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2012 年度事業報告事項 

（１） 人事関係 

入職･退職者の状況 

                入職   常勤職員  10 名  非常勤職員  10 名 

退職   常勤職員   9 名  非常勤職員   8 名 

2013/3/31 現在   常勤職員  51 名  非常勤職員  29 名  合計 80 名 

（２） 行政関係等の報告 

 4/1 介護報酬改正（全事業所）、4/6 日進市役所都市計画課（オープンガーデン）打合、

4/13 日進市役所広報担当中庭取材、6/1 特例措置職員人員配置変更（ショート）、7/1

介護支援専門員変更（あいわ）、7/23 法人役員変更（全事業所）、9/1 事業所名変更（シ

ョート）、9/1 管理者変更（あいわ）、10/12 実地指導、12/1 就職フェアー出展、12/13

不在者投票（衆議院議員総選挙）、1/1 介護支援専門員増員（居宅）、1/28 名古屋東労

働基準監督署、1/30 瀬戸保健所立ち入り調査（医務室）、2/8 社会福祉法人の指導監査、

2/16 情報公表制度（居宅）、就職フェアー出展（新規高卒者）、3/19 米野木区長新旧交

代の挨拶 

（３） 各委員会及び会議等の開催状況 

理事会評議員会（理事 10 名、監事 2 名、評議員 21 名） 

第１回開催 5/26 2011 年度事業報告、決算報告、監査報告、理事・評議員、 

次期施設長等 

   臨時（理事会のみ） 7/23 新理事による理事長互選、理事長の職務代理者指名 

第 2 回開催 11/24 上半期事業報告、補正予算、経理規程等変更等 

第 3 回開催 3/30 2 次補正、次年度予算、事業計画案、大規模修繕等 

5/10 監事監査、1/29 理事監事セミナー 

経営会議（原則第３木曜日 10:00）役員等８名 

  4/19、5/17、6/21、7/19、9/20、10/18、11/8、12/25、1/17、3/14 

役員、理事会評議員会、理事会評議員会資料の確認、人事、新会計基準、臨時理事会、

ショートステイ名称変更、あいわ手すり工事、9 周年記念式、経理規程、実地指導、

役員研修、各事業所の利用状況の報告、愛知国際病院建て替え、10 周年記念行事、愛

知県労施協施設長会議報告、経営会議の開催日、理事会への事務職員陪席 

運営会議（第２水曜日 14:00）各部署責任者 13 名 

 4/11、5/9、6/13、7/11、8/8、9/12、10/10、11/14、12/12、1/9、2/13、3/13 

各会議・委員会活動報告、誤薬、オープンガーデン、チュリップ祭り、介護報酬、特

浴のタンク、新入職員の面接、ホームページ、回診の日程、夏祭り、救命講習、ソフ

トクリーム製造機、監査、日進市市民祭り、下用タオル、労施協の報告、ペーパータ

オル、固形石鹸、伝達方法、感染対策物品、薬剤の検討、人事、看護師コール対応用

の携帯、デイサービス整膚、感染発生時伝達チェック表、労働基準監督署指摘事項、

瀬戸保健所立ち入り調査、ユニット費、各委員会メンバー、お茶、介護力向上講習会、

施設長会議報告、レスキユー協定 
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事務所会議（第 2 火曜日） 

4/10、5/8、6/12、7/10、8/14、9/11、10/9、11/13、12/11、1/8、2/12、3/12 

オープンガーデン、チュリップ祭り、ホームページ、職員駐車場、事務所体制、朝礼、

ソフトクリームの機械、感染発生時対応、実地指導、委員会報告、互助会報告、式典・

文化祭、もちつき、夏祭り、夜間受診連絡、デイ送迎協力、保健所立ち入り検査、介

護力向上講習会、事故対応、委員会見直し、業務分担 

ユニットリーダー会議（第４火曜日 14：00） 

  4/24、5/22、6/26、7/24、8/28、9/25、10/23、11/27、12/25、1/22、2/26、3/26 

  利用者の行動範囲、運営会議報告・再検討、勤務時間の統一化、看取りカンファレ

ンスの聞き取り追加項目、文化祭の出し物、施設交流をしていく為に準備すること、

聞き取りやムンテラ・食事見学など、オムツ商品の入れ替え、2 交替制のデメリッ

トとメリット・その他考えられること、勤務形態、3 日以上の希望休を出す職員が

数名おり人員不足に対する相談、洗濯の管理、ユニットの業務、守秘義務、食事の

盛り付け、来年度の委員会編成、お茶、オムツ発注・特浴掃除担当 

各ユニット会議 

Ａ―4/11、4/17、5/11、6/14、11/27、1/29、2/16 Ｂ―9/4、2/27 Ｃ―4/9、5/3、6/7、

7/5、8/2、9/6、10/4、11/1、12/6、1/7、2/7、3/7 

内服確認、パット使用の統一、周知徹底、個々の処遇、会議開催、業務改善、実習生

オリエンテーション、研修について、個別検討、有給取得、申し送り、転倒対策、排

泄介助、休憩、2 交替、口腔ケア、勤務時間、掲示物回覧、新入居対応、利用者対応 

ユニットの方向性 

医務会議 

  5/8、6/29、7/17、8/21、9/28、10/31、11/29、12/28、1/31、2/18、3/28 

  歯科往診、回診、指ガード、吐物処理、食前薬間違いの対応、夏祭り、インフルエ

ンザ予防接種、吸引講習、衛生材料、胃ろうマニュアル、レントゲン健診、回診変

更、ターミナル説明、インフルエンザ予防内服対応、内部研修、感染対策時の対応、

介護力向上委員会 

デイ会議（原則第 2 金曜日 17：30） 

4/6、5/4、6/1、7/6、8/3、9/7、10/5、11/2、12/7、1/11、2/8、3/8 

レクリエーションの検討、年間行事決定、季節ごとの企画、業務改善、デイ風呂の管

理、事故報告の反省・検討、研修後の報告・実施、看護師業務反省・改善、報酬改定

にともないサービス提供方法検討、個別機能訓練提供方法の検討・反省、要支援・要

介護者へのサービス提供の勉強会 

あいわミーティング（原則第 3日曜日） 

9/23、10/21、11/18、12/16,1/2、2/17、3/17 

住人さんに関する検討、食材、体力維持 

入所検討委員会（3 ヶ月毎に第３火曜日 14：00）9 名（外部含む） 

5/15、8/21、11/20、2/19 

3 か月ごと入所判定基準に従い、入所の必要性に応じ上位の方を検討、判定基準方法 
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研修委員会（原則第１金曜日 14:00） 

4/6、5/4、6/1、7/6、8/3、8/21（臨時）、9/7、10/15、11/2、12/7、1/4、2/1、3/1 

内部研修の年間計画企画作成、内部研修の企画運営、実施後の反省等の検討、理事長

講話（10/26、新入職員対象）、ステップアップ（旧ケア）研修企画運営・実施後の反

省等の検討 

内部研修会（原則第４金曜日 14：00） 

4/27、5/25、6/22、7/27、8/24、9/21、10/26、11/30、12/18、1/25、2/22、2/27、

3/6、3/13、3/22、3/29 

コミュニケーション、認知症、夏の感染症対策と食中毒、感染対策と手洗い・ガウ

ンテクニック、排泄のケア、ターミナルケア、褥瘡と栄養管理、冬の感染症対策と

予防、身体拘束・事故対策、高齢者虐待、口腔吸引、体調変化時の対応・介護の行

う医療行為技術、緊急時対応、伝達研修、理事長講話、嚥下食、口腔ケア、事故報

告の検討と事故防止策、ケアプラン 

外部研修 

5/23介護事業労務管理講習会、6/15栄養士研修、6/20、22、7/25、26認知症実践

者研修、9/4 公正採用選考・人権啓発推進員研修会、9/13 摂食嚥下障害と認知症、

10/16安全運転管理講習会、10/12防火管理講習、10/18認定調査現任研修、10/30

高齢者関係職員研修会、7/8、10/31介護支援専門員更新研修、11/13自立支援介護

の進化と新たな施設サービスへの展望、11/20 老人福祉施設大会、11/20 アロママ

ッサージ、12/18 通所介護事業者研修、1/16 労働災害再発防止研修会、1/17 福祉

施設の職員接遇研修会、1/22 現任介護職員研修、1/23 苦情受付担当者研修、1/29

グループホーム研修、1/30生活相談員研修、1/31退職手当共済会制度実務研修会、

2/4施設ケアマネージャー研修、2/26,27認知症対応型サービス事業者研修、2/27、

28老人福祉施設研究会議、3/1障害者雇用促進セミナー、3/7パソコンを使ったデ

ータの集計、分析、3/15認知症フォーラム 

安全対策委員会（第３金曜日 14：00） 

4/20、5/18、6/15、7/20、8/24、9/21、10/19、11/16、12/21、1/18、3/15 

委員長選出、事故集計、発生時間の検討、救命救急講習、胃ろう講習、次年度計画、

事故発生状況、誤薬防止強化、事例検討、外部講師による身体拘束の研修依頼、指ガ

ード事故により代替品の準備、口腔吸引講習実施（内部研修で新入職員を中心に） 

感染対策委員会（原則第２金曜日 14：00） 

4/13、5/11、6/22、7/13、9/14、10/12、11/9、1/11 

感染対策内部研修検討、インフルエンザ対策、内部研修内容検討、冬期感染症研修、

研修反省会、集団感染時対応、年間計画、吐物処理セットの準備・管理 

給食委員会（隔月第４金曜日 14：00） 

5/23、7/24、9,26、11/28、1/30、2/27、3/27 

委託業者との意見交換、日々の食事の異物混入・味付け、ＥＴＣキャラバンなどの検

討、献立に関する批判・指摘 
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あいわ運営推進会議（隔月第３火曜日） 

4/17、6/19、8/21、10/16、12/18、2/19 

活動報告、家族の意見聴取、会議構成メンバーとの意見交換 

会議構成メンバー 家族代表、日進市高齢福祉課職員、東部地域包括支援センター職

員、米野木区長、民生委員、施設長、あいわ管理者 

三愛夏まつり実行委員会（随時） 

4/24、5/10、5/21、6/11、7/2、7/31、8/9、8/20、9/15 

日程の決定、今年のテーマ、飾り付け、担当者決め、各部署催し物、昨年度の改善点、

予算、バザー、反省会 

8/25 三愛夏祭り開催  

ケアプラン委員会  

4/19、5/17、7/19、9/20、10/23、11/15、12/20、1/17、3/21 

委員会開月、カンファレンスのあり方、2月予定研修 

ぶどうの会（第４水曜日 14：00） 

近隣施設との交流会（会員：東部地域包括、AHI、愛知国際病院、愛泉館、まきば、 

みなみやま調剤薬局、愛知三愛福祉会） 

5/31、7/17、7/26、9/27、学習会、7/3 献血事業協力、11/29 施設対抗ボーリング大

会、10/9ＡＨＩ研修生との交流会、12/13クリスマス会 

防災委員会（第 2火曜日 14：00）） 

4/10、5/8、6/12、7/10、8/14、9/11、10/9、11/13、12/11、1/8、2/12、3/12 

防災訓練日程検討・反省、非常食備蓄確認、消防設備点検実施、 

5/30、10/29 防災訓練（あいわ、のぞみ）実施、1/22震災訓練 

職員健康診断 

4/17、4/24、10/17、10/31 職員健康診断実施 

10/30、11/6、11/13 インフルエンザ予防接種（職員・のぞみ・あいわ利用者） 

施設長会議・研修等 

4/19、7/6、10/30、2/7 尾張部ホーム施設長連絡会、4/24 グループホーム連絡協議会 

5/15、7/19、9/11、11/13、1/16、2/19（臨時）、3/12 施設長会議 

6/26、10/26、2/25 広報委員会、8/7 介護保険指定事業者講習会 

11/6 高齢者雇用推進セミナー、11/20 愛知県老人福祉施設大会、 

11/28 福祉人材対策委員会、1/9、3/6 愛知県老人福祉施設協議会施設長研修 

1/15 社会福祉施設長セミナー 

（４） その他 

4/1 車（シエンタ）納車、4/10 琴と尺八演奏、SPO2 コンサート、4/28 影絵・マンド

リン、5/3 子どもたちのチェロコンサート、5/12 ゴスペルコンサート、6/2 鳴子踊り、

6/17PRA 資源回収、6/25 中部善意銀行より寄贈、6/26 マンドリンコンサート、6/27

あいわセンサー取り付け、6/28 見学（金城教会）、7/2 ゴスペルコンサート、7/31 日

進市社協（夏休みボランティア体験）打合せ、8/6 三好太鼓、8/7 中学生の和太鼓、

8/8 見学（名古屋短期大学学生）、8/28 教会の子供たちのコンサート、9/3～9/7 実習
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生受入れ（金城大学）、9/6 日進市役所（敬老祝金）、9/22 太極拳、9/25 コカリナコン

サート、10/1 ビューティーキャラバン（あいわ）、10/15 介護相談員（あいわ）、10/19

見学（設計事務所）、10/20PTA 資源回収、10/24マンドリン、10/30 介護相談員（の

ぞみ）、10/30 ライアコンサート、10/31 見学（みよし市社協）、11/3 9 周年記念式

典・文化祭、11/6 見学（日進市民生委員）、11/10 劇団玉手箱、11/20 手品、11/21 見

学（網中）、11/26 鶏肉寄贈、12/1・8 互助会忘年会、12/11 まこと第 2 幼稚園園児訪

問 1、2/16 ベタニア教会訪問、12/18 サックス演奏、12/24 聖歌隊によるキャロリン

グ、1/8 もちつき、2/11 介護相談員（のぞみ）、2/11 琴の演奏、2/18 介護相談員（あ

いわ）2/26 コカリナ演奏、3/6 マンドリンコンサート、3/7 ハンマー投げ室伏選手来

訪（さんあい）、3/20 サックスコンサート 

3/31 現在 入所待機者 特別養護老人ホームのぞみ 155 人、グループホームあいわ 6 人 

 


