
社会福祉法人さざなみ会

平成30年度事業報告

1．法人事業活動

平成30年度さざなみ会事業活動基本方針として、以下の4点を柱として取り組
んだ。

（1）安全・安心を重視したサービスの提供

（2）地域福祉への積極的な貢献

（3）人材の確保と育成

（4）経営基盤の安定

（1）安全・安心を重視したサービスの提供

利用者の高齢化に伴う骨折等のリスクが大きくなる中、職員の介護技術の更なる

向上を図るべく、苑内研修はもとより外部研修への積極的参加を行い、介護スキル

を高める取り組みを行った。また、利用者の個々の状態把握と情報共有を図る為、

各部署でのワーカー会議の確実実施と充実を図り、各人に適した介護方法の共有と
実践を行っている。

利用者の人権確保について、彦根市人権政策課より講師を招き2回にわたり研修
を行い、行動だけではなく言葉等あらゆる側面からの人権に対する意識の高揚を図
った。

感染症対策においては、ノロ対策を徹底的に行った結果、感染は抑えることがで

きた。また、インフルエンザは職員と利用者が数名感染したが苑内において集団感

染はなかった。

防災の取り組みについて、今年度は台風による風水害は、さざなみ苑において風
による一部設備の破損があった、姉川の里においては、隣接する姉川の台風による

増水による、避難準備情報、避難勧告が下流地域で発令されたが、しかし、姉川の
里のでは警戒態勢をとるとともに、河川の水位状況をリアルタイムで目視確認と情

報収集を行い、いつでも避難できる体制をとっていたが結果的に避難には至らなか
った。

避難実施訓練は、それぞれの施設において年間2回消防署の協力のもと消防避難

訓練を行い職員の防火意識の高揚に努めた。

（2）地域福祉への積極的な貢献

地域共生社会の推進が叫ばれている中、さざなみ会も社会福祉法人としての立場

で積極的に参画していかなければならない。姉川の里、さざなみ苑においても運営

推進会議での地域との情報の収集と施設の広報活動をとおして地域との繋がりを

深めている。また、彦根市社協との連携による、福祉の狭間で居場所のない子供た

ちへ居場所づくりの活動として「フリースペース」も開設3年目を迎えており今後

もこれらの活動を継続していく。

さざなみ苑地元の城町2丁目自治会との交流も、施設（ディサービスフロア）提

供、自治会イベントへの協力提供による交流、両施設での感謝祭イベントにおいて
は、利用者家族、地元の自治会の皆さんの参加のもと地域交流を図った。
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（3）人材の確保と育成

慢性的な介護人材不足が続く中、人材確保のため域内学校へ訪問し入職者の確保
の案内を行ってきたが、介護を希望する生徒が減少している旨の説明を受けた、こ

のような現状であるが、高校、短大、シルバー人材センターからの介護実習生の受

け入れを積極的に行い、採用につながった職員も数名確保できた。またハローワー

ク主催の介護業務体験の受け入れ、県社協主催の介護就職フェアーへの参加してき

た。

職員の定着に向けて、ストレスチェック実施とストレスを抱えた職員への産業医
へのカウンセリングの案内を行っている。

人材育成については、各種研修への積極的参加の呼びかけを行うとともに、資格

取得助成制度活用による対象者への声掛けを行い、対象者のほぼ全員が資格取得に

向けて取り組んでいる。

（4）経営基盤の安定

平成30年度さざなみ会資金収支は当期資金収支約1900万円となり、前年よ
り1300万改善できたが、改善要因として職員の減少に伴う人件費の減少が大き

く影響した。また、次年度は姉川の里小規模多機能廃止に伴うグループホーム2ユ
ニット化、今年度2月より実施したさざなみ苑ショートステイの体制変更と居室の
一部個室化による収支改善を期待するところである。

入居関係の利用率動向について、利用者の入院日数が大きくなっており、減少に

向けて施設において利用者個々人に適応した介護・医療的ケアの充実を行っている
が、結果として評価できる結果とならなかった。

平成30年度研修の実施状況

さざなみ苑　苑内研修

日程 侈H�86X�ｸ7ﾒ�参加 俎X蹌�

4／19．23 �+8+H,�-ﾘ��,ﾉyﾙD�,h櫁ﾎﾉ]ｸﾊ�,�,(*(,B�43名 囘��ﾉ�ﾘｨx��郢�ﾙ+r�

5／24．25 ���(i<Yuﾉf�,�,(*(,B�28名 ���X蹴�

6／18．20 亶ﾙ¥��,ﾉ�陌��亶霍ﾙ�陌�7ﾘ6ｨ8X4�8ｸ�｢�48名 ���X蹴�

7／6．11 �%�岑,i�磯h��7H�ｸ6�5�5�6h4(�｢�38名 倬X怦���h贅�

8／20 �5h�ｸ6X48984���靜ﾈｵｨ���｢�22名 ���X蹴�

9／20．27 ��y�ﾈﾕ9��,hﾘ)~竟(ｷ9�"�79名 ���X蹴�

10／16．18 亅I�X��鞜B�42名 ���X蹴�

11／9．14 �7ﾈ5x5h8x6ｨ984���靜ﾈｵｨ���｢�35名 ���X蹴�

12／14．19 ��X�ｩ>��ﾈﾊ�ﾊH�2�40名． 儺hﾚｨ�9�ﾈﾊ��ﾘﾟH攤��Y�I�i�b�

1／28 倬hﾌﾉuﾉf�,�,(*(,B�18名 囘��ﾉ�ﾘｨx�����X蹴�

2／18．22 豫X竧.�,�,(*(,B�25名 ���X蹴�

3／14．23 僖i&ﾘ�,�,(*(,B�37名 儺hﾚｨ�4�H5H7ﾈ�ｸ6x5ｨ985��ｲ�8���Inﾉ�ｩ�i�h��8��#8�)gｹ�i�b�

さざなみ苑　外部研修
日程 侈H�86X�ｸ7ﾒ�主　催 ��X霻�

5／21 侘馭ｸﾉx司�阡�辷�8ｸ�ｸ8ｹUﾘ廁ﾉ�:(馼ｼb�滋賀県湖東健康福祉事務 所 �5�4�7ﾘ6ﾂ�

5／22 儺h芥ﾊ(櫁ﾎﾈ辷��ｩnX什��xﾘｺhｶ8檠.葦｢�彦愛犬介護支援専門員連 �5�4�7ﾘ6ﾂ�
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総会、情報提供・意見交換会 凅ﾘｺhｶ8橙� 

5／25 儺hﾚｨ�8櫁ﾎﾈ辷��ｩnX什9刋�xﾘ橙�彦根市介護福祉課 �5�4�7ﾘ6ﾂ�

5／31 俾�棹ﾊx櫁ﾎﾈ辷��ｩnX什��xﾘｺhｶ8檍檍蹴�滋賀県介護支援専門員連 �5�4�7ﾘ6ﾂ�

研修 凅ﾘｺhｶ8橙�

6／4．13． 25．10／9 ��i�ﾉ�X醜ｮ��(ﾊH�2�滋賀県社会福祉協議会 �靜ﾉ�X蹴�

6／12 ��ｩ&ｸｴ�ｭhﾏ�zﾈ橙�彦根市社会福祉協議会 ��ｩ&ｸ蹴�

6／22 儼�����5�4�7ﾘ6ﾉ�阡�辷�/�ﾖﾈ*h.俘y:���ｶ2�湖東健康福祉事務所 �5�4�7ﾘ6ﾂ�

6／24 俾�棹ﾊxﾝﾙ�����ﾈ5ｨ7�6��ｲ�日本裾癒学会 �靜ﾉ�X蹴�

7／14 仍韭��ｹ�姶H岑/�ﾖﾈ*h.���c弌��X橙�京滋摂食囁下を考える会 �5�4�7ﾘ6ﾂ�櫁ﾎﾉ�X蹴�

7／18 豫yyﾘ�(ﾊH�8橙�滋賀県介護支援専門員連 絡協議会 �5�4�7ﾘ6ﾂ�

7／21 ��y�ﾈﾕ9��5ｸ8ﾘ5ｨ7�6��ｲ�滋賀県社会福祉協議会 �靜ﾉ�X蹴�

8／9 俾�棹ﾊx櫁ﾎﾈ辷��ｩnX什��xﾘｺhｶ8檍��橙�滋賀県介護支援専門員連 �5�4�7ﾘ6ﾂ�

員研修レベルアップ研修1 凅ﾘｺhｶ8橙�

8／30 ��c���ﾘy:�H�8�俤�･�,亊h+x.侈H�8�｢�彦愛犬介護保険事業者協 議会 �5�4�7ﾘ6ﾂ�

9／11 ���8暮5ﾘﾗX�橙�日本福祉車輌協会 倬ik�蹴�

9／13 侘�8ﾉ&闔h6��ｸ8�5�4�ﾊHｸh橙�湖東地域チームケア研究 会 �5�4�7ﾘ6ﾂ�

9／19 �6�.ﾘ.�5�4�7h8�98,ﾈ��*ｹUﾈ+Y_ｲ�彦根市（地域包括支援セン ター） �5�4�7ﾘ6ﾂ�

9／20 �靜ﾉ�X醜,ﾈｬX竧.�靜ﾈｵｨ��ﾏﾈ�8ﾊH�2�滋賀県老人福祉施設協議 会 ��ｩ&ｸ蹴�

9／30 豫Xﾎﾉ�X醜ｫI�Y�鞜HﾊH�8橙�滋賀県病院協会 豫Xﾎﾈ蹌�

10／22．2 俾�棹ﾊyDi&ﾘ��陌霰�5H�ｸ7(5磯hｼhｬyyﾒ�滋賀県社会福祉協議会 �靜ﾈ益D2�

3 倆(ﾊH�2�

11／1 兀H岑孜�ﾈ,h8ｨ�ｸ5��ｸ5h6(7iJﾘｯb�介護労働安定センター �8h6ｨ6(6r�8ｨ�ｸ5��ｲ�

11／6 �.(,�,H.h*�,�+ﾘ5H�ｸ7(5�%99h�(檍ｶ2�彦根市（地域包括支援セン ター） ��ｩ&ｸ蹴�

11／8 侘�8ﾉ&闔h6��ｸ8�5�4�ﾊHｸh橙�湖東地域チームケア研究 会 �5�4�7ﾘ6ﾂ�

11／19 俾�棹ﾊx櫁ﾎﾈ辷��ｩnX醜ﾊHｸi�X橙�滋賀県介護支援専門員連 絡協議会 �5�4�7ﾘ6ﾂ�

11／22 兀�9w�ｾ�5ｨ7�6��ｸ��5x麌橙�滋賀県社会福祉協議会 倬ik�蹴�

11／22 俛�,冰ﾉf��鞜HﾗX�橙�中央労働災害防止協会 倬ik�蹴�

11／23 俤ﾙ�闔9|85ｨ7�6��ｲ�滋賀県医療福祉推進課 �5�4�7ﾘ6ﾂ�

11／29 俾�棹ﾊx櫁ﾎﾈ辷��ｩnX什��xﾘｺhｶ8檍��橙�滋賀県介護支援専門員連 �5�4�7ﾘ6ﾂ�

員研修　レベルアップ研修2 凅ﾘｺhｶ8橙�

12／20 儺h芥ﾊ(櫁ﾎﾈ辷��ｩnX什��xﾘｺhｶ8檍ﾊH�2�彦愛犬介護支援専門員連 �5�4�7ﾘ6ﾂ�

会 凅ﾘｺhｶ8橙�

12／22 倆H紘��5h�ｸ6X48984��滋賀県社会福祉協議会福 祉用具センター ��ｩ&ｸ蹴�5�4�7ﾘ6ﾂ�

1／30 僖i&ﾘ�櫁ﾎﾈｮ��(ﾊH�2�滋賀県社会福祉協議会 �靜ﾉ�X蹴�

2／7 偃YD8櫁ﾎﾈ辷��ｩnX醜7H4�8ﾘ�ｸ4�6(7hﾊB��2�彦愛犬事業者協議会 �5�4�7ﾘ6ﾂ�

2／13 俾�棹ﾊx櫁ﾎﾈ辷��ｩnX什��xﾘｺhｶ8檍��橙�滋賀県介護支援専門員連 �5�4�7ﾘ6ﾂ�
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員研修　レベルアップ研修3 凅ﾘｺhｶ8橙� 

3／6 �駅ｸ5�4�ﾊH�8橙�湖東健康福祉事務所 �駅ｸ贅�

3／14 侘�8ﾉ&闔b�湖東地域チームケア研究 会 �5�4�7ﾘ6ﾂ�

3／15 �:��X顗ﾏ�zﾈ橙�彦愛犬介護支援専門員連 絡協議会 �5�4�7ﾘ6ﾂ�

3／20 ��ｨｿh7ﾘ6��ｸﾊH�2�介護労働安定センター滋 賀支所 ��ｩ&ｸ蹴�櫁ﾎﾉ�X蹴�

姉川の里　苑内研修

日程 侈H�86X�ｸ7ﾒ�参加 俎X蹌�

7／19 豫X竧.位H�2�25名 佻YU��i|8���ﾄ�68�8蹌�

8／4 佰ｸﾖ�5�4�ﾊH�2�16名 冦�ｨ餽怦���h贅�

8／31 ��c������y�ﾈﾕ9�侈H�2�43名 俶��ﾈ,ﾉz)�X醜�侈H�8効醜�｢�

9／7 

10／11 亅I�X�,ﾉuﾉf�,i�鞜HﾗXﾜ��22名 俾�棹ｫI�Y�xﾎH6ﾈ6(6x8��ｸ4��(i�ｨｬXﾎﾈ蹌�

11／7 ��c(�����y�ﾈﾕ9�侈H�2�42名 �靜ﾉ┼:ﾘ��.�5ｨ985��ｹ��ﾈ���

11／14 

il／15 僖i&ﾘ�ﾊH�2��X��D颯i&ﾘ�/�ｭﾈ-颯i&ﾘ�ﾊH�8�b�29名 仆Igｸ�8����ｻIgｸ�8蹌�

12／13 亶9�)f育靆H�2��Xﾘ)~竟(,ﾉ�依X/�荿.�+ﾘ-�,��b�29名 �+yVﾈ�8��ﾘ)~餾�8櫁ﾎﾈ擺�

11／30 亅I�X���ｵｨﾊH�2�40名 俶��ﾈ,ﾉz)�X醜�豫Xﾎﾈ踪�｢�

12／21 

2／13 ����ﾈ�X7ﾈ5x5h8x6ｨ984�H�2�15名 俶��ﾈ,ﾉz)�X醜�����ﾈ�XｫI�X��効醜�｢�

姉川の里外部研修

日程 侈H�86X�ｸ7ﾒ�主催 ��X霻�

4／19 从��陞靜ﾈ辷�馼ｼh�ﾊH�8橙�長浜市高齢福祉介護課 杯�靜ﾈ辷��｢�nX蹴�

5／17 豫yyﾙ�X,ﾈ�y�ﾈｭI|ﾘ�委ﾈ�8,�.h.兀B�岑,ﾈ4ﾈ888ｨ4�4�6(7h辷�5ｨ7�6��介護労働安定■センター 豫yyﾘ�"�

5／21 倬hｼh�>�ﾏi�9�俟ﾈ�Y�ﾈﾊ�ﾅｹJﾙ%99b�長浜市企業内人権教育推 ��ﾙk��
者研修会 ��仄hｶ8橙�

6／19 从��陞靜ﾈ辷�馼ｼh�ﾊH�8檍�Xｷ9�"�長浜市高齢福祉介護課 杯���櫁ﾎﾈ辷��｢�
研修 剿蛻�E介 ��X蹴�

7／14 ��ｹ�姶H岑��ｵｨﾊH�2�京滋摂食嚇下を考える会 �<�wｸ��5r�

7／21 ��y�ﾈﾕ9��5ｸ8ﾘ5ｨ7�6��ｲ�社会福祉協議会 傅ﾈｴｹlﾘ�Y<�wｸ櫁ﾎﾂ��X蹴�

7／26 �:ﾘ*ｸ+x*ﾉf育�,亊h+x.�5ｨ7�6��ｲ�彦根労働基準監督署 俐��

8／20 �5�4�7ﾘ6ﾈ�ｸ5x88�ｸ,iV���,ﾉ?ﾉ���長浜市高齢福祉介護課 傅ﾈｴｹlﾘ��櫁ﾎﾈ辷腕�
院支援意見交換会 剞齧蛻� 

8／24 �+yVﾈ�8ｮ仂i>��ﾈﾊ�ｻ8支ﾊH�8橙�長浜市企業内人権教育推 進協議会 ��ﾙk��

8／30 ��ﾉD靜8ﾊ俎Xﾜ��長浜市社会福祉協議会 傅ﾈｴｹlﾘ�Tt���櫁ﾎﾈ轤�
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援専門員 

9／11 ��ﾉD靜8ﾊ俎Xﾜ��長浜市社会福祉協議会 傅ﾈｴｹlﾘ櫁ﾎﾈ辷腕��ｩnX蹴�

9／13 �靜ﾈ8ﾘ7ｸ6(6x尭ﾉ�Y(Y�ﾈﾋ�橙�リコーゾヤハ○ン㈱ 豫yyﾘ�"�

9／13 ��ﾉ�h,ﾈﾜX�&丶ｸ,�*�*�.亶霍ﾘ�2�長浜米原地域医療支援セ 傅ﾈｴｹlﾘ��ｬyyﾘ�(�XｬR�
療のあり方 �985��ｲ�護師 

9／27 �*�,�+ﾘ,ﾙ�ﾉ�h,ﾈﾜXｯｨ,x,ﾈ.h*H,��湖北地域介護サービス事 傅ﾈｴｹlﾘ�Tt���ｬyyﾒ�
生きておわりたいですか？ 仂h�(ｺhｶ8橙�者・介護職員 

9／27 豫Xﾎﾉ�X醜ｫI�Y�鞜HﾊH�8橙�滋賀県感染制御ネットワーク �<�wｸ��ｬXﾎﾈ蹌�

10／4 �靜ﾈ馼ｼh�,ﾈｷ9�)�陌�,iy駅���(�X彿��,ﾈ6�8�5�8�986x*�.y�X蹴�/�荿.仞��ﾈﾟB�湖北地域介護サービス事 業者協議会 豫yyﾘ�"�

10／5 舒仂i>��ﾈﾊ�ｻ8支ﾊH�8橙�長浜市企業内人権教育推 進協議会 ��ﾙk��

10／11 儼���*�.xﾝﾙ��-h,ﾈ5h�ｸ8�8ﾈ5�,��哩wｸｬyyﾒ�長浜赤十字病院 傅ﾈｴｹlﾘ��ｬXﾎﾈ蹌�

10／14 ���-x.�+�,h*ｨ�x�,�*ﾘ,�,�+ﾘ鰾�,ﾉDi&ﾘ�ﾘ)~竟(,ﾈ哩wｹ|9d�,ﾉ�����/��ﾉ�X顗,X辷*h.h*B�滋賀県医科大学医学部付 属病院 豫yyﾘ�"�

10／29 僖i&ﾘ�,ﾈ*�.兩ｸ,ﾈ5�4�7h8�98,ﾂ�長浜市高齢福祉介護課 傅ﾈｴｹlﾘ�Tt���櫁ﾎﾈ轤�
作成について 刮≒齧蛻� 

11／2 �靜ﾈｵｨ��,�,(*(,H,ﾈﾗXｶ�,h���湖北地域介護サービス事 傅ﾈｴｹlﾘ�Tt���ｬyyﾒ�
業者協議会 倆(�X櫁ﾎﾉ�X蹴�

11／5 俘)~竟(,ﾈｬX竧.�,�,(*(,H,ﾈ彿���湖北圏域看護職連携会 �<�wｸ���ｩ&ｸ蹴�への意思決定支援 亳8�X��棹ﾊyV���ｺh橙�

11／16 �7ﾈ5x5h8x6ｨ984�,ﾈｮ��(/�ｧx-B�滋賀県理学療法士会 �<�wｸ�Tt�靜ﾈ辷腕��ｩnX醜�X櫁ﾎﾉ�X醜�R�ｬXﾎﾈ蹌�

11／21 �靜ﾈ,ﾈ+ﾘ-�,ﾉo(,ﾈ488ﾘ6��長浜米原地域医療支援セ 杯���櫁ﾎﾈ辷��ｩnR�
ンター �R�

11／28 �8ｨ5�4隰yyﾘ,h齷zx辷�/�ﾖﾈ*h.��街かどケア滋賀ネット 豫yyﾘ�"�

12／5 �靜ﾈｵｨ��ﾊH�8�Y?ﾉx�櫁��滋賀県社会福祉協議会 傅ﾈｴｹlﾘ��櫁ﾎﾉ�X蹴�

12／9 �4�6�6�985�5�4�7h8��H986ｨ984��俾��Zｨ.x+X*ﾘ+ｸ,ﾉ�ﾈ.x+X*ﾙ�h*ｸ.�+ﾒ�-�,��｢�滋賀県医科大学医学部付 属病院 豫yyﾘ�"�

1／21 �靜ﾈｵｨ��ﾊH�8�Y�磯h櫁��滋賀県社会福祉協読会 傅ﾈｴｹlﾘ��櫁ﾎﾉ�X蹴�

1／22 �靜ﾈｵｨ��ﾊH�8�Y?ﾉx�櫁��滋賀県社会福祉協議会 傅ﾈｴｹlﾘ��櫁ﾎﾉ�X蹴�

2／19 �4Dw8鳬�8,ﾉ�ﾈﾊ�,hｮ仂b�長浜市企業内人権教育推 進協議会 ��ﾙk��

3／5 �靜ﾈ�YY�9�ﾈﾝ鞋ﾉw��ﾙzｨ5ｨ7�6��ｲ�滋賀県社会福祉協議会 豫yyﾘ�"�

3／11 俤�･�辷�ｨ�:�6ﾈ6(6x8��ｸ4驗�xﾘ檍�Y]xｺﾒ�災害支援活動ネットワー 豫yyﾘ�"�∠ゝ 茶 �4驗�xﾘ橙�

3／20 �7ﾘ6��ｸ�Y�ｨｿhﾊH�2�介護労働安定センター 豫yyﾘ�"�

2．理事会開催状況

第1回（平成30年5月29日）
・第1号議案　社会福祉法人さざなみ会平成29年度決算報告について

・第2号議案　社会福祉法人さざなみ会平成29年度事業報告について

・第3号議案　さざなみ苑空調設備老朽に伴う更新工事について
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・第4号議案　平成30年度第1回定時評議員会開催日時と議案について

・監事監査報告

第2回（平成30年7月25日発送）書面決議
・第5号議案　社会福祉法人さざなみ会さざなみ苑指定介護予防短期入所生活介護

事業運営規程の一部改正について
・第6号議案　社会福祉法人さざなみ会指定介護予防通所介護事業所運営規程の一

部改正について
・第7号議案　社会福祉法人さざなみ会指定短期入所生活介護事業運営規程の一部

改正について
・第8号議案　社会福祉法人さざなみ会指定通所介護事業所運営規程の一部改正に

ついて
・第9号議案　社会福祉法人さざなみ会指定介護老人福祉施設「さざなみ苑」ユニ

ット型運営規程の一部改正について
・第10号議案　社会福祉法人さざなみ会指定介護老人福祉施設「さざなみ苑」運

営規程（従来型）の一部改正について
・第11号議案　社会福祉法人さざなみ会指定介護老人福祉施設「姉川の里」運営

規程の一部改正について
・第12号議案　社会福祉法人さざなみ会指定小規模多機能型居宅介護事業ケアセ

ンター姉川の里運営規程の一部変更について
・第13号議案　社会福祉法人さざなみ会経理規程の一部改正について

・第14号議案　社会福祉法人さざなみ会「姉川の里」施設長選任について

第3回（平成30年11月20日）
・第15号議案　社会福祉法人さざなみ会「姉川の里」の小規模多機能型居宅介事

業及び介護予防小規模多機能型居宅介護事業の廃止について
・第16号議案　社会福祉法人さざなみ会「姉川の里」の認知症対応型共同生活介

護事業及び介護予防認知症対応型共同生活介護事業の利用定員
の変更について

・第17号議案

・第18号議案

・第19号議案

・第20号議案
・第21号議案

・第22号議案

社会福祉法人さざなみ会「姉川の里」の基本財産の処分について

社会福祉法人「姉川の里」施設長の解任について

社会福祉法人「姉川の里」施設長選任について

社会福祉法人さざなみ会評議員候補者推薦について

社会福祉法人さざなみ会さざなみ苑指定居宅介護支援事業運営規

程の改正について

平成30年度第2回評議員会開催日時と議案について

第4回（平成31年3月18日）

第23号議案

第24号議案

第25号議案

第26号議案

第27号議案

第28号議案

平成30年度社会福祉法人さざなみ会補正予算（案）について

平成31年度社会福祉法人さざなみ会事業計画（案）について

平成31年度社会福祉法人さざなみ会予算（案）について
社会福祉法人さざなみ会定款改正について

社会福祉法人さざなみ会経理規程改正について

社会福祉法人さざなみ会指定認知症対応型共同生活介護事業「グ
ループホーム姉川の里」運営規程改正について
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・第29号議案　社会福祉法人さざなみ会指定介護予防認知症対応型共同生活介護

事業「グループホーム姉川の里」運営規程改正について
・第30号議案　社会福祉法人さざなみ会さざなみ苑指定短期入所生活介護事業運

営規程改正について
・第31号議案　社会福祉法人さざなみ会さざなみ苑指定介護予防短期入所生活介

護事業運営規程の改正について
・第32号議案　社会福祉法人さざなみ会組織規程の改正について

・第33号議案　社会福祉法人さざなみ会指定小規模多機能型居宅介護事業ケアセ

ンター姉川の里運営規程および社会福祉法人さざなみ会指定介

護予防小規多機能型居宅介護事業ケアセンター姉川の里運営規

程の廃止について
・第34号議案　社会福祉法人さざなみ会就業規則の改正について

・第35号議案　社会福祉法人さざなみ会契約職員就業規則の改正について

・第36号議案　平成30年度第3回定時評議員会開催日時と議案について

3．評議員会開催状況

第1回（平成30年6月14日）
・第1号議案　平成29年度社会福祉法人さざなみ会　計算書類（貸借対照表及

び収支計算書）及び財産目録の承認について
・報告事項　　平成29年度事業報告及び監査報告

第2回（平成30年12月21日）
・第2号議案　社会福祉法人さざなみ会「姉川の里」の基本財産の処分について

第3回（平成31年3月27日）
・第3号議案　平成30年度社会福祉法人さざなみ会補正予算について

・第4号議案　平成31年度社会福祉法人さざなみ会事業計画について

・第5号議案　平成31年度社会福祉法人さざなみ会予算について

・第6号議案　社会福祉法人さざなみ会定款改正について

4．評議員選任解任委員会開催

第1回（平成30年12月6日）

評議員　野村悦三氏退任に伴い　今村潤氏選任の委員会開催

5．監事監査状況
・平成30年5月26日　平成29年度監査
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平成30年度　さざなみ会事業報告

特別養護老人ホームさざなみ苑（ユニット型）部門

1．利用実績・稼働率　※定員40名 

4 迭�6 途�8 湯�10 ����12 ���2 �2�平均 1178 

延べ人数 ����r�1222 ���s"�1228 ��#C��1200 ��#C��1140 ������1174 ���cB�1223 

30　又％ 涛8�C���98．85 涛x�Ccb�99．03 �����C���100．00 �����C���9500 涛��b�9467 涛S���9862 涛c�2�

29年度％ 涛h�CsR�98．54 涛��C�b�94．91 涛��Cモ�92．83 涛8�CSB�95．00 涛X�C���96．85 涛8�C���92．66 涛H�C�"�

2．人退所状況
4月 店ﾈ��6月 度ﾈ��8月 祷ﾈ��10月 ���ﾈ��12月 ��ﾈ��2月 �8ﾈ��l合計l 171 

入所 ��1 ���1 ���0 ���0 ���2 ���2 

退所 ��� ���1 ���0 ���0 ���3 ���1 途�

3．入院状況
4月 店ﾈ��6月 度ﾈ��8月 祷ﾈ��10月 ���ﾈ��12月 ��ﾈ��2月 �8ﾈ��l合計l 127l 

実人数 �2�1 �"�1 ���0 ���4 澱�6 釘�0 

延べ日数 鉄��9 ����3 ���0 ���60 ��#"�47 鉄B�0 �3ィ�

4．利用者の状況（H31．3月末）

（1）介護度別
人数 乖Hﾘx���8�｢�

要介護1 ���0 

要介護2 迭�12．5 

要介護3 ��R�37．5 

要介護4 唐�20 

要介護5 ��"�30 

その他 �� 

合計 鼎�� 

平均介護度 �8�Cc�� 

（4）保険者別

（2）所得段階別 
人数 

第1段階 ���

第2投降 迭�

第3段脂 �#��

第4段階 ��R�

合計 鼎��

（3）年齢・性別
年齢 

最年少 田��

最年長 ���2�

平均 塔h�Cb�

性別 ��ﾉ�B�

男 途�

女 �32�

合計 鼎��

彦根市 兔HﾋH�2�長浜市 儁仗�ﾘ譎dﾈｻﾙ*ﾂ���合計 

3月末（人） �3"�3 釘�1 ��� 鼎��

割合（％） 塔��7．5 ����2．5 ��� ��
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平成30年度　さざなみ会事業報告

特別養護老人ホームさざなみ苑（従来型）部門

1．利用実績t稼働率　※定員50名
4月 店ﾈ��6月 度ﾈ��8月 祷ﾈ��10月 ���ﾈ��12月 ��ﾈ��2月 �8ﾈ��平均 

延べ人数 ��3Cr�1383 ��3#2�1406 ��CSR�1401 ��C#��1269 ��3c��1396 ��3���1433 ��3sr�

30年度％ 塔��C���89．22 塔��C#��90．70 涛8�Cビ�93．40 涛(�C���84．60 塔��C3"�90．06 涛8�CcB�92．45 涛��CSB�

29年度％ 涛h�C#b�97．87 涛h�C32�92．83 塔��C3R�89．46 塔��C�2�93．60 涛��CC��90．38 涛��C�r�95．22 涛(�Cs2�

00．0 95．00 90．00 85．00 80．00 75．00 ��2�

撃、畔 
■躍■ 

－ 

t　　　　　　　ll　　　t　Illl 4月　5月　6月　7月　8月　9月10月11月12月1月　2月　3月　平均 

＋30年度％　蝉蕗洲29年度％ 

2．人退所状況
4月 店ﾈ��6月 度ﾈ��8月 祷ﾈ��10月 ���ﾈ��12月 ��ﾈ��2月 �8ﾈ��合計 

入所 �"�1 ���2 ���2 �"�2 �"�2 �"�2 �#��

退所 �"�0 �"�2 ���2 �2�2 ���3 ���3 �#"�

3．入院状況
4月 店ﾈ��6月 度ﾈ��8月 祷ﾈ��10月 ���ﾈ��12月 ��ﾈ��2月 �8ﾈ��合計 

実人数 唐�8 途�4 釘�4 釘�9 澱�7 釘�5 都��

延べ日数 ��3"�146 ��#r�88 鉄2�50 鉄R�194 �����105 鉄��54 ���cB�

4．利用者の状況（H31．3月末）

（1）介護度別
人数 乖Hﾘr�

要介護1 ���2 

要介護2 �2�6．25 

要介護3 ��2�27．1 

要介護4 ����39．6 

要介護5 ��"�25 

合計 鼎�� 

平均介護度 �8�Cs�� 

（4）保険者別

（2）所得段階別
人数 

第1段階 迭�

第2段階 途�

第3段階 ��b�

第4段階 �#��

合計 鼎��

彦根市 兔HﾋH�2�長浜市 �,(ｽ�ﾘ譏��ﾘxﾇb�

3月未（人） 鼎R�3 ���0 鼎��

割合（％） 涛8�C��6．2 ���C��0．0 ��

（3）年齢・性別
年齢 

最年少 田R�

最年長 ���"�

平均 塔h�C2�

性別 ��ﾉ�B�

男 ����

女 �3��

合計 鼎��
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平成30年度さざなみ会事業報告
さざなみ苑ディサービス部門

75．00 65．00 55．00 ��

＿．」■＿」 
騨ミニ㌣惚′′　　　　　　　　＿ 

－ l 

Il 4月　5月　6月　7月　8月　9月10月11月12月1月　2月　3月　平均 

｛■－30年度％　椒磯間29年度％ 

2．利用者の状況（H31．3月末） 
（1）介護度別 

人数 乖Hﾘx���8�｢� 

要支援1 釘�5．1 

要支援2 �2�3．8 

要介護1 �#"�28．2 

要介護2 ����23．1 

要介護3 ��B�17．9 

要介護4 ����12．8 

要介護5 澱�7．7 

合計 都�� 

平均介護度 �(�CB� 

（4）保険者別 
彦根市l米原市 剪ｷ浜市l県外 俘xﾇb�

3月末（人） 都r�1 ���ｨ������78 

性別 ��ﾉ�B�

男 ����

女 田��

合計 都��

2．契約者の状況（H31．3月末） 
（1）介護産別　　　　　　　　（2）得段 劔 

人数 乖Hﾘx���8�｢�人数 

要支援1 ���0 ��c�&丶ｸ������R�

要支援2 ���0．00 ��c)&丶ｸ�����"�

要介護1 唐�10．25 ��c9&����������

要介護2 �#��25．64 ��cI&冕�������C2�

要介護3 �#r�34．61 俘xﾇh������s��

要介護4 ��"�15．38 

要介護5 ����14．10 

その他 �� 

合計 都�� 

平均介護度 �(�C途� 

（4）保険者別 
彦根市 兔HﾋH�2�長浜市振近江謂豊郷町 俘xﾇb�

3月末（人） 都��4 �#�����������78 
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平成30年度　さざなみ会事業報告
グループホームさざなみ苑部門

1．利用実績・稼働率　※定員9名
4月 店ﾈ��6月 度ﾈ��8月 祷ﾈ��10月 ���ﾈ��12月 ��ﾈ��2月 �8ﾈ��平均 

延べ人数 湯�9 湯�9 湯�9 湯�9 湯�9 湯�9 湯�

30年度％ �����C���96．41 塔x�Csr�100．00 涛��CcB�100．00 塔��C澱�94．44 �����C���100．00 �����C���100．00 涛x�C3R�

29年度％ 塔��Cモ�91．75 涛H�C�r�100．00 �����C���94．07 涛8�C���86．29 涛x�C�2�99．64 涛X�C#2�90．32 涛H�C#��

95．00 90．00 85．00 80．00 75．00 ����������������������������������������86ﾘ����2�

／　　　　　　　　　　　　／　　　　　＝さ麺ど竺 
Y　　　　　　　　　　▼　V 

l 4月　5月　6月　7月　8月　9月10月11月12月1月　2月　3月　平均 

－●・・．30年度％　態29年度％ 

2．人退所状況
4　　　5　　　6　　　7　　　8　　　9　　10　　11　　12　　　1　　　2　　　3　　　　　冒

‾　　　　　0　　　0　　　1　　　0　　　0　　　0　　　0　　　1　　　0　　　0　　　0　　　0　　　2

’‾　　　　　0　　　0　　　1　　　0　　　0　　．0　　　0　　　1　　　0　　　0　　　0　　　0　　　2

3．入院状況
4　　　5　　　6月　　7　　　8　　　9　　10　11　12　　1　　2月　　3月　　　盲

人…　　　　0　　　2　　1　　　0　　　0　　　0　　1　　　0　　　0　　　0　　　0　　　0　　　4

ブぐ大‾、　　0　10　18　　　0　　0　＿　0　．28　　0＿＿　　0　　0　　0　　0　　56．

4．利用者の状況（31．3月末）
（1）介護度別

人数 乖Hﾘx���8�｢�

要支援2 ���0 

要介護1 �"�22．2 

要介護2 �2�33．3 

要介護3 �"�22．2 

要介護4 ���11．1 

要介護5 ���11．1 

合計 湯� 

平均介護度 �(�Cb� 

（2）所得段階別 （3）年齢・性別
年齢 

最年少 都r�

最年長 �����

平均 涛��C2�

性別 ��ﾉ�B�

男 ���

女 湯�

合計 湯�

さざなみ苑居宅介護支援センター部門

4月 店ﾈ��6月 度ﾈ��8月 祷ﾈ��10月 ���ﾈ��12月 ��ﾈ��2月 �8ﾈ��平均 

30年度 鉄"�58 鉄��56 鉄r�58 田"�58 田��64 田��64 鉄��

29年度 鉄��61 鉄��63 田2�63 田2�61 田2�61 鉄��60 田��

60 55 50 ��x�佝8耳�86h�������������YE貂�ﾈ�2�
よ竺血　　　▲房KIこ誉融〆■三袈璽 

r〆、二もr′二一、二聾7ゴ．・む11V・”・■√一一㌦鶴が・一フ・ノ1－畑二七さ・嘉㌻‾‾馬宗野’　　　、◆ 

㌔ 

◆′ 

l　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　1 4月　5月　6月　7月　8月　9月10月11月12月1月　2月　3月　平均 

ご－ヰ研30年度　＋29年度 

2．利用者の状況（H31．3月末）

介護度別
人数 乖Hﾘx���8�｢�

要介護1 �#b�40．6 

要介護2 ��B�22．1 

要介護3 ��"�18．7 

要介護4 澱�9．3 

要介護5 澱�9．3 

合計 田B�100 

平均介護度 �(�C#R� 

年齢・性別
年齢 

最年少 田��

最年長 ���B�

平均 塔h�C��

性別 ��ﾉ�B�

男 �#��

女 鼎2�

合計 田B�
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平成30年度さざなみ会事業報告

特別養護老人ホーム姉川の里部門

1．利用実績・稼働率　※定員30名 

○ 滴ﾈ��5月 塗ﾈ��7月 嶋ﾈ��9月 ���ﾈ��11月 ��(ﾈ��1月 �(ﾈ��3月 兌ﾘｼ��
延へ人数 塔ビ�858 塔#��887 涛#"�900 塔迭�885 塔澱�854 都���904 塔sR�

30　度％ 涛��CSR�92．25 涛(�C���95．37 涛��C�2�100．00 涛h�C#2�98．33 涛c3B�9182 涛#途�9720 涛Sコ�

29年度％ 涛h�C32�98．27 涛8�Ccb�94．62 涛��C���96．77 涛X�Cc��93．89 涛x�C迭�100．00 涛��C���98．92 涛h�C���

2．人退所状況
4月 店ﾈ��6月 度ﾈ��8月 祷ﾈ��10月 ���ﾈ��12月 ��ﾈ��2月 �8ﾈ��A計 

入所 ���1 �"�1 ���0 ���1 ���0 ���0 �8ﾘ8ﾒ�����

退所 ���1 �"�1 ���0 ���2 ���0 ���0 唐�

3．入院状況
4月 店ﾈ��6月 度ﾈ��8月 祷ﾈ��10月 ���ﾈ��12月 ��ﾈ��2月 �8ﾈ��ム計 

実人数 �2�5 澱�2 ���0 ���2 �"�5 釘�1 �8ﾘ8ﾒ���3"�

延べ人数 釘�56 田��37 ����0 �3��9 �32�78 田"�27 鼎#��

4．利用者の状況（H31．3月末）

（1）介護度別
人数 乖Hﾘx���8�｢�

要介護1 ��� 

要介護2 ���33．3 

要介護3 釘�13．3 

要介護4 ��2�43．3 

要介護5 ��"�40 

合計 �3�� 

平均介護度 滴�C"� 

（4）保険者別

（2）所得段階別
人数 

第1段随 ���

第2段降 釘�

第3段階 ��B�

第4段階 ��"�

合計 �3��

長浜市 兔HﾋH�2�彦根市 俘xﾇb�

3月末（人） �#b�2 �"�30 

（3）年齢・性別
年齢 

最年少 都B�

最年長 涛b�

平均 塔b�

性別 ��ﾉ�B�

男 釘�

女 �#b�

合計 �3��
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平成30年度　さざなみ会事業報告
グループホーム姉川の里部門

1．利用実績・稼働率　※定員9名 
4月 店ﾈ��6月 度ﾈ��8月 祷ﾈ��10月 ���ﾈ��12月 ��ﾈ��2月 �8ﾈ��平均 

延べ人数 �#S"�279 �#S��273 �#s��270 �#s��257 �#s"�276 �##"�271 �#cR�

30年度％ 涛8�C32�100．00 涛(�C澱�97．84 �����C���100．00 �����C���95．18 涛x�CC��98．93 塔��C���97．13 涛h�CsR�

29年度％ �����C���91．39 塔��Cモ�96．41 �����C���100．00 �����C���92．23 都��CC��93．54 �����C���100．00 涛X�C���

■■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　▲　　　　　　　　▲ 

00 ����h+�+����X耳耳�Xｺｶﾂ�95． 85．00 75．00 �(���W(������������ﾈv����ﾈ�%��ﾂ�

V 
Il　　　　　　　　　　　l　　　　　　l 4月　5月　6月　7月　8月　9月10月11月12月1月　2月　3月　平均 

－■－30年度％　顧29年度％ 

4月 店ﾈ��6月 度ﾈ��8月 祷ﾈ��10月】11月　暮12月 ��ﾈ��2月 �8ﾈ��合計 

入所 ������������1 ���0 �������������"�0 ���0 釘�

退所 ������������1 ���0 ��｣������H����ﾇH����ﾂ�0 ���0 釘�

4月 店ﾈ��6月 度ﾈ��8月 祷ﾈ��10月 ���ﾈ���(ﾈ��1月 �(ﾈ��3月 佩�ｹh���

実人数 ���0 �"�2 ���0 ���01　　0 ���2 ���8 

延べ人数 乘��0 ��Vﾂ�・．＿＿旦L ��iYR�0 ���01　　0 �2�30 唐�66 

（1）介護産別 
人数 乖Hﾘx���8�｢�

要支援2 ��� 

要介護1 ��� 

要介護2 釘�44．4 

要介護3 釘�44．4 

要介護4 ���11．1 

要介護5 ��� 

合計 湯� 

平均介護度 �(�Ccb� 

性別 ��ﾉ�B�

男 ���

女 唐�

合計 湯�

ケアセンター姉川の里部門
1．利用実績・稼働率　※定員25名 

4月 店ﾈ��6月 度ﾈ��8月 祷ﾈ��10月 ���ﾈ��12月 ��ﾈ��2月 �8ﾈ��平均 

延べ人数 鉄c��618 田�B�616 鉄CB�480 鉄c2�599 田#2�611 �3SR�372 鉄Cb�

30年度％ 都X�Cッ�79．74 塔��CS2�79．48 都��C���64．00 都(�CcB�79．86 塔��C3��78．83 鉄��Cs��48．00 都��Cc��

29年度％ 都��C32�69．80 都X�C�b�81．29 塔H�C3��86．53 塔(�CS��77．60 都��Cビ�76．51 都h�C���76．64 都��C�2�

．　　　．V，八．鉦が4－が・、一hr一骨1、・yヰ・′∴、一二 

80．00 60．00 40．00 俟y?�?��xﾈ､dx5��ｹ�駮�vｨ,Y�友ﾘ��������?�v�,X�������������������ﾈ���ﾅ��h��4��8ﾈ6ﾘ�����#���?ｸ.��ﾈ��������ﾈ�H��+�����幽��vH���������K���8ﾈ������璽�x��8I+ｨ����*ｨ.(�����+(���

ll　　　t　l　t　l　t　ll 4月　5月　6月　7月　8月　9月10月11月12月1月　2月　3月　平均 

－－30年度％　灯ヰ、、▲≠29年度％ 

2．利用者の状況（H31．3月末）

介護度別
人数 乖Hﾘx���8�｢�

要支援1 �"�16．6 

要支援2 ��� 

要介護1 �"�16．60 

要介護2 �2�25．00 

要介護3 釘�33．30 

要介護4 ���8．30 

要介護5 ��� 

合計 ��"� 

年齢 

最年少 都b�

最年長 涛��

平均 塔x�CR�

性別 ��ﾉ�B�

男 �2�

女 湯�

合計 ��"�
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さざなみ苑（計88名）　　　　　　　職員配置状況（h31．3．31） 

施 喜It 己又 長 倬b�k�����ﾎﾂ�ｹﾒ���b�ｨ��管 理 栄 養 士 ���wｲ�贅�機 能 訓 豫X��樞�ﾎﾈ��ﾎﾂ�劍��餝�ｨX怦��補�劍+ｲ�

力 【：：＝I 貝 刮� 専 讐 貝 剔� 談 員 劔�ｲ�輦�;��e8�h�h5"�､ﾂ�轡 貝 刹ｿ 貝 剔� 医 ����b�贅�転 士 凾ﾌ 他 僊 口 計 

常 ■■1■ ��ﾒ�非 常 ��ﾒ�非 l望l ��ﾒ�常 ��ﾒ�常 ��ﾒ�非 l幾 ��ﾒ�非 l彗l 儖����;�8r�非 l塩 ��ﾒ�非 l堂l ��ﾒ�非 l醤1 

勤 仂��勤 仂��吊 勤 仂��勤 仂��勤 仂��吊 勤 仂��吊 勤 �-ﾒ�ｼ��吊 勤 仂��吊 勤 仂��吊 勤 

共 通 們��ﾉ�B�1 �"�1 �� ��3 �� �� �� ��1 ���1 �"�2 ��B�

常勤換算 ���2 ���C�� �� �2� �� �� �� ���C��1 ���CR�2 ���C"�11．6 

特 養 ⊥ 們��ﾉ�B��ﾘｼ隲x蠅� �� ��� ��� ��（1） ���1 ��B�2 �� �� �� �#��

1 ��1 �� ���C��1 ���Cr�14 ���CR� �� �� ��19．3 

ツ L 天鼠 們��ﾉ�B��ﾘｼ隲x蠅� �� ��� ��� ��（1） ��� ��R�5 �� �� �� �#2�

0．9 ��1 �� ���C��1．7 ��15 �8�CB� �� �� ��22．1 

期 入 声斥 們��ﾉ�B� �� �� ��� ��（1） ��� 唐� �� �� �� ����

常勤換算 実人数 常勤換算 �� �� ��1 �� ���C��1 ��8 �� �� �� ��10．1 

適 所 � �� �� ��� ��（1） ���1 釘�5 �� �� �� ��"�

1 �� ���C��1 ���C"�4 �(�C"� �� �� ��8．5 

G H 們��ﾉ�B��ﾘｼ隲x蠅����ﾉ�B� �� ��（1） �� �� �� 迭�2 �� �� �� 途�

0．1 �� �� �� 迭�1 �� �� �� 塗�C��

居 宅 � �� �"� �� �� �� �� �� �� �� �"�

常勤換算 �� ��2 �� �� �� �� �� �� �� ��2．0 

姉川の里（計44名） 

共 通 們��ﾉ�B�1 �2� �� �� �� �� �� ��1 �� ��1 澱�

常勤換算 実人数 常勤換算 実人数 常勤換算 実人数 ��2．6 �� �� �� �� �� �� ���C�� �� ���C2�3 

特 養 小 規 模 凵i1） �� ��� ���1 ��（1） �"�（1） ��h����｢� �� �� ��2 �#��

0．5 �� ���CR� ���1 ��0．1 ���C��0．1 ��r� �� �� ��0．7 �#(�C2�

1 �� ��� �� �� ��1 度����｢�1 �� �� �� ����

0．4 �� ���CB� �� �� ��0．4 度�Cb�0．5 �� �� �� 祷�C2�

G H 凵i1） �� �����｢� �� �� ��（1） 塗����｢�1（1） �� �� �� 途�

常勤換算 ���CR� ��0．4 �� �� �� ���CB�6．2 ���C�� �� �� ��8．4 

職員採用・退職状況（さざなみ苑） 
4 迭�6 途�8 湯�1011121 劔2 �2�－ 

彊男 �2�2 �2�0 ���1 ���0 ���0 ���1 �8ﾒ��2�

退職 ���2 ���2 ���0 ���2 ���1 ���4 ��2�

職員採用・退職状況（姉J 劔lの里） 
4月 店ﾈ��6 度ﾈ��8 湯�1011121 劔2月 �2�－ 

璽 �"�0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 �8ﾒ���2�

退職 �"�0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���1 釘�
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