
社会福祉法人さざなみ会

平成29年度事業報告

1．法人事業活動

平成29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

姉川の里において、平成29年8月7日に発生した姉川の氾濫に伴い、夜間に施

設入居者全員無事避難ができた○この避難に当たっては、施設職員が日ごろの危機

管理意識を持って業務にあたっている結果として無事避難することができた。しか
しこの避難に当たって多くの課題も出てきている、これらの課題については、行政

及び関係機関との調整を行い、利用者が安心して暮らせる施設運営に当たっていか

なければならない。

利用者の行政への報告骨折事故では、さざなみ苑においては前年度13件から6

件、姉川の里では2件から1件と対前年度半減となり、利用者の介護度が上がる中、

慎重な身体介護と見守りが出来ている結果となった。

防災の取り組みについて、姉川の里では10月6日、3月13日、さざなみ苑で

は5月30日、10月3日にそれぞれ消防署の協力のもと消防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

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」の開設を5月より実施の運びとなり、毎週火曜日

の夕刻からの実施で利用している子供さんに大変好評であり、フリースペースへは

欠席することなく参加されている。
さざなみ苑地元の城町2丁目自治会への施設（ディサービスフロア）解放を行い

自治会会議等の利用に供して地元との共存を図っている。

夏、秋の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。

（3）人材の確保と育成
29年度介護職員採用については、新卒採用はなかったが中途採用は、介護職正

職6名、準職3名、パート1名で計10名の採用となった。反面退職者は介護職正

職7名、準職5名、パート2名で計14名となった。退職事由については、転職4

名、結婚、引越し、病気、家庭事情等で8名、その他失踪等で2名となった。離職

率で9％となり全国平均は17％前後で推移しており決して高くはないが慢性的

な人材不足が続いているのが現状である。
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人材育成については、資格取得助成制度活用により6名が介護福祉士実務者研修
を受講している、前年度からの受講により介護福祉士資格取得者は6名となってい

る。

平成29年度研修の実施状況
姉川の里苑内研修

日程 侈H�86X�ｸ7ﾒ�講師 

7／31 倬hﾌﾉJﾙ�iuﾉf位H�8�佩ｹ¥��Y5ﾙ7ﾈ�｢�木下歯科衛生士 

姉川の里職員（研修委員） 
8／28 ��ｨｿh7ﾘ6��ｸﾊH�2�アニモ　田中　淳博　氏 

10／21 亅I�X�ﾜ�ｧxﾊH�2�姉川の里職員（看護師） 

11／13 ��y�ﾈﾕ9���X5�78�ｸ6�8ﾘ6(4靆H�2�姉川の里職員（研修委員） 

11／18 亅I�X���ｵｨﾊH�2�姉川の里職員（看護師） 

12／13 亅I�X���ｵｨﾊH�2�姉川の里職員（看護師） 

12／18 僖i&ﾘ�ﾊH�2�きらめき介護塾　渡辺哲弘　氏 

姉川の里外部研修
日程 侈H�86X�ｸ7ﾒ�主催 ��X霻�

4／19 �5�4�7ﾘ6ﾈ�ｸ5x88�ｸ,ﾈ+ﾘ-�,ﾈ5��4�7h8�99zx粂,ﾉ_ｹ/h��湖北介護支援専門員連 　絡協議会 杯�靜ﾈ辷��ｩnR�蹴�

4／20 从��陞靜ﾈ辷�馼ｼh�ﾊH�8橙�長浜市 杯�靜ﾈ辷��｢�nX蹴�

4／21 ��ﾘ檍�XﾊH�8橙�湖北地域介護サービス 事業所協議会 ��ﾘｨr�

5／19 �5h6ｨ4��ﾈﾞ�*ｨｨ頴H,X*ｸ.��X�｢�,8*ﾘ.��介護労働安定センター ��ﾘｨr�

6／9 倬hｼh�ﾏｩ�hﾜﾉw��俟ﾈ�Y�ﾈﾊ�ﾅｲ�長浜市企業内人権教育 ��ﾙk�ﾅy+r�
発担当者研修会 ��I�仄hｶ8橙�

6／13 兀H岑,ﾈ4ﾈ888ｨ4���ｬyyﾙ�X,ﾈ4ﾂ�888ｨ4�/�ﾖﾈ*h.��介護労働安定センター ��ﾘｨr�

6／22，23 冉�隰yyﾘ�(ﾗX��湖北地域消防本部 傅ﾈｴｹlﾘ��ｬyyﾘ�"�

6／24 ��y�ﾈﾕ9��5ｸ8ﾘ5ｨ7�6��ｲ�滋賀県社会福祉協議会 杯���5r�

6／27 僖i&ﾘ�櫁ﾎﾈｮ��(ﾊH�2�滋賀県社会福祉協議会 傅ﾈｴｹlﾘ��4ﾒ�

7／12，20，31 8／23，10／26 僖i&ﾘ�櫁ﾎﾈ����6x5��ｸﾊH�2�滋賀県社会福祉協議会 杯�靜ﾈ辷��｢�nX蹴�

7／13，8／31 �靜ﾈｵｨ��ﾊH�85�6X6(7c�:鞐ﾂ�櫁��滋賀県社会福祉協議会 杯���5r�

7／13，8／10 �靜ﾈ暹/h,ﾈｮ��(/�ｧx-B�滋賀県社会福祉協議会 杯���5r�

7／23 �*ｨ/�7H4��ｸ8�8�� ��ﾘｨr�

7／23 僖i&ﾘ�5H7ﾈ�ｸ6xﾊH�2�湖北地域多職種連携地 ��ﾘｨr�

8／17 侘馭ｹ&闔i�ﾙ�X顥��ﾆxﾊH�8橙�域リーダー会議 傅ﾈｴｹlﾘ��ｬyyﾘ�"�

8／26 俘y:�H�2�小規模多機能部会 ��ﾘｨr�

9／7 弌ﾉ�8支髦�X櫁ﾎﾈｷ鮎id���k陞��滋賀県 ��ﾙk��

9／15 僖i&ﾙuﾉf�,ﾈ+ﾘ-�,番4�/�&ﾒ�田中ビジネスサポート ��ﾘｨr�
るセミナー 乘H�檍���
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10／1 �&闔h�9|8櫁ﾎﾈ7H4��ｸ8�8��Y&ﾒ�,�,H*(-ﾈ+x*��胃ﾙ�闔9|8.(樞�ﾎﾈ,ﾈ馼�b�長浜米原地域医療支援 　センター 傅ﾈｴｹlﾘ��ｬXﾎﾈ蹌�

10／4，5 傅ﾈｴｹlﾙ�ﾘｴ�Eﾈﾅ�5H�ｸ7(5�9佗b�滋賀県社会福祉協議会 杯���櫁ﾎﾈ辷��｢�
画作成担当者研修 剿蛻� 

10／11，12 僖i&ﾘ��陌霰�5H�ｸ7(5磯hｼhｬr�yﾘ�(ﾊH�2�滋賀県社会福祉協議会 傅ﾈｴｹlﾘ��ｬyyﾘ�"�

巨0／13 亶9�(ﾊH�8�y�xｽ�,��h-餮94ｹ���湖北地域介護サービス 杯���5r�ケアから考える』 倬hｼh�(ｺhｶ8橙�

10／13 �+ﾈ�8辷�4�6(4�6�8ｸｨ駅�5ｨ7��ナリコマエンタープラ �<�wｸ��ｬyyﾘ哩wｸ贅�
ナー �485��

10／26 �靜ﾈｵｨ��ﾊH�2�滋賀県社会福祉協議会 傅ﾈｴｹlﾘ��5r�

10／16，31 11／13 ��Xｼh,h+X,H,ﾈ�x櫁ﾎﾉ?ﾉnXﾗXﾜ����滋賀県社会福祉協議会 　長浜市 杯���5r�
「介護支援専門員に期待され 僭H　介護支援専 

る専門性と役割 剿蛻� 

11／14 �靜ﾉ]ｸﾊ��y7�,ﾉ:靠ﾈ�y&闔i^��ｨx5�4�鳬�8,从�-�.x.ｨ.�.�,ﾂ�,h,ﾘ���湖北地域介護サービス 　事業者協議会 ��ﾘｨr�

11／16 僖i&ﾘ�櫁ﾎﾈｮ��(ﾊH�2�滋賀県社会福祉協議会 杯���5r�

11／17 ��ﾈﾝ�.�(Y�9�侈H�8�Xﾆ�8�(,ﾂ�+ﾘ-�,ﾈｸ�-�.��ﾈﾝ�,h,ﾈ�岳*"�_ｸ�X支,I_ｸ�b�彦根愛知犬上介護保険 　事業者協議会 ��ﾘｨr�

11／19 �+ｸ,ﾉ�ﾈ.x+X+8/�6�4�-����ﾉ�｢�特定非営利活動法人 傅ﾈｴｹlﾘ��ｬyyﾘ�"�
手のお仕事～ 丼�*�,x5�4���棹6ﾈ6(6r�

11／20 俘)~�<hｸ�,ﾉ_ｸ,ﾉ&闔h,h,ﾈｭh.ﾒ�.�/�ｭﾈ-�+ﾙ�阡�+)���湖北圏域看護職連携会 議 傅ﾈｴｹlﾘ��ｬXﾎﾈ蹌�

11／22 冖8ｯｨﾍ冽�5ﾘｫyIx.���7��ｸ6x,ﾂ�ﾅ��ﾕ��h,�(ﾘ�8/�[ﾙ�ﾃ3�D��滋賀県社会福祉協議会 ��ﾘｨr�

11／27 豫X竧.葦ｨ,�*�*�.凉駅��(彿���湖北地域介護サービス 傅ﾈｴｹlﾘ��ｬyyﾘ�"�
へのアプローチについて 倬hｼh�(ｺhｶ8橙�

11／28 亅I�Xｬyyﾘ8ｨ5�4�7ﾘ6ﾈ5x8�986r�一般社団法人滋賀県病 ��ﾘｨr�
研修会 ��ｺh橙�

11／28 ��ﾉD靜8ﾊ��y7位H�2�長浜市社会福祉協議会 杯���4ﾒ�

11／28 �靜ﾉ7亜ﾉ��ﾊH�8橙�滋賀県介護サービス事 業者協議会連合会 傅ﾈｴｹlﾘ��5r�

11／29 �靜ﾉ�X醜,ﾈ+ﾘ-�,ﾈｬX竧.�顋R�滋賀県老人福祉施設協 ��ﾘｨr�
技術向上研修 亳8橙�

12／13 俾凛x辷�,i&闔h攣��/�7ﾘ6ﾈ5r�8�986x+x.�4�5ｨ5�8�986x,ﾈ薰�d�ﾊH�2�湖北介護支援専門員連 絡協議会 杯�靜ﾈ辷��｢���nX蹴�

12／14，1／24 �靜ﾈｵｨ��ﾊH�85�6X6(7c)G)��櫁��滋賀県社会福祉協議会 杯���5r�

1／16 ��ｩ&ｸ��,ﾉgｸ�,hｮ馮ｹ4�,瑛｢��ｨｵｨ���滋賀県社会福祉協議会 杯���5r�

1／18 倡ｹ�ﾙ+xﾊH�8橙�近畿老人福祉施設協議 会 ��ﾘｨr�

事業所内公正採用選考・人権 啓発担当者研修会 俾�棹ﾊxⅸﾔ握�Y┼:ﾙYB�総務課長 



1／25 �靜ﾉ�X醜,ﾈｬX竧.�靜ﾈｵｨ��ﾏﾂ�滋賀県老人福祉施設協 杯���櫁ﾎﾈ辷��｢�
上研修会 亳8橙�門員 

1／27 �5�6x�ｸ7ﾘ5�4�5ｨ7�6��ｲ�コンパテックジャパン 株式会社 杯�靜ﾈ辷��｢���nX蹴�

1／30 倆�醜*ｨ�-�.冏ｹ9h,ﾉyﾙu(��8｢�滋賀県社会福祉法人経 ��ﾘｨr�
テンション対策の進め方～ �8�(ｺhｶ8橙�

2／1 僖i&ﾘ�櫁ﾎﾈｮ��(ﾊH�2�滋賀県社会福祉協議会 杯���5r�

2／4 �靜ﾉ]ｸﾊ�ﾉ.��X6ﾘ�ｸ8ｨ7H6X4"�日本認知症グループホ ��ﾘｨr�
ング研修 ��ｸ8�ｺh橙�

2／9 ��ﾉD靜8ﾊ��y7�,�,(*(,B�特定非営利活動法人き ずなの会 ��ﾘｨr�

2／10 ��Y&闔hｺI�h��檍�h/�ﾖﾈ*h.����櫁ﾎﾉ]ｸﾊ��y7亜ﾉ�8,ﾈ7ﾈ48986r�,h櫁ﾎﾉY�8齎,ﾉo�ｨH���滋賀県介護福祉士会 ��ﾘｨr�

2／20 从��陞靜ﾈ辷�馼ｼh�ﾊH�8橙�長浜市 ��ﾘｨr�
職員定着化研修 俾�棹ﾊx��檠Y�8ｺhｶ8橙�′J、規模　管理者 

2／24 ��X�8輊ﾈ�.育�x�h/�ﾖﾈ*h.侈B�長浜市成年後見・権利 ��ﾘｨr�
修会 况佩ﾈ5ｨ985��ｲ�

2／27 �&闔h,ﾉf胃�,hｮ仂if胃�ﾗX�橙�長浜市防火保安協会 ��ﾘｨr�

3／5 ��ﾈﾝ隕ﾙ]ｹ�鞜HﾊH�8橙�滋賀県社会福祉協議会 ��ﾘｨr�

3／14 �ｹ��/�ｺItﾈ+X*�*h.刎(+Y_ｲ�滋賀の縁創造実践セン ター 杯���5r�

さざなみ苑　苑内研修

日程 侈H�86X�ｸ7ﾒ�講師 

4／8．17 �靜ﾈｵｨ��]xｺﾘ橙�苑職員 

5／18．25 丿H岑,i�磯b�苑職員 

6／16 ����ﾈｭhﾅx/�|x*ﾘ+x.�5(7�6ｨ5�5h8x92�エイデル研究所　小林先生 

7／13．19 �8�985�8ｸ-h8ｸ5�4��介護労働安定センタ前野先生 

8／24．28 亶霍ﾙ�陌��苑職員 

9／28 傴�+�.ｩf育��市立HP伊藤・西村先生 

10／1 �6ﾘ8ﾘ5h7�8X8ﾈ�ｸ5h8x92�苑職員 

11／8．24 ��>�JﾙUﾈ��6h48�U5x�T4ﾘ�｢�苑職員 

11／14 �靜ﾈ5�4�,hｫI�Y�鞜B�市立HP　谷先生 

12／8．13 ��>�JﾙUﾈ��8h6ｨ6(6x�｢�苑職員 

1／17．25 ��>�JﾙUﾈ�偖ﾙx��｢�苑職員 

2／21．26 ��ﾈﾊ�ﾊH�8���y�ﾈﾕ9���Xｷ9�(�｢�彦根市人権政策課　福原先生 

3／14．23 ��>�JﾙUﾈ��58�Tt��｢�苑職員 

4



さざなみ苑　外部研修
日程 劍��ﾊH�86X�ｸ7ﾒ�[ﾙ�ﾃ#僖�7欝hﾚｨ�8櫁ﾎﾈ辷��ｩnX什9刋�xﾘ橙�[ﾙ�ﾃ#僖�7偉�8ﾉ&闔i�阡�辷�8ｸ�ｸ8ｹUﾘ廁ﾉ�����馼ｼiV�栞櫁ﾎﾈ辷��ｩnX醜ﾘy:��2� 偃X��ﾜ2�職種 

5／22 劔 儺hﾚｨ�8�9|9Y�9�I��ｲ�CM 

6／23 劔寸 俾�棹ﾊxﾌ�8ﾈﾉ(ﾔ餾�8駟k��� �4ﾒ�

6／27 劔[ﾙ�ﾃ#僖�7吋i&ﾘ�櫁ﾎﾈｮ��(ﾊH�2� 俾�棹ﾊx��檠Y�9d��ﾈ��棹ﾊr���檠Y�8ｺhｶ8橙� 豫Xﾎﾈ蹌�

6／27 劔[ﾙ�ﾃ#僖�7��c����ｩ&ｸｴ�ｭhﾏ�zﾈ橙� 儺hﾚｨ�8��檠Y�8ｺhｶ8檠&闔iY���8擺� �靜ﾈ攣+r�

6／28．29 劍���8,�靜ﾈ�們�ｵｨﾗXﾜ��S)?ｨｭI4�.ｨ����｢�郢�T��������"� 佇隱x7X8ｨ5(8��ｸ5x8X5h8(8H7ﾘｮ��柯6h5X4892� ��h��5r�

7／18 劍ﾌ永IYHｭ�櫁ﾌ永H馼ﾌﾈ�X8ｨ5�4�7ﾘ6ﾈ988�986x,�,(*(,B��饑�ﾏ�ｫx橙� 儺h芥ﾊ(櫁ﾎﾉ]ｸﾊ�hｼh�(ｺhｶ8橙�郢�ﾙYH橙� �靜ﾈ攣+r�

7／22 劔�c�x����棠�顋ﾘ5ｨ7�6��ｲ����������#�|ﾒ� 俾�棠�顋ﾘ5ｨ7�6��ｸｺHﾜ85��ｸ5b��ｸ4�42� 豫Xﾎﾈ蹌�

8／17 劔G)�5�4�5ｨ7�6��ｳ#��s�韭�棹��ｹ�|85�4�ｮ馮ｸ,b�地域ケア研究所、ケアオブ・クロ ーバー株式ム社 � �靜ﾈ攣+r�
スキンケアの実際、認知症を寺つ方への排泄ケア 

8／24 劍�����������������ﾌ�8ﾈﾉx刺ﾘ)~竟(哩wｸ5�4���xﾘ橙�　エコ買 湖東健康福祉事務所（彦根保健 所） � 豫yyﾘ哩wｸ贅�

9／6　　第1回合同研修会（認知症について） 劔彦根、愛知、犬上介護保険事業 者協議会 � �靜ﾈﾅy+r�

9／26 剋{設部会施設ケアマネの情報交換会 剳F愛犬介護保険事業者協議会 施設部会 � �靜ﾈ攣+r���

9／21 剽�p者の≪マイケアプフン≫を支援する、ケアマ ネージャーの役割 剳F根市 � �4ﾒ���

10／3 剔�2回合同研修会（災害に関する研修） 平成29年度栄養ケア研修会「食事形態アップの タイミングーSTからみた評価ポイントー」 剳F根、愛知、犬上介護保険事業 者協議会 � �4ﾒ���

10／13 劔湖東健康福祉事務所（彦根保健 所） 刳ﾇ理栄養士 剪�

10／5 剋幕ﾆ者支援セミナー 剏�v財団法人介護労働安定セン ター 剋{設長 剪�

10／20． 11／13　平成29年度介護福祉士実習指導者講習会 劔一般社団法人滋賀県社会福祉 士会 刄fイ　CW 剪�

12／．8．21 兌ﾙ�ﾃ#僖�7或�Y��ﾉY�8郢�ﾘｺhｶ8檍郢�ﾙ+r�ﾊH�8橙�

1／18．19 劔近畿老人福祉施設協議会・滋賀 県老人福祉施設協議会 剋{設長 剪�

11／16 �6ﾈ6(6x8��ｸ4�7H4��ｸ8�8�,�.x-�,��ﾉ�X顗ﾏ�zﾈ橙��(�ﾈ����*)D�6｢�凵@田口又カカロ我＝ミ 彦根愛知犬上会議支援専門員 連絡協議会 僂M 剪�

11／21～26 11／23 兌ﾙ�ﾃ#僖�7一�%XﾊyDi&ﾘ�櫁ﾎﾈ���逸(ﾊH�2�[ﾙ�ﾃ#僖�7胃ﾙ�闔9|85ｨ7�6��ｲ�[ﾙ�ﾃ#僖�7�駅ｸ5�4�ﾊH�8檍�Xﾊ�+ﾙmｨ.�*�*(+X*"�剋｠賀県 刮� 剞ﾇ係長 ��

滋賀県医師会、滋賀県 刳ﾅ 剔綜t ��

11／30 劔湖東健康福祉事務所（彦根保健 刳ﾇ理栄養士 剪�
ペースト食の作り方」 平成29年度認知症ケア研修「食べてもらえない」口 を開けない認知症の方の支援アプローチ 劍��｢�

1／29 劔滋賀県介護福祉士会 剞ｶ活相談員 剪�

12／7 ����ﾈｧxｾi&闔h5�4�檍ｶ2�剳F根市地域包括支援センター 僂M 看護師 剪�

11／24 ��c8��ﾘy:�H�8檍�亅I�X�,�,(*(,H�｢�剳F根、愛知、犬上介護保険事業 者協議会 劔��

12／16 兌ﾙ�ﾃ#僖�7�靜ﾈ���轌;��(ﾚy&ｸ橙�凾ﾑわこ学院大学 ケアオブクローバー 刮� 剏W長 ��

1／29 ��:�ﾆ8��6�486x5ｨ7�6��ｶ夜¥HﾋI�ﾈｭHｭhﾅx4ｨ485ｸ92�蔬��劔ソ 介 看 凵戟R 係長 ��
石闘 　士、古市 劔劍蹌�

1／30 �6ﾒ�8ﾒ�佻98ﾉ&闔i�阡�辷�8ｸ�ｸ8ｹUﾘ廁ﾉ�:(馼ｼiV����X樞��x辷��ｩnX醜ﾘy:��2�彦根市地域包括支援センター 僂M 剪�

1／30 �&闔h5�4�檍ｶ9�I�侈H�8橙�剳F根市地域包括支援センター 僂M 剪�

3／20．22．27 ��iG��X醜,i�h����檠�ﾈ,ﾈ+ﾘ-�,ﾈ7ﾘ6仄��ｨｿhﾊH�2�棈*(+x*ｨ����,冰�*h.�Xｻ�,h淤��d��劔 剪� 公益財団法人介護労働安定セン ター 僂W・SW 

2／10 劔関西看護ケア研究会 刮諟�W長 剪�
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（4）経営基盤の安定

法人資金収支は対前年43・3％減（751万）となった。寄付金収入を除外す
ると対前年81％減（△1100万）となり、さざなみ苑ショートステイとディサ
ービスで対前年△1100万となり、これらの事業の稼働率の低調が大きく起因し

ている0拠点別では、姉川△515万（対前年＋513万）、さざなみ苑△832万

（対前年△771万）、ユニット2098万（対前年△316万）となった。

入居者の利用状況で入院延べ日数が、姉川の里381日（対前年＋83日）、さざ

なみ苑1117日（対前年＋529日）、ユニット559日（対前年＋381日）と

なり全体で2057日（対前年＋993日）となった。入居者の年齢が高くなって

きていることが起因した結果となった。

2．理事会開催状況

第1回（平成29年5月31日）
・第1号議案　社会福祉法人さざなみ会平成28年度決算について

・第2号議案　社会福祉法人さざなみ会平成28年度事業報告について

・第3号議案　社会福祉法改正に伴う社会福祉法人さざなみ会役員候補者推薦

について
・第4号議案　平成29年度第1回定時評議員会開催日時と議案について

・第5号議案　社会福祉法人さざなみ会「育児・介護休業等に関する規則」改

正について
・監事監査報告

第2回（平成29年6月28日）
・第6号議案　社会福祉法人さざなみ会理事長の選定について

・第7号議案　社会福祉法人さざなみ会業務執行理事の選定について

・第8号議案　社会福祉法人さざなみ会　福祉サービス提供に係わる第三者委

員規程の改正について
・第9号議案　社会福祉法人さざなみ会　評議員選任・解任委員の辞任と選任

について

第3回（平成29年11月27日）
・第10号議案　社会福祉法人さざなみ会

の改正について
・第11号議案　社会福祉法人さざなみ会

・第12号議案　社会福祉法人さざなみ会

・第13号議案　社会福祉法人さざなみ会

・第14号議案　社会福祉法人さざなみ会

・第15号議案　社会福祉法人さざなみ会

・第16号議案　社会福祉法人さざなみ会

・第17号議案　社会福祉法人さざなみ会

営規程」の改正について
・第18号議案　社会福祉法人さざなみ会

程の改正について

6

「育児・介護休業等に関する規則」

「就業規則」の改正について

「契約職員就業規則」の改正について

「定款細則」の改正について

「経理規程」の改正について

「経理規程細則」の改正について

「個人情報保護規程」改正について

「さざなみ苑指定居宅介護支援事業運

「さざなみ苑指定通所介護事業運営規



・第19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通所介護事

業運営規程」の改正について

第4回（平成30年3月20日）
・第20号議案　社会福祉法人さざなみ会

・第21号議案　社会福祉法人さざなみ会

・第22号議案　社会福祉法人さざなみ会

・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

社会福祉法人さざなみ会
いて

社会福祉法人さざなみ会

社会福祉法人さざなみ会

社会福祉法人さざなみ会
正について

社会福祉法人さざなみ会
て

社会福祉法人さざなみ会

根市介護予防・日常生活支援総合事業指定第一号通所事業（介

護予防適所介護相当サービス）運営規程」の制定について
・第29号議案　平成29年度第2回評議員会の開催日程と議案について

3・評議員会開催状況

第1回（平成29年6月28日）
・第1号議案　平成28年度社会福祉法人さざなみ会事業報告について

・第2号議案　平成28年度社会福祉法人さざなみ会決算報告について

・第3号議案社会福祉法人さざなみ会役員等幸柳および費用弁償規程の承認

について
・第4号議案　社会福祉法人さざなみ会理事選任について

・第5号議案　社会福祉法人さざなみ会監事選任について

・監事監査報告

第2回（平成30年3月29日）
・第6号議案　平成29年度社会福祉法人さざなみ会補正予算案について

・第7号議案　平成30年度社会福祉法人さざなみ会予算案について

・第8号議案　平成30年度社会福祉法人さざなみ会事業計画案について

4・評議員選任解任委員会開催
・平成29年5月26日

5．監事監査状況
・平成29年5月26日　平成28年度監査

7

補正予算案について

30年度予算案について

30年度事業計画案について
「ハラスメント防止規程」制定につ

「就業規則」改正について

「契約社員就業規則」改正について

「育児・介護休業に関する規則」の改

「母性健康管理措置規程」制定につい

「さざなみ苑ディサービスセンター彦



平成29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月 

● �� �� �� �� �8ﾈ���#�r� 

延べ人数 29年度％ ���sb�田sR�1236 ����c��1181 9491 ��##"���モ�1190 ���#�R�1174 �"���ヲ�1月 1195 �(ﾈ�������兌ﾘｼ����モ�

93．54 9720 �� ��93．90 98．20 涛(�Ccb�嶋�C�B� 

28年度％ 涛��C���99．67 涛x�CC��9520 涛ゴB�9916 �9783 涛X�C���96．85 剴滴�C�"�度�CcB�
95．90 劔劔�96．37 

2．人退所、 ��8ｻR�Hﾈ貭�

●　－ �� ��●　＝ �� �� �8ﾈ����合計 

入所 �"�0 ���0 �"�0 �"�2 佇����1月 　0 �(ﾈ������

退所 ���0 ���0 ���2 �"�0 ���0 ���1 ������

3．入院状況 

●　－ �� �� ��112月 15 �� ��8ﾈ���2�∠ゝこ 

実人数 延べ人数l ���1 �"�3 澱�2 迭�6 �1月 　3 �(ﾈ����B�綿ﾏｸﾇb��C���SS鳴�

12 ����22 田2�99 �2�66 鉄r�51 �3��63 田b�

4・利用者の状況（H30．3月末）

（1）介護度別 
人数 乖Hﾘx���8�｢�

要介護1 ��� 

要介護2 ����25．6 

要介護3 ����25．6 

要介護4 唐�20．5 

要介護5 ����28．2 

その他 �� 

合計 �3�� 

平均介護度 �8�CS�� 

（4）保険者別

（2）所得段階別 
人数 

第1段降 ���

第2段階 澱�

第3段階 ����

第4段階 ��B�

合計 �3��

（3）年齢・性別 
年齢 

最年少 田��

最年長 ���"�

平均 塔x�CR�

性別 ��ﾉ�B�

男 澱�

女 �32�

合計 �3��

彦根市 兔HﾋH�2�長浜市 �,(ｽ�ﾘ譎dﾈｻﾙ*ﾂ���ム計 

3月末（人） 一三一・ �3��3 釘�1 ��� 册85%"���3��

79．5 度�Cr�10．3 �(�Cb� �� 

8

3月末実人数 
年齢 ��ﾉ�B�
～59 ���

60～69 ���

70～79 釘�

80へ′89 ��r�

90～99 ��b�

100～ ���

合計 �3��



平成29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

2．人退所、 ��8ｻR�

12月 1 �� ��ムこ 

入所 退所 ���0 ���0 ���0 �"�3 �1 �(ﾈ����3月 　2 佰ｸﾇb��2�

月 ������������������剴��2 ���3 ���1 �2�0 ��"�

3．入院状況 　　4月　5月 

実人数 延べ人数 �� 塗ﾈ��7月 嶋ﾈ��9月 ���ﾈ��11月 ��(ﾈ��1月 �(ﾈ��3月 綿ﾘxﾇb��cr�3 34 �"��"�4 49 釘�����6 143 湯��S��llO t1341 ������cR�7 釘�7 �"�

120 �����130 田"�1117 

4・利用者の状況（H29．3月末）

（1）介皿全量塵過し＿ 
人数 乖Hﾘr�

要介護1 �"� 

要介護2 �2� 

要介護3 途� 

要介護4 �#�� 

要介護5 ��b� 

合計 鼎�� 

平均介護度 �8�C釘� 

（4）保険者別

（2）所得段階別 
人数 

第1段階 �2�

第2段階 湯�

第3段階 �#��

第4段階 ��b�

合計 鼎��

彦根示 兔HﾋH�2�長浜市 仗�ﾘ譏��8�ﾇb�

3月末（人） 鼎R�4 ���0 ��ﾈ�h�ｨ8ﾒ���C��

割合（％） 涛"�8 �� ��

性別 ��ﾉ�B�

男 湯�

女 鼎��

合計 鼎��
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3月末実人数 

年齢 ��ﾉ�B�
～59 ���

60～69 ���

70～79 澱�

80～89 �#2�

90～99 ��b�

100～ �2�

合計 鼎��



平成29年度さざなみ会事業報告

さざなみ苑ショートステイ部門

2・利用者の状況（H30．3月末）

（1）介護度別 
人数 乖Hﾘx���8�｢�

要支援1 ��� 

要支援2 ��� 

要介護1 唐�14．00 

要介護2 ����33．30 

要介護3 ����19．30 

要介護4 ����17．50 

要介護5 唐�14．00 

その他 ���0．02 

合計 鉄r� 

平均介護度 �(�C�2� 

（4）保険者別

（2）所得段階別 
人数 

第1段階 釘�

第2段階 途�

第3段階 湯�

第4段階 �3r�

合計 鉄b� 性別 ��ﾉ�B�

男 湯�

女 鼎��

合計 鉄r�

三≒天∴主≡＝＼亨≡三羊貢三二ヲ二二三二三≒室≒

10

3月末実人数 
年齢 ��ﾉ�B�
～59 ���

60～69 ���

70′｝79 澱�

80～89 �#B�

90へ′99 �#r�

100～ ���

合計 鉄r�



平成29年度さざなみ会事業報告

さざなみ苑ディサービス部門

2・利用者の状況（H30．3月末）

（）介護度（1）介護度別 

人数 乖Hﾘx���8�｢�

要支援1 �8 ����C��

要支援2 �2 �(�C��

要介 �9���17 �#8�Cb�

要介 冕�"�18 �#R�

要介 冕�2�15 �#��C��

要介 �9��8 ����C��

要介 冕�R�4 店�Cb�

合計 �72 ��

平均介護度 �2．42 ��

（4）保険者別

彦根市 兔HﾋH�2�長浜市 侈x､��合計 

3月末（人） 田��3 ���0 ���s"�

割合（％） 涛X�C��4．2 �� ��

性別 ��ﾉ�B�

男 ����

女 鉄B�

合計 都"�

1且

3月末実人数 

年齢 ��ﾉ�B�
～59 ���

60～69 ���

70～79 澱�

80～89 鼎"�

90～99 �#B�

100～ ���

合計 都"�



平成29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 

l l延べ人数 129年度％ 滴ﾈ��#C��5月 塗ﾈ��7月 嶋ﾈ��9月 ���ﾈ��11月 ��(ﾈ��1月 �(ﾈ��3月 兌ﾘｼ��

256 �#SB�279 �#s��254 �#c��233 �#s��278 �#C��252 �#S��

● �� 

28年度％ 涛��CS��97．49 涛8�Cs��97．84 涛8�C���100．00 �����C���100．00 �����C���94．26 �����C���95．69 涛H�C#��度�CSb�

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��ム計 

杢彗 ���0 ���0 ���0 ���1 ���0 ���2 佰ｳb���R�

退所 ���0 ���0 ���0 ���1 ���0 ���2 迭�

4．利用者の状況（H30．3月末）

（1）介護度別
人数 乖Hﾘx���8�｢�

要支援2 �0 ��

要介 ��s��2 �#(�C"�

要介 俤ﾓ"�3 �38�C2�

要介 ��s2�3 �38�C2�

要介 ��sB�1 ����C��

要介 ��sR�0 ��

合計 �9 ��

平均介護度 �2．3 ��

（2）所得段階別 （3）年齢・性別
年齢 

最年少 塔��

最年長 涛��

平均 涛��C2�

性別 ��ﾉ�B�

男 ���

女 湯�

合計 湯�
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平成29年度さざなみ会事業報告

さざなみ苑居宅介護支援センター部門

1．プラン件数 　14月l 

3月 兌ﾘｼ��
29年度 鉄��61 鉄��63 田2�63 田2�61 田2�月 61 �(ﾈ��

28年度 田��60 田��60 鉄��59 鉄r�58 鉄r�60 鉄��c2�160 59 姪c��S��

2・利用者の状況（H30．3月末）

介護度別
人数 乖Hﾘx���8�｢�

要介護1 �#��33．3 

要介護2 ��r�28．3 

要介護3 ��2�21．7 

要介護4 澱�10 

要介護5 釘�6．7 

合計 田�� 

平均介護度 �(�C#�� 

年齢・性別
年齢 

最年少 鉄��

最年長 涛R�

平均 塔H�Cr�

性別 ��ﾉ�B�

男 �#B�

女 �3b�

合計 田��

3月末実人数 

年齢 ��ﾉ�B�
′、′59 ���

60～69 ���

70～79 ����

80～89 �3��

90～99 ��r�

100～ ���

合計 田��
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平成29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 

3月 l920 ��
延べ人数 塔cr�914 塔C2�880 ���3��������1　871 ����ン��1　845 ��(ﾈ�������1月 930 �(ﾈ���#B�兌ﾘｼ��ピ��

29年度％ 涛c32�9 ��9462 
98．09 97，851 �� 

28年度％ ��度�Csr�88．70191．77l �98：701 �����C��ﾂ�98：88I 涛x�cイ��．89 98．881 ��度�C迭�塗�C#2�100．00 96．77 冤98．92 98．701 姪塗�C���塗�Cィ�

2．人退所l �ｩ�ｸ�ﾂ�Hﾈ��Xﾈ���

3月 10 ��
入所 退‾ ���1 ���0 ���0 ���2 ��(ﾈ������1月 　0 �(ﾈ������俘xﾇb���R�

■ �� ��1 ���0 ���1 ���0 ���1 澱�

3．入院状況 　　4月15月1 

3月 　0 ��
実人数 延べ人数 �"�1 �2�4 釘�3 迭�4 ��(ﾈ����"�1月 　0 �(ﾈ����俘xﾇb�#��

25 �2�57 鉄��92 �#��40 鉄��19 ���1至 ���381 

4・利用者の状況（H30．3月末）

（1）介護度別 
人数 乖Hﾘx���8�｢�

要介護1 ��� 

要介護2 �"�6．7 

要介護3 釘�13．33 

要介護4 ����36．7 

要介護5 ��2�43．3 

合計 �3��100 

平均介護度 滴�C�r� 

（4）保険者別

三．≒頁∴主≒二≒妻；三二三十≒二

性別 ��ﾉ�B�

男 釘�

女 �#b�

合計 �6"�
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3月末実人数 

年齢 ��ﾉ�B�
～59 ���

60～69 ���

70～79 �2�

80～89 ��R�

90～99 ��"�

100′｝ ���

合計 �3��



平成29年度さざなみ会事業報告

ケアセンター姉川の里部門

‾‾‾「召ig‾‾‾ 

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 

2利用者の状況（H30L・↑リ√口1ヨUノ1六三兄LH30．3 介護度別 

人数 乖Hﾘx���8�｢�

要支援1 �"�10 

要支援2 ���5．00 

要介護1 迭�2500 

要介護2 澱�3000 

要介護3 �2�15．00 

要介護4 �2�1500 

要介護5 ���000 

合計 �#�� 
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3月末実人数 

年齢 ��ﾉ�B�
～59 ���

60～69 ���

70～79 釘�

80～89 ����

90～99 迭�

100～ ���

合計 �#��



平成29年度さざなみ会事業報告

グループホーム姉川の里部門

2．人退所t ��8ｻR�Hﾈ���Xﾈ���hﾈ��

入所 退所 �� �� ��ﾈ���ﾂ�●　一 �� �� ��3月 　0 ��ｨ�H魎�0 0 �����0 0 �����0 0靂 免������lo Io ������fﾂ�0 ���0 凵yコロ 　0 

0 ���0 ���0 

3．入院状況 　　4月　5月 

実人数 延べ人数 �� 澱�7 唐�9 ����11 ��"�1 �"�13月 　0 ��ｨ�H���0 0 ���#B�1 30 ���0 ���0 ���2 �2�0 刄鴻� 　9 

10 ���0 ���21 田��18 ���0 ��c2�

4．利用者の状況（H29．

（1）介護度別 

人数 乖Hﾘx���8�｢�

要支援2 ��� 

要介護1 �"�22．2 

要介護2 ���11．j 

要介護3 ���11．1 

要介護4 �2�33．3 

要介護5 �"�22．2 

合計 湯� 

平均介護度 �8�C#"� 

（4）保険者別

套≡≡‾こ

性別 ��ﾉ�B�

男 ���

女 唐�

合計 湯�
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8月末実人数 
年齢 ��ﾉ�B�
～59 ���

60～69 ���

70～79 ���

80～89 迭�

90～99 釘�

100～ ���

合計 湯�



平成29年度さざなみ会事業報告

職員配置状況（さざなみ苑）

1職臼配置、 剪�

施 設 長 常 勤 倬b�k��俐挨y=ﾈ毎ﾇﾂ�劔豫R�ﾎﾂ����ﾎﾂ�乖R�歯 科 衛 生 士 ����+ｲ����ﾏｲ�ﾇb�

I：：コ 貝 剌ﾖ 専 剪k ⊂＝｝ 貝 冽ｲ�贅�養 士 ����輦�;��蹴�職 剞E 剔� 医 剴] 凾ﾌ 

讐 貝 劔刪� 剿S：：∃ 貝 劔士 剔ｼ 

芸蓋 剌� 勤 儖���ﾒ�ｼ��常 勤 ��ﾒ�ｼ��常 勤 ��ﾒ�ｼ��常 勤 儖���ﾒ�ｼ��
常 勤 儖���ﾒ����8���非 常 ■■■ 儖���ﾒ������B�常 勤 1 儖���ﾒ��X�����常 勤 2 ��YO���ﾒ�ｼ��"�

共実人数 通常勤換算 �1 �2�2 �� ��3 �� �� ��勤 仂��勤 1 刹ﾎ 1 剴�b�

1 �2�1．4 �� ��3 �� �� �� ��0．1 ���0．5 �"�1．2 ��2�

特　実人数 � �� �� �� �� �� �� ������
1 ��1 �� �����｢�2 ���15 �"� �� �� ��22 

常勤換算 �� ��0．5 ��1 �� ���C��2 ���Cr�15 ���C�� �� �� ��21 

ユ 們��ﾉ�B��ﾘｼ隲x蠅����ﾉ�B��ﾘｼ隲x蠅����ﾉ�B��ﾘｼ隲x蠅� ��

ツ ト 短 期 入 所 � �� �����｢� ��� ��（1） �2� ����4 �� �� �� �#b�

0．5 ��1 �� ���C��3 ��18 �(�C2� �� �� ��25 

1 �� �����｢�1 ��9 �� �� �� ��11 

1 �� ���C��1 ��9 �� �� �� ��11 

適 所 � �� �� ��� ��（1） ���1 澱�4 �� �� �� ��2�

1 �� ���C��1 ���C"�6 �(�C"� �� �� ��11 

実人数 常勤換算 実人数i � �� �� �� �� ��
G H � �� ��（1） �� �� �� 澱�2 �� �� �� 唐�

0．1 �� �� �� 澱�1．1 �� �� �� 度�C"�

居 宅 � �� �"� �� �� �� �� �� �� �� �"�

常勤換算 �� 
1．9 �� �� �� �� �� �� �� ��1．9 

職員採用・退職状況（全職員）

採用 退職 滴ﾈ��5月 塗ﾈ��7月 嶋ﾈ��9月 ����11 ��"�1月 �(ﾈ��3月 佗b�1 �2�1 �"�1 ���2 ���0 ���0 ���12 

1 ���2 ���1 ���1 ���2 �"�0 釘�13 

職員採肝退職状況（介護職員）

採用 退職 滴ﾈ��5月 塗ﾈ��7月 嶋ﾈ��9月 ����11 ��"�1月 �(ﾈ��3月 佗b�1 �2�0 �"�1 ���1 ���0 ���0 ���9 

1 ���2 ���1 ���0 ���1 �"�0 釘�11 
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平成29年度　さざなみ会事業報告

職員配置状況（姉川の里）

1．職員配置状況（h30年3月末） 

施 与∩． 倬b�7ﾒ����ﾎﾂ�ｹﾒ���b�ｨ��管 撃 ���機 能 訓 豫R�ﾎﾂ����ﾎﾂ���｢�歯 科 ����+ｲ���H�ｨ�H�B�ﾏｲ�ﾇb�

呂又 冖���r���｢�栄 冽ｲ�練 �?｢�ｬr�､ﾂ��8ﾒ�ｻ��､ﾂ���R�衛 �5ﾒ��,ﾂ�

長 幽���h5"�､ﾂ���｢����､ﾂ��&ｲ�蹴�養 士 俶ﾒ�指 導 員 劔�2�生 士 俶ﾒ���ﾂ�

常 ■．ト ��ﾒ�非 常 ��ﾒ�非 虐T ��ﾒ�常 ��ﾒ�常 ��ﾒ�非 脇 ��ﾒ�非 ■壬彗t 儖��I��.��非 脇 ��ﾒ�非 ■壬生． ��ﾒ�非 ■堂． 

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 �2� �� �� �� �� �� ��1 �� ��1 澱�

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

特 養 們��ﾉ�B�（1） �� ��� ���1 ��（1） �"�（1） ��h����｢� �� �� ��2 �#��

常勤換算 ���CR� ��0．5 ��1 ��� ���C��1．9 ���C��16．5 �� �� �� ���Cr�22 

小 規 模 們��ﾉ�B�1 �� ��� �� �� ��1 度����｢�1 �� �� �� �2�

常勤換算 ���CB� ��0．4 �� �� �� ���CB�7．6 ���CR� �� �� ��9．3 

G H 們��ﾉ�B�（1） �� �����｢� �� �� ��（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（全職員）

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

採用 �"�0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 �2�

退職 �"�0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���1 釘�

職員採用・退職状況（介護職員）

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

採用 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���

退職 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���1 �2�
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