マスク・消毒・検温・健康チェック、フェイス

シールドの着用、定期的な換気を行いながら対面による会議を開催することができまし

た。次年度も、大型設備更新や新規事業の開始に向けた準備等について協議を行い、安定

経営に努めてまいります。 

 

開催日 会 議 名 
出席数 
（監事） 

4月13日 
令和3年度 第1回 評議員会 
第1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2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） 

5/7 

（2/2） 

5月28日 令和3年度 第1回 理事会 
第1号議案 特別養護老人ホームふれあい 施設長（管理者）の交代について 

第2号議案 給与規程の一部改定について 

第3号議案 就業規則の一部改定について 

第4号議案 非常勤・臨時職員就業規則の一部改定について 

第5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定につい

て 

第6号議案 令和2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7号議案 次期評議員 選任・解任委員 の選任について 

第8号議案 次期評議員 の選任について 

第9号議案 理事及び監事の選任について 

第10号議案 土地を取得することの承認について（東側土地等） 

第11号議案 評議員会へ議題を提案することについて 

第12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7日 令和3年度 第2回 評議員会 
第3号議案 土地を取得することの承認について（東側土地等） 

決議の 

省略 

6月8日 評議員選任解任委員会 
第1号議案 次期評議員の選任について 

5/5 

6月15日 令和3年度 定時評議員会（第3回評議員会） 
第4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 

第5号議案 理事及び監事の選任について 

5/7 

（2/2） 
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6月15日 
令和3年度 第2回 理事会 
第13号議案 理事長の選定について 

6/6 

（2/2） 

9月21日 令和3年度 第3回 理事会 
第14号議案 土地を取得することの承認について（近江八幡市） 

第15号議案 評議員会へ議題を提案することについて 

決議の 

省略 

9月21日 令和3年度 第4回 理事会 
第16号議案 土地を取得することの承認について（ＪＡグリーン近江農業協同

組合） 

第17号議案 評議員会へ議題を提案することについて 

決議の 

省略 

9月29日 令和3年度 第4回 評議員会 
第6号議案 土地を取得することの承認について（近江八幡市） 

第7号議案 土地を取得することの承認について（ＪＡグリーン近江農業協同

組合） 

決議の 

省略 

12月13日 令和3年度 第5回 理事会 
第18号議案 定款の変更について 

決議の 

省略 

12月13日 令和3年度 第6回 理事会 
第19号議案 経理規程の一部改正について 

第20号議案 役員等報酬規程の一部改正について 

第21号議案 非常勤・臨時職員 就業規則の一部改正について 

第22号議案 就業規則の一部改正について 

第23号議案 給与規程の一部改正について 

第24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25号議案 令和3年度 補正予算（案）について 

第26号議案 特別養護老人ホームふれあい 施設長（管理者）の交代について 

第27号議案 理事の選任について 

第28号議案 評議員会へ議題を提案することについて 

第29号議案 令和3年度第6回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） 

12月22日 令和3年度 第5回 評議員会 
第8号議案 定款の変更について 

第9号議案 役員等報酬規程の一部改正について 

決議の 

省略 

1月27日 令和3年度 第6回 評議員会 
第10号議案 理事の選任について 

7/7 

（1/2） 

2月2日 令和3年度 第7回 理事会 
第30号議案 資金の借入について 

決議の 

省略 

2月3日 令和3年度 第8回 理事会 
第31号議案 ふれあい施設拡張事業に伴う、土地造成に係る工事請負業者との

契約の締結について 

決議の 

省略 

3月25日 令和3年度 第9回 理事会 
第32号議案 運営規程の一部改正について（全事業所） 

第33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34号議案 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35号議案 給与規程の一部改正について 

第36号議案 就業規則の一部改正について 

第37号議案 業務委託契約の更新について（厨房委託業者） 

第38号議案 令和3年度補正予算（案）について 

第39号議案 令和4年度 事業計画（案）について 

第40号議案 令和4年度 予算（案）について 

6/6 

（2/2） 
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【 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、

上田町自治会に配布させていただきました。 

号 番 発行日 主な内容 

第43号 6月22日 

2020年度 事業報告、2021年度 事業計画、入職式・新入職員紹介、眠

りSCAN・無線LAN環境整備（助成事業完了報告）、行事報告、職員研

修報告、利用者ご家族様アンケート報告、寄付物品報告、法人組織体

制、苦情相談窓口 

第44号 1月22日 
法人新年挨拶、各課挨拶、レクリエーションの様子、ノーリフト研修

報告、感染防止の取組み、理念・基本方針 

第45号 3月23日 
各課行事報告、近江八幡市障がい児者入浴サービス、3回目コロナワ

クチン接種について、交通安全啓発活動 

 

【 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、戴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3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15日 令和3年度 第 1回 第三者委員会 

 

【 コンプライアンス 】 

 3月に、サイバー攻撃・なりすましメール・インターネット（ゲストWi-Fi）利用時の危

険なサイトへのアクセスに対する注意喚起として、全職員に対する啓発チラシの配布・掲

示を行いました。 

 

【 各委員会報告 】 

委員会 活動内容 

感染予防 
・感染時の対応を研修、感染マニュアル見直し、感染セットの不備確認・補充 

・日々の感染予防策の徹底、感染発生時の情報収集、対応検討  

事故防止検討 

・委員会の開催（月1回、必要時は随時） 

・事故報告書様式改定（国様式） 

・重大事故の基準（市への届出基準） 

・重大事故の発生件数増加について（各課使用のｼｬﾜｰﾁｪｱ検証） 

・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：意識確認・通報・職員連携の流れを含むCPR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 
・委員会の開催（年4回） 

・各部署での身体拘束の実施の有無、「これって身体拘束？」報告の有無について 
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（高齢者虐待・

権利擁護） 

・新人職員対象研修 

・全職員対象研修の内容の検討と開催（2回） 

褥瘡予防 

・褥瘡評価表の作り直し（DESIN取り入れ） 

・褥瘡回診導入（訪問3週目） 

・褥瘡の基礎知識（穴埋め問題）研修の実施・解答確認と総括 

看取りケア 
・研修内容の決定・実施（9月） 

・看取りケアの現状把握 

給食 

・委員会の開催（月1回） 

・今月の行事食と検便結果報告 

・給食の改善点メモや検食簿、日頃からの気付き等に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 

・年2回総合訓練実施（非常災害対策計画に基づいた訓練含む） 

・消防計画の定期的な見直しと更新毎に消防署へ提出 

・委員による各課の防火防災内部監査（12月） 

・BCP策定（業務継続計画）に向けた準備 

・春季・秋季火災予防啓発運動（ポスター作製） 

苦情処理 ・第三者委員会に令和2年度受付の苦情報告（5件） 

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 

コンプライアン

ス 
・厨房・特養・GH花ごよみの内部監査の実施 

医行為安全対策 
・委員会マニュアル、実地研修・業務方法書の作成・見直し 

・研修実施（緊急時1回・フォローアップ2回） 

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教育支援 

・コロナワクチン接種（職員・入居者様） 

1回目：5月6月  2回目：6月7月  3回目：2月3月 

・毎月の委員会にて、入居者様・職員健康状態報告／施設設備安全管理面の共有を図

った。 

 

 

【 総合訓練 】 

部署名 実施日 内 容 

特養 
①7月6.12.20.26日 

②3月21日（夜間想定） 
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、通報訓練、避難訓練） 

災害時訓練（垂直訓練） ショートステイ 
①7月6.12.20.26日 

②2月7日（夜間想定） 

デイサービス 
①7月3日 

②2月7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、通報訓練、避難訓練） 

災害時訓練（垂直訓練） 

花ごよみ 
①11月12日 

②2月16日（夜間想定） 

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、通報訓練、避難訓練） 

災害時訓練（垂直訓練） 

しのだ 

（扇・夢） 

①11月12日 

②3月18日（扇）（夜間想定） 

 3月25日（夢）（夜間想定） 

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、通報訓練、避難訓練） 

災害時訓練（垂直訓練） 
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【 令和3年度 滋賀県介護サービス事業所・施設における感染防止対策支援事業費補助金 】 

事業名 感染防止対策支援事業 

助成金 105,000円（各事業所・施設の基準単価合計） 

事業内容 

事業所・施設が感染防止対策を継続的に行うため、

令和3年10～12月の間に購入した衛生物品等の経

費補助事業（手袋、アルコール消毒液等） 

 

【 令和3年度 近江八幡市介護サービス事業所・障がい福祉事業所等応援金 】 

事業名 
介護サービス事業所・障がい福祉事業所等 

応援金支給事業 

助成金 2,317,000円（各事業所・施設の基準単価合計） 

事業内容 

扇風機、掃除機、ｺﾞｰｸﾞﾙ、折り畳みﾃﾞｽｸ、殺菌線ｽ

ﾘｯﾊﾟﾛｯｶｰ、ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ、ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ手袋、Wi-Fi環境整

備、ﾀﾌﾞﾚｯﾄ、ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ、ﾀﾞｽﾄﾎﾞｯｸｽ、温

冷配膳車、眠りｽｷｬﾝ用管理ﾓﾆﾀｰ、ｽﾃｨｯｸﾊﾟｿｺﾝ 

 

【 令和3年度 滋賀県新型コロナウイルス感染症に係る継続支援事業費補助金 】 

事業名 
新型コロナウイルス感染症に係る 

サービス継続支援事業 

助成金 493,000円 

事業内容 

新型コロナウイルス感染者が発生・濃厚接触者に

対応した事業所・施設等に対するかかり増し経費 

（ｱﾙｺｰﾙ消毒液、塩素系消毒液、ﾎﾞﾄﾙ、ﾏｽｸ、ｶﾞｳﾝ、

手袋、ｺﾞｰｸﾞﾙ、ｺﾞﾐ箱、使い捨て食器、職員時間外

手当等） 

 

【 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 3

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防止のため受け入れ中止を継続しています。 

 

【 クラブ活動、ボランティア奉仕作業、お楽しみ会 、実習生・職場体験の受入、子ども

食堂（ほのちゃん食堂） 】 

いずれも、新型コロナウイルス感染防止のため、中止させていただきました。
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【 ご寄付・戴いたお品物 】 

 

 

・近江八幡市赤十字奉仕団様より「愛の雑巾」 

・市社協様・法人役員様よりお米 

・入居者様・利用者様のご家族様より、現金、おむつやパット類、栄養補助食品、ご

退所の際に、衣類・家電製品・車いす・歩行器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493万円でした。前年度は 420万円でしたの

で、73万円の増加となりました。今年度の主なものでは空調関連で 82万円（前年138万

円）、給湯配管・給湯器・入浴設備機器で5件、104万円（前年75万円）、大型看板の塗装

修繕代39万円です。公用車に関しては、車検・12ヶ月点検の費用は 30万円程でしたが、

老朽化による修理が徐々に増加しています。特に、今年度は事故による修理代と代車レン

タル代35万円の費用が発生しました。 

修理・修繕場所 内 容 件 数 修理金額 

空調関連 

しのだ扇 室外送風機交換 

各所リモコン交換 

消耗品交換・修理、ガス充填 

1件 

 

4件 

66,000 

299,200 

458,700 

 浴室・浴槽関連 1F中間浴修理 1件 53,900 

厨房関連 
業務用ガスコンロ修理 

混合栓取替 

1件 

1件 

63,272 

33,000 

設備・備品 

エレベ－タ－非常用バッテリ－交換 

トイレ鍵取替 

1F・2F給湯器修理 

1F一般浴機械室ろ過ポンプ修理 

しのだ扇、夢トイレ温水便座取替 

パソコン修理 

防犯カメラHDD交換 

1件 

1件 

3件 

1件 

2件 

3件 

1件 

220,000 

35,200 

205,508 

93,500 

76,010 

126,500 

33,000 

 

 

公用車 

 

車検整備（1号車、K-2,12） 

12 ｶ月点検(3,5,7号車、K-1,6,7,8,10） 

１号車ラジエ－タ－、リフト修理 

K-8事故修理代 

3件 

8件 

2件 

1件 

231,434 

74,646 

180,576 

248,576 

寄付元 株式会社大進 様 

目 的 新型コロナウイルス感染症対策 

寄付物品 超音波噴霧器 3台、次亜塩素酸水20ℓ 

寄付元 公益社団法人 24時間テレビチャリティー委員会 様 

目 的 新型コロナウイルス感染症対策支援 

寄付物品 
CO2センサー 2台 （※二酸化炭素濃度、温度、湿度をﾘｱﾙﾀｲﾑで測定し、

部屋の換気の目安を確認できる機器） 
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公用車 

 

K-8事故による代車レンタル料 

K-7パワステオイルポンプ修理 

３号車ヒータ－修理 

１件 

1件 

１件 

106,750 

40,000 

47,400 

建物関連 

 

LED交換（特養、ｼｮｰﾄｽﾃｲ、花ごよみ） 

1F事務室カーペット交換 

職員通路屋根、屋上廃棄フ－ド修理 

網戸張替 

給湯管補修工事（ｼｮｰﾄｽﾃｲ） 

1F玄関自動ドア修理 

大型看板塗装修繕 

  3件 

1件 

2件 

21枚 

1件 

1件 

１件 

73,700 

173,600 

286,000 

80,520 

742,500 

59,400 

396,000 

計4,504,892円 

【 設備・器具備品の整備（3万円以上の購入） 】 

今年度の器具備品・建物付属設備の３万円以上のものの合計は 10,489千円でした。特に

高額なものは、建物付属設備関係、眠りスキャンモニター用パソコン、老朽化による更新

等で合計8台、厨房用の温冷配膳車、冷凍庫、冷蔵庫などです。厨房の購入備品は老朽化

による買い替えです。 

場所（事業所） 内容（品名） 金額 

建物付属設備 

 

既存ネットワ－ク環境設備更新 

高圧受電設備更新 

職員用通路 

495,000 

   880,000 

 4,980,000 

特養 

掃除機３台 

中古車イス３台 

中古ベッド1台 

センサーマット用接続機器 

眠りスキャンモニター用パソコン3台 

56,400 

45,000 

49,500 

58,080 

291,720 

短期 
中古車イス２台、加湿器１台 

畳新調 ９枚 

41,776 

234,480 

通所 加湿器２台 31,552 

花ごよみ 
昇降テーブル 2台 

パソコン １台 

30,800 

142,450 

しのだ扇・夢 タブレット ２台（各１台） 110,220 

厨房 

ジャンボペ－ル 

温冷配膳車 

冷凍庫 

冷蔵庫 

77,000 

950,000 

212,630 

190,850 

総務 事務処理用パソコン4台 633,920 

施設全体 

国保伝送ソフト 

家具転倒防止伸縮棒 

公用車タイヤ（５号車、ｋ-1,3,8,10） 

バッテリ－交換 ５号車 

ドライブレコ－ダ－ 1,7,8号車 

フェイスシ－ルドグラス 

Wi-fiアクセスポイント 2台 

プロジェクタ－ 

スリッパ用殺菌ロッカ－ 

60,000 

40,612 

167,200 

24,200 

150,000 

107,800 

78,320 

165,330 

194,700 

合計 10,489,540円 
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【設備点検項目】 

 

 

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・記述形式・部署単位での研修により、密にならないよう実施に工夫をしました。 

施設外研修については、昨年度に引き続き、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・集合することによる感染リスクを避けることができ、安

心して参加することができました。 

ただ、外部研修に参加した全体数は、コロナ以前と比べて大きく減少しています。施設

内研修においても、集合研修を控え個々での取り組みとなることから、理解度を図ること

が難しく、また他者とのディスカッションの機会が減っていることから、サービスの質の

低下とならないよう、今後の研修実施方法に工夫をしていく必要があります。 

 

【 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 

滋賀県看護協会「介護事業所に

おける感染症対策のための強

化 充実のための出前研修」 

11月19日 7名 

新型コロナウイルス感染症にお

ける基本的な予防対策・ゾーニ

ングにおけるポイント。ウイル

スの特徴、就業制限の判断基

準、施設巡回、衛生物品の着脱

のポイント、換気における注意

点 

 

 

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 
本館・花ごよみ9月7日 

しのだ6月24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5月 23日） 

エレベーター設備 法定点検 ㈱近畿テクノエレベータ 4/17・7/2・10/16・1/22 

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9日（良好） 

受水槽清掃・水質検査 
法定点検・ 

水質検査 
㈱日吉 6月23日（適合） 

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 17日（合） 

ﾚｼﾞｵﾈﾗ・大腸菌検査 

(通所大浴場2回目) 
3月 16日（合） 
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【 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～16日 3名 

オリエンテーション、人権・高

齢者虐待・権利擁護、医療的対

応、防火防災、救急対応、感

染、事故防止・身体拘束・褥

瘡、看取り、摂食嚥下、厨房、

各部署実習 

医行為フォローアップ研修① 

 講師：青山看護師（指導看

護師） 

5月13日 4名 

緊急時研修（呼吸停止発見から

救急要請・心肺蘇生） 

手順書に沿った注入・吸引の手

技の再確認。注意事項の確認 

事故防止研修① 

 講師：田内ﾏﾈｰｼﾞｬｰ（応急

手当普及員） 

5月13・20・27日 

6月3・10・17日 
83名／116名中 

意識確認・通報・職員円形 

流れを含むCPR研修 

感染防止研修① 

 講師：感染委員会 
6月 99名／115名中 

感染対策物品の見直し、感染

（疑い）のある利用者への初期

対応の理解と隔離対応方法等                         

身体拘束廃止研修① 

 講師：身体拘束廃止委員会 
7月 113名 

「身体拘束等適正化のための指

針」の穴埋め問題 

看取り研修 

 講師：委員長・副委員長 
9月 67名／69名中 

「大切な人との別れの準備」の

穴埋め問題 

認知症研修（新人職員対象） 

 講師：三瓶 
10月18日 7名 

認知症の基礎、BPSD、ケアの時

に大切なこと 

褥瘡研修 

 講師：褥瘡委員会 
11月 102名／106名中 

褥瘡とは、褥瘡になりやすい要

因、予防法、できやすい箇所等

の穴埋め問題 

感染防止研修② 

 講師：感染委員会 
12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 

（高齢者虐待防止・権利擁

護） 

 講師：身体拘束廃止委員会 

12月 112名 

3つの身体拘束事例について、身

体拘束をしないようにするため

の工夫を考える、高齢者虐待・

権利擁護事自己点検チェック 

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） 

1月 5名 

注入の準備と注入施行見学、手

順の確認、手順を確認しながら

吸引疑似練習 

事故防止研修② 

 講師：事故防止検討委員会 
2月～3月 94名／111名中 

～令和3年事故分析結果から～ 

【特養】正しい服薬介助方法 

【ｼｮｰﾄ】ﾋﾔﾘﾊｯﾄの要因・対策 

【ﾃﾞｲ】摂食嚥下について 

【GH花】自分で対策を考える力を

身に付ける 

【GHしのだ扇】事故発生時から一

連の対応 

【GHしのだ夢】ﾊｲﾝﾘｯﾋの法則、事

故が起こった時の伝え方 

法令遵守研修（役職者対象） 3月 13名 
ハインリッヒの法則、SDCA ｻｲｸ

ﾙ、スイスチーズ理論、事例検討 

 

ノーリフト研修 

 

11月19日・26

日 
35人 

介護負担実態調査 

安全で負担の少ない移乗ケアの

基礎知識 
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ノーリフト研修 12月10日 10人 リーダー向け移乗ケア 

安全運転研修 

（ベテランドライバー対象） 
3月31日 6名 

改正道路交通方施行規則（飲酒

チェック）、介護事業所送迎時の

死亡事故事例、各自振り返り 

 

【 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3年度認定調査員資格取

得にかかる新任研修会 

2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 令和3年度第1回理事会（滋

老協） 

1日 1日 今年度の活動について 

6～7月 介護支援専門員研修 専門課

程Ｉ（現任・更新） 

1人 9日 更新研修 

6～8月 令和2年度 滋賀県認知症介

護実践者研修（C 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 

6月 令和3年度採用選考研修会 1人 1日 公正採用選考システムの確立に向けた研修、

令和4年3月新規高等学校卒業予定者等の求

人手続きに係る説明会 

6月 令和3年度第3回理事会 1人 1日 各委員会活動について 

6月 リスクマネジメント研修（全

国社会福祉法人経営者協議会 

令和3年度 リスクマネジャ

ー養成講座 入門編） 

2人 講義動

画＋ラ

イブ講

義 

リスクマネジメントの基本理解、福祉サービ

スにおけるリスクマネジメント、質改善のた

めのマネジメント体制構築、苦情・相談対応

と事故発生時のリスクマネジメント、福祉サ

ービスにおける虐待防止、自主点検の考え方

と手法、事故防止とアセスメント 

7月 令和3年度 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」 

7月 就職フェア 1人 1日 就職フェア 

7月 入所サービス部会（東近江介

護サービス事業者協議会） 

1人 1日 意見交換会 

7月 令和3年度「介護福祉士基本

研修」講師 

1人 1日 介護技術の基本について（実習）排泄に特化

した介護技術 

7～10月 介護支援専門員研修 現任研

修 専門課程Ⅱ 

1人 8日間 更新研修 

8月 初任者研修講師 1人 1日 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（6時間） 

8～12月 令和3年度 主任介護支援専

門員更新研修 Bコース WEB 

1人 8日 主任ケアマネ更新のための研修（講義・演習） 

9～11月 令和3年度 介護支援専門員 

更新研修Ⅰ（専門課程Ⅱ） 

1人 5日間 更新研修 

9月 令和3年度「東近江圏域災害

時要配慮者支援ネットワーク

会議」 

1人 1日 導入講義「災害時の福祉的支援強化を通じ

て、災害にも強い地域づくりを進めよう！」 

実践報告「熊本地震と豪雨災害等における活

動について」 

9月 第165回三方よし研究会定例

会事例提供 

3人 1日 施設にて看取りのケアをされた事例紹介 

グループワーク 

9月 令和3年度滋賀県認知症研修

会（東近江介護サービス事業

者協議会） 

1人 1日 認知症ケアに必要な視点 
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9月 令和3年度ケアマネジメント

研修会（市長寿福祉課） 

2人 1日 講演「ACPの視点から開催するｻｰﾋﾞｽ担当者会

議」、個人ワーク 

10月 令和3年度認知症介護基礎研

修（ｵﾝﾗｲﾝｺｰｽ第2回目） 

1人 1日 研修のねらいと認知症の現状、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 

10月 カイゴとフクシ 就職フェア

inしが【10，11月開催】 

  1日 各ブースでの説明会 

10月 滋賀県食品衛生責任者資格認

定講習会 

2人 1日 食品衛生法・公衆衛生法・食品衛生学 

10月 応急手当普及員再講習 1人 1日 ＜再講習内容＞指導技法、観察・心肺蘇生(AED取扱

含む)・異物除去法の指導要領、各種ファーストエイ

ドの組み合わせ・応用の指導要領＜カリキュラム＞

WEB学習(自己学習)、救命に必要な応急手当の指導

要領（心配蘇生に関する知識の確認、心肺蘇生法の

指導に関する実技の評価) 

10月 高齢・障障害も共に生きる

「共生型サービス」普及のた

め研修会 

3人 1日 制度概要等の説明、共生型サービス普及に向

けて、重度障害児者の入浴支援の取り組み 

10～11

月 

令和3年度看護職のための滋

賀県認知症研修会（東近江介

護サービス事業者協議会） 

1人 3日 正しい疾患の理解と治療、対象者に合わせてｹ

ｱを考える、事例をとおして自己のケアを振り

返る、認知症患者への医療職としての関わり 

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 令和3年度要介護度改善研修

会（東近江介護ｻｰﾋﾞｽ事業者

協議会） 

1人 1日 令和3年度介護報酬改定から、通所介護・通

所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ入浴加算Ⅱを算定するためのア

セスメントの視点とケアプラン作成のﾎﾟｲﾝﾄ」 

12月 在宅現場における利用者・家

族等からの暴力・ハラスメン

ト対策研修会 

1人 1日 研修会「ケースで学ぶ在宅現場における暴

力・ハラスメント対応 

12月 改正個人情報保護法のポイン

トと いまさら聞けないセキ

ュリティ対策 

1人 1日 中小企業におけるサイバー被害の実態と、対

応上の実務的留意点、事例から見える現実と

自社のブランドを守るための第一歩 

1月 令和3年度 介護職種の技能

実習指導員講習 

１人 1日 技能実習指導員が求められる役割を担うために技能

実習制度、労働基準法及び関係労働法令、技能実習

の対象とされる「介護」、移転すべき技能と指導のポ

イント、技能実習計画の作成と指導方法を理解す

る、技能実習生受入の留意点、理解度テストの実施

及び解説 

1月 精神・発達障害者しごとサポ

ート養成講座 

1人 1日 精神疾患（発達障害）の種類、精神・発達障

害の特性、共に働く上でのポイント（コミュ

ニケーション方法）等について 

1月 近江八幡市主任介護支援専門

員連絡会 

1人 1日 連絡会趣旨、地域ケア会議について、今後の

連絡会について 

1月 令和３年度災害・感染症対策

委員会研修会（滋老協） 

1人 1日 テーマ「実践報告から学ぶBCP（業務継続計

画）」①地震対策編②水害対策編 

2月 改正女性活躍推進法対応のた

めのステップアップセミナー 

3人 1日 行動計画の策定・届出について、女性の活躍

に関する情報公表について 

3月 令和3年度「介護福祉士基本

研修」講師 

1人 1日 介護過程の展開の実際 課題の明確化～計画、介護

技術の基本（実習）排泄に特化した介護技術 

3月 令和3年度実務研修会（滋賀

県民間社会福祉事業職員共済会） 
1人 1日 共済会事務（退職・本俸届出・福利厚生手続

きなど）、年度末会計処理の説明 

3月 令和3年度健康危機管理シュ

ミレーション（模擬訓練） 

2人 1日 講義、フェーズⅠ訓練（異変探知時）、フェー

ズⅡ訓練（被害拡大防止対策）、質疑応答 

3月 令和3年度 滋老協職種別研

修委員会「介護福祉現場にあ

るハラスメント」研修 

1人 1日 テーマ「介護福祉現場にあるハラスメント」

それってハラスメントじゃない？ガマンしな

いで声に出して～ 
 


