
令和３年度

結の家総会

令和３年5月27日
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結の家総会
開催日時 令和３年３月２７日（木）

午後7時00分
開催場所 結の家（小倉1975番地2）

（あいとうふくしモール内）
議案

第１号議案 令和２年度 事業報告（案）と決算報告（案）について
第２号議案 定款変更について
第３号議案 運営委員の任期満了に伴う改選について
第４号議案 代表役員報酬（案）について
その他 令和３年度の事業計画ならびに予算についての説明
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愛東外町
結の家デイサービスセンターとの
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管理者 ： 廣島由美子
生活相談員： 大塚由美子
介護職員 ： 田中清香（おぐら兼務）

： 位田貞子
： 岡田美好
： 高田由香利

看護師 ： 縣淳子（訪問看護兼務）
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事業報告
～デイサービスセンターとの～

事業日 週4日

(月・火・水・金）

定 員 11 名

（令和3年1月より変更）

職員配置 4.3人

利用者：職員比率

１.7人：1人（R1年）

１.9人：1人（R2年）
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R2年度 DSとの 平均利用回数/月

要介護度
事業利
用者

要支援１ 要支援２ 介護１ 介護２ 介護３ 介護４ 介護５

令和１年度
月利用人数 3 5.8 27.9 51.7 24 32.7 3.7 5.2

令和２年度
月利用人数 0 10.5 24.5 49.3 34.4 16.0 16.4 0.5
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事業報告

～デイサービスセンターとの～

利用者の課題に基づいた通所介護計画を作成し、個別ケアを大切にする
要介護の方については、3か月に1回を基本に通所介護計画書を作成

し、現状に応じたケアができるよう努めた。

1日の終わりにケア内容と本人の様子を確認し、明日のケアにつなげた。

毎月、モニタリングを実施し、現状に合ったケアを提供できる
モニタリングの時間を毎月第一木曜日に開催し、十分な時間をかけて記載し、

職員間の統一したケアと他の事業所との連携を図りチームでケアに取り組む意
識をもち、利用者の状態に適時に適切なケアを提供できるように心掛けた。

地域の福祉活動の拠点となりうるよう、事業の推進を図る
気軽に結の家を訪れていただきたいとの思いから、月3回のサロンを開催し、
地域の方々との交流を図った。
秋祭りはコロナ禍の状況もあり中止とした。
令和3年度の秋祭りは、コロナ発生状況をみて開催の判断をする。
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事業報告

～デイサービスセンターとの～

職員のケアの質の向上

研修：
【内部研修】

月1回を基本に職員自らが研修テーマを決定し開催する
4/2 入浴介助の基礎
6/2 脱水症状について
7/7 「行方不明者捜索マニュアル」作成および勉強会
8/4 接遇面の向上 「魔法の言葉」
9/1 感染症対策「コロナウイルス」
10/6 個別ケアについて
10/13 消防訓練 （ご利用者様14名 職員5名）
11/10 ヒヤリハット対策
12/1 サービス向上のための取り組み ～現状の問題点→課題→改善対策の実施
1/12 おむつ交換実習
2/2 外部講師によるポジショニング研修
3/2  口腔ケアの勉強会

【外部研修】
11/15 コロナ禍におけるPEGと誤接続防止コネクターの導入（職員1名）
6月 社会福祉主事資格取得（職員1名）
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R１年度
決算額
収入の部

14,420,800
R2年度
決算
収入の部

18,861,741
前年度

決算収入額
との差額

4,440,941

R1年度
決算額
支出の部

15,954,443
R2年度
決算
支出の部

20,943,284
年度比較
決算支出

4,988,841

R1年度
決算額
収支差額

▲1,533,643
R2年度
収支差額

▲2,081,543
年度比較
収支差額

▲547,900

上記は経常経の収支を示している

デイサービスセンターとの決算

2,081,543円の赤字
を計上になりました。



結の家デイサービスセンターおぐら
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管理者 ： 廣田真由美

介護職員 : 佐藤眞澄

北川加奈子

三田村洋希

安居朋子

澤美智子

上野康子

亀田久美子

看護師 ： 椿井直子

渡邉好美

岡地美子

花本富江
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令和１年度 令和２年度

事業日 週６日
(月・火・水・木・金・土）

定 員 １５ 名

職員配置 ６.3人

利用者：職員比率
２.２人：1人（R1年）
１.９人：1人（R2年）

R2年度DSおぐら 利用回数/月

要介護度
事業利
用者

要支援１ 要支援２ 介護１ 介護２ 介護３ 介護４ 介護５

令和１年度
月利用人数 3.6 7.5 75.0 79.8 83.4 2.07 61.4 5.0

令和２年度
月利用人数 0 1.0 34.7 83.2 109.4 31.2 61.0 3.3



令和2年度事業目標と達成状況
住み慣れた地域で生活が続けられるサービスを提供します。

職員全員が周知できるように伝えるための連絡ノート活用した。時間差での出勤者に
も伝わるようにした。通所介護計画書の作成、修正はその都度行う。モニタリングは15日

締め切りに間に合うように提出できた。緊急は直接ケアマネジャーに報告したが、できる
だけ早く提出できるように今後の課題。事例検討を月1回行い、全職員が同じ支援方法
で行えるように実施した。また職員のスキルを上げるための外部研修もコロナの影響で1
名のみ参加となる。

事業所の安定を図ります。

常に空き状況を把握し、できるだけ利用者様の希望に添えるようにケアマネジャーに連
絡し利用につなげた。また、スポット利用をご希望の方には利用していただけるように対
応した。毎日平均12名のためできるだけ定員15名に近づけるように今後もケアマネ
ジャーに情報を伝える。

地域とのつながりを大切にします。

コロナウイルスの影響で地域活動への参加やしあわせホームへの参加が出来ず地域に
あるデイサービスとしての役割が出来ていない。

事業報告
～デイサービスセンターおぐら～
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人材育成を図り、ケアの質の向上に努める
【外部研修】

1/25.2/1.15.4/19 「えにし滋賀の福祉人研修 新任期」

【内部研修】
月1回 気になること、勉強したいことをテーマに開催

4/15 接遇力を身につけよう
6/10 災害対応１ ハザードマップ、避難場所の確認
7/15 災害対応２ 地震の時
8/25 地震が起こった時の避難訓練 職員のみ
9/9 避難訓練をしての振り返り

10/13 言葉使いについて
11/11 よりよいデイサービスにしていくために
12/19 感染症対策 新型コロナウイルスについて

1/13 ポジショニング
2/10 歩行介助について
3/10 認知症について
3/25 避難訓練

事業報告
～デイサービスセンターおぐら～
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デイサービスセンターおぐら決算
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R1年度
決算額
収入の部

39,378,215
R2年度
決算
収入の部

44,267,418
前年度

決算収入額
との差額

4,889,203

R1年度
決算額
支出の部

29,573,017
R2年度
決算
支出の部

38,886,610
年度比較
決算支出

9,313,593

R1年度
決算額
収支差額

9,805,198
R2年度
収支差額

5,380,808
年度比較
収支差額

▲4,424,390

黒字を計上できま
した

上記は経常経の収支を示している



結の家訪問看護ステーション
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令和２年度 事業報告
訪問看護

令和２年度の事業目標（抜粋）と達成状況

１、利用者の全人的な課題を明確にできる
① 毎朝のミーティングやタブレット機器を活用し、
必要に応じて適宜に話し合いや情報収集・情報
交換を密に行い、常に「今」必要なケアに生かす
事ができた。

② 毎月月初めの5日前後までにはモニタリングを
行い、利用者の置かれている状況に「すぐに対応す
べき課題」か「長期的な展望」を整理し、必要な看
護計画の修正を実施し対応できている

③ ケア内容の見直しを行い代替え訪問してもらったとき
に同じケアができるように整備した。
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令和２年度 事業報告
訪問看護

令和２年度の事業目標（抜粋）と達成状況

２、すべての職員が専門性の高い在宅看護を展開できる

① 各職員が自分の課題とする研修や勉強会に参加し、それぞれの課題の克服に努
めた。コロナ禍のためオンライン研修が多くなった年度であったが、オンラインでの
外部研修にも積極的に参加しスキル向上に努めた。
また、本人が気づけていない課題に必要と思われる研修を提案し、理解を
深め、質の高いケアにつなげられるようにしている。

② 新規採用職員には、eラーニングを活用した訪問看護初任者研修を受講させ、
訪問看護としての基礎的なスキルを図っている。今年度はコロナ蔓延防止のため
オンライン研修となり、他事業所との同行訪問が中止になった。
また、ケアに悩んだ時には同行訪問を適宜行い、一緒に考えスキルの向上に努
めた。

③感染症セミナーに積極的に参加した。事業所内でも職員一人ひとりが基本に戻り
手洗い、うがい、マスク着用、換気、３密を避けるなど感染防止に努めた。
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令和２年度 事業報告
訪問看護

令和２年度の事業目標（抜粋）と達成状況

【外部研修】

5/21、6/10、7 滋賀県看護協会 訪問看護初任期研修

6～11月 e‐ランニングを利用した訪問看護育成講習会

7/22 滋賀県介護サービス事業者協議会連合会主催 感染症セミナー

8/25 「新型コロナウイルス感染症との向き合い方」

感染拡大に備えて訪問看護の現場でできること

8/27 東近江総合医療センター 臨床懇談会

9/18 令和2年度 難病医療ネットワーク研修 オンライン研修

10/4 滋賀県看護協会第4地区支部 認知症看護研修会

10/14、10/16 令和2年度看護職のための認知症研修会

10/25、11/8 小児在宅医療体制整備事業の座学と実技研修 座学はオンライン研
修

11/5 ターミナル期における口腔ケア
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令和２年度 事業報告
訪問看護

令和２年度の事業目標（抜粋）と達成状況

【外部研修】

11/14 精神科訪問看護ＧＡＦ尺度のつけ方について オンライン研修

11/26 東近江市医師会主催 医師との意見交換会

11/15 第25回滋賀ＰＥＧケアネットワーク オンライン研修

「コロナ禍におけるＰＥＧと誤接続防止コネクターの導入」

12/5 滋賀県訪問看護ステーション同士の災害・感染症対策連携を考える

12/19 三方よし勉強会 栄養補助食品について

1/24 コンバテック主催 創傷治療・オストミー研修 オンライン研修

1/21 第1回在宅死亡に関する研修会

1/22 滋賀県難病医療従事者研修会 オンライン研修

3/2 改定DESAGN-R2020を用いた総評価と褥瘡管理

11/5、12/3、3/4 東近江がん診療セミナー オンライン研修

【内部研修】

7/24、7/27 感染症対策セミナー伝達研修

3/18 全体研修
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３ 連携しやすい顔のみえる関係作り

① コロナ禍のためNPO結の家の地域交流行
事やサロンの開催がなかった。

②チーム永源寺はオンライン開催のため毎月
参加することができた。あいとう版三方よしは今
年度も開催中止された。

③今年度はコロナ蔓延防止のため外部に出
かけていくことはほとんどなかったが、オンライ
ン会議などは積極的に参加し顔の見える関係
作りは行った。
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訪問看護連絡協議会第４支部活動

感染症・災害発生時の地域連携システム

共に助け合いプロジェクト【訪問看護版】

共に助け合いプロジェクト【訪問看護版】は、訪問看護ステーション
が新型コロナ感染症の拡大や地震などの災害により不測の事態
に伴い事業所の一時閉鎖などに陥った際、近隣の訪問看護ス
テーションが代わりに訪問することで継続した訪問看護サービスが
提供できるようにするための仕組みです。

代替え訪問が円滑に行えるための備えとして

①トリアージの実施を事業所内で毎月月初めに行い２か月に１回
は連絡協議会第４支部で集約し模擬訓練を行った。

②ケア内容の様式を日頃から活用しておく

基本情報や薬事情報など常日頃から準備し更新しておく
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令和２年度 事業報告
訪問看護

☆ 利用者数（月平均）

介護保険 774名（64.5名）

医療保険 153名（12.75名）

合計 927名（77.25名）

☆ 訪問件数

介護保険 4,080件(340件)

医療保険 1,204件(100件)

合計 5,284件(440件)

☆ 職員数 11名（R3.3末）

正規職員 3名

非正規職員 8名

常勤換算数 5.9名
（管理者含む）
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令和２年度の事業目標（抜粋）と達成状況

④ 経営を安定させる

令和元年 令和2年度

年間訪問件数（介護） 3297 4080

年間訪問件数（医療） 1200 1204



R１年度
決算額
収入の部

47,247,614
R2年度
決算
収入の部

54,929,184
前年度

決算収入額
との差額

7,682,170

R1年度
決算額
支出の部

33,793,397
R2年度
決算
支出の部

41,735,374
年度比較
決算支出

7,941,977

R1年度
決算額
収支差額

13,454,217
R2年度
収支差額

13,193,810
年度比較
収支差額

▲260,407

訪問看護ステーション決算
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上記は経常経費の収支を示している
黒字を計上できま
した



結の家
ケアプランセンター

管理者：中山佳美 （主任介護支援専門員修了、歯科衛生士）
専 任：田原初美 （主任介護支援専門員修了、介護福祉士）
専 任：西田ひろみ（介護福祉士）
専 任：倉垣清美 （介護福祉士）
兼 務：太田清藏 （社会福祉主事）
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令和２年度事業報告
～結の家ケアプランセンター～

26

要介護度別登録者数
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計画策定数（R3.3時点）年度比較

令和1年度 令和2年度

令和1年度令和2年度

事業対象者 3 1
要支援1 3 19
要支援2 21 17
要介護1 33 28
要介護2 31 31
要介護3 5 18
要介護4 8 15
要介護5 7 6
合計 111 135



令和２年度事業報告
～結の家ケアプランセンター～

令和２年度の事業目標（抜粋）と達成状況
１ 質の高いケアマネージメントを提供できる

① 各職員が自らの課題に基づき、必要な知識を深めるための外部研修に
参加する予定だったがコロナ禍のため研修の開催が減り十分な学びが出来

なかった。その代わりに義務付けられた法定研修に参加して自分の課題の克服
につなげ質の高いケアマネージメントを行えるように努めた

② 地域における他職種連携のリモート研修会に毎月参加し、研鑽を積みあげ
るとともに顔の見える関係の中でケアチームが図られ、よりよいケアを提供でき
るように努めることができている

③内部研修会で毎月困難事例について検討会を開き、活発な意見交換を行うこ
とで同じ方向性を持ったチームケアを展開する意識を持つことができた
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令和２年度事業報告

～結の家ケアプランセンター～

④個別課題に対する研修
【外部研修】

• 7/12 感染症セミナー
• 9/24～11/13 介護支援専門員更新研修（法定研修）
• 10/30 権利擁護に関する事例検討会
• 11/2 滋賀災害派遣福祉チームしがDWAT養成研修
• 11/26 行政・訪問看護ステーション・介護支援事業所意見交換会
• 12/11 アディクション関連問題事例検討会
・ 12/19 三方よし研修会 「双方向の医療を目指して」（ZOOM研
修）
• 1/22 難病医療従事者研修会（ZOOM研修）
• 2/2～3/8 介護支援専門員更新研修（法定研修）
• 2/26 人財確保・定着力向上研修会
• 3/27     介護報酬改定研修会（オンライン研修） 28



令和２年度事業報告
～結の家ケアプランセン

ター～
④個別課題に対する研修
【外部の定期研修会】
・ 気づきの事例勉強会 東近江市地域包括支援センター
・ 永源寺気づきの勉強会 永源寺地区

【内部の毎月定期研修会】
伝達研修（事例検討会）

【内部研修会】
3/12 サービス向上について職員アンケートを基にしたグループ

ワーク

【介護支援専門員更新研修】
介護支援専門員 更新研修

29



令和２年度事業報告
～結の家ケアプランセンター～

２ 認知症をかかえる方が「その人らしく望む場所で暮らせる」
支援を模索し実現できる仕組み作り

① 認知症専門医への受診を必要に応じて調整し、通院に同
行するなどして利用者・家族がともに安心して生活ができる
ように支援した

②ケアマネ事業所単独での認知症に特化した学習会は開催で
きなかった

内部の事例検討会の中で認知症利用者に対するアセスメン
トツールの活用方法等の勉強は行えた
③ 認知症をかかえているご利用者の家族と一緒に開催して
いる「家族会」が新型コロナウィルスの影響から開催を延期
している

30



令和２年度事業報告
～結の家ケアプランセンター～

３ 医療との連携をはかり在宅での療養を充実させる
① 入退院時に医療機関と密に連絡を取り、在宅での療養生活への不安
の軽減とスムーズな移行がはかられるように支援を行った。
② 専門医、かかりつけ医の受診は必要があれば同行し利用者や家族が
在宅での療養生活が不安なく行えるよう支援を行っている
③ ケアマネージメントの基本であるアセスメントをしっかり行い、課題を
抽出し必要な介護保険サービスや地域資源の活用を図り暮らしの支援
をおこなった。特に、医療的なケアが必要とアセスメントした方々や最期
まで自宅で暮らしたいと望まれるご利用者とその家族に対して、かかり
つけ医や訪問看護と連携を取ってターミナルケアが行えるように努めた。
利用者・家族の状況によっては、一時的に入所施設や在宅と施設の中
間にある老人保健施設の利用などを活用し、在宅生活が継続できるよ
う提案と支援を行った
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令和２年度事業報告
～結の家ケアプランセンター～

４ 業務の適正化
① 介護保険法や法人の規定に則り、決められた業務
が確実に出来ているか定期的にミーティングでチェッ

クし法令順守をおこなっている。現在コロナ対策で事業所
を二分しているが週1回は合同でミーティングを行い個々の職
員の業務の確認をしている。
② ケアマネ業務で発生するヒヤリした事柄や事故に
つながった内容を整理し発生予防のための「インシデン
トとアクシデントの分類基準」を見直し、ヒヤリハット・事
故報告書を迅速に申告する取り組みを進めた。
これにより、より一層、各職員の業務に対する意識の
高揚が図られ事故や苦情が減ったと感じている

32



R1年度
決算
収入の部

18,937,681
R2年度
決算収入

20,485,030
前年度

決算収入額
との差額

1,547,349

R1年度
決算
支出の部

19,808,126
R2年度
決算支出

23,564,899
年度比較
決算支出

3,756,773

R1年度
決算
収支差額

▲870,445
R2年度
収支差額

▲3,079,869
年度比較
収支差額

▲2,209,424

居宅介護支援事業決算
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上記は経常経費の収支を示している

赤字になりました。



令和２年度決算書
【収入の部】 138,880,183円

会 費 102,000円
寄付金 62,000円
補助金・助成金等 6,252,800円

（慰労金 感染防止支援、雇用開発助成金）

雑収入 1,737,399円（利息、職員昼食費）

事業収入

DSとの 16,777,492円
DSおぐら 41,814,178円
訪問看護 52,311,184円
ケアマネ 19,671,030円
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令和２年度決算書

【支出の部】 130,922,307円

人件費（事業） 94,699,471円
（給与・賞与４.0月・特別手当を含む）

人件費（管理） ７,３８１,４６７円
（役員・事務員給与）

事業費(減価償却費を除く） 23,950,045円
管理費 1,329,718円
減価償却費 3,561,606円

（法人税 266,000円）
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令和２年度貸借対照表

【流動資産】 41,613,857円

現金・預金 19,965,521円
未収金等 20,888,310円
前払費用 759,165円
立替金 861円

【固定資産】 28,427,126円
土地・建物・建物付属・構築物・機械

27,062,039円
リサイクル預託金 55,970円
出資金 48,408円
退職積立金 1,260,709円

資産合計70,040,983 負債合計34,889,314

正味財産35,151,669

【流動負債】 4,770,615円
未払い金 3,147,423円
預かり金 1,367,192円
未法人税等 266,000円

【固定資産】 30,118,699円
長期借入金 30,118,699円

前期繰越正味財産
27,459,793円

当期正味財産増減額
7,691,876円
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介護保険事業の経営累積
デイサービスとの、デイサービスおぐら、訪問看護、居宅介護支援事業）
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監査報告書

特定非営利活動法人NPO結の家

理事 太田 清藏 様

令和２年度事業状況並びに予算執行状況の監査を実施し、下記の通り報告を行う。

記

令和２年度の収支活動計算書、貸借対照表、正味財産増減計算書、および付属明細書の監査を行いました。また、毎月公認税理士の指導を受け

られてもおり、正確に処理をされていることを確認したので報告をします。

平成25年のあいとうふくしモールの開設以来、新たな事業の開始や拠点整備費用に要した借り入れ金と事業安定には年数を要することから苦しい

経営事情がありました。

この間、各事業所の管理者を先頭に並々ならぬ努力の結果により、平成30年には黒字を計上できるようになったものの、その内容は職員の欠員に

よる人件費の減少と、役員報酬カットによるところが大きく、決して健全な運営とは言えず、改善に向けた努力をお願いして参りました。今年度にお

いては、職員配置・職員への賞与の増額・代表役員の報酬改善もなされた上での収益増となっています。加えて、これまでの累積赤字もなくなり、法

人税を納入するまでに至っていました。コロナウイルスが蔓延する精神的な負担が大きい状況下にあって、健全な運営をなされた背景には役職員

の並々ならぬご配意があったものと推察いたします。しかし、２４時間の緊急訪問を行う「訪問看護サービス」においては、職員配置が充実になされ

ている状況にはありません。経営的にもその基盤を支えている事業でもあります。早急な人員配置に努められるよう指摘を行ったところです。

令和３年度にあっては、介護保険報酬単価の改善がなされているものの、これまで以上の書類の提出や基盤の整備、他事業所との連携、災害へ

の対策、人材育成などが求められ、成果を達成した事業所のみに加算を行うという大変厳しい内容のものです。コロナウイルス感染症防止への気

苦労に加え、さらに質の高い事業所づくりに邁進していただかなくてはなりません。役職員はもとより、会員の皆様のお力添えもいただけますようお

願いたします。

最後に、令和2年1月27日デイサービスご利用者の送迎中の死亡事故が発生しましたが、これを機に「命と人権」を守る取り組み継続して進められて

いますが、再発防止に万全を期されるよう申し入れます。

以上

令和３年５月２１日
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役員の改選について



役員の改選について

理事（結の家は、理事を運営委員と読み替えます）

太田 清藏 北岡きみ子

植田たみ子 太田はずみ

植田すゑ子 村山 邦博

西堀 妙子 中澤 正孝

楠神 渉 ＊敬称略

40

任期満了にともない下記の通り提案をします。

監事 木村太津男 武田 雅俊

顧問 植田 恒子

＊敬称略



①事務所の改修
２階の事務所の拡張 （予算２５０万円 現在見積中）

②事務機器の更新

経営状況をみながら、PCの更新 （３０万円）

③社会労務士の導入

同一労働同一賃金の義務化に伴い規定の整備

（４０万円）

令和３年度
予算を伴う大きな事業の計画



処遇改善と人材育成

① 法人としてスキルアップと昇給がマッチングする

給与体系に取り組み始めている。

② 滋賀県の実施する「えにし滋賀福祉人研修」への計

画的な受講

③ 職務評価により介護職員以外の職種にも処遇改善

手当の支給

④ 給与の格付の実施

自己研鑽が給与や役職に結びつく仕組みを作成

同一労働同一賃金の義務化に伴い、社会労務士と介護労
働安定センターの指導を受ける

42



結の家訪問看護ステーション

43



令和３年度 事業計画
訪問看護

理念

• ひとりひとりの生き方を尊重し、最期までその人
らしい人生を送れるための名脇役を目指します。

• 優しいまなざし、ほっとする笑顔、心地よい声、
温かい手で真の看護を追求し続けます。

• 看護の力で病気や障がいがあっても、高齢になっ
てもその人望む場所でその人らしく生活できるた
めの環境づくり、地域づくりに貢献します。

44



令和３年度 事業計画
訪問看護

（ビジョン）
・利用者様の持っている力を常に意識し、その方の

人生における真の思いに沿った看護を展開する。

• 個別的なあらゆる問題の解決、状態の緩和にキラ
リ輝く専門性と豊かな人間性をさりげなく発揮し、
安心した生活の継続の支援を目指す。

• 地域を知り、長く積み重ねた思いや習慣、大切に
しながら地域の中にある資源として溶け込み、信
頼される人格を目指す。
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令和３年度 事業計画
訪問看護

目標１.

プライマリー＆チームケアをうまく展開しながら、
利用者の全人的な課題を明確にできる。

①定期的な情報交換と事例検討ができる場を設け、いろいろな価値

観を持つ仲間の意見を取り入れて課題の抽出と解決策が見いだせる。

朝のミーティング（毎日）、事例検討会（１～2ヶ月に１回）

②チームで関わる利点を生かしながら、情報の共有と集約を担当看護師

が行い、個別性のある看護計画を立案して、展開できる

毎月月初めにモニタリング、看護計画の修正（月1回）

③定期的なアセスメントやケア方法に悩んだり、迷った時には相談できる。

・同行訪問で一緒に検討、（初回から１～２週間（適宜））

・受け持ちNsを中心において他のスタッフからの意見をふ

まえて計画につなげる
46



令和３年度 事業計画
訪問看護

目標2.

すべての職員が専門性の高い在宅看護が展開で
きる。
① 地域包括システムの概要、連携について理解を深める。

② 経腸栄養製品の接続部分形状変更について理解を深める

③ ACP（アドバンス・ケア・プランニング）について理解を深め実践に生かす。

④ 在宅での認知症看護について学び、日頃のケアにつなげる

⑤ 感染予防について再度理解を深めマニュアルの見直しを行

⑥ 訪問看護に関わる制度について理解する

⑦ 精神障害を有する者への訪問看護GAF尺度について理解を含め実践に
つなげる。

⑧ クリニカルラダーに基づき自身のレベルにあった研修に積極的に参加し理
解を深める。
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令和３年度 事業計画
訪問看護

目標3.
利用者家族との信頼関係、地域住民とのふれあい、地域の専門機関との
チームワークを図るための行事や集まり参加し、連携しやすい顔のみえる関係
を作る。

① 訪問時には家族関係やその家庭の価値観などをふまえた個別性のある家族ケア
を行い、信頼してもらえる関係性の構築を目指す。

② ターミナル期における利用者の家族に対しては終末期、臨終期、遺族訪問などそ
の場に応じた家族ケアが展開できる。

③ ＮＰＯ法人であることを念頭に置き、地域住民の方との交流の機会において訪問
看護を知ってもらうことと顔の見える関係性の構築に努める。

④ 年2回の地域交流事業、サロンへの参加、地域ケア会議などへの事例提供などを
積極的に行う

⑤ 三方よし研究会、愛東版三方よし、チーム永源寺などへ参加し、各関係機関の
方々と顔の見える関係性を強める。

★ ターミナルケアの研修への参加。看取りのケースを取り上げてケース検討を 行い、
実践に生かす。
★担当NSを中心に遺族訪問を行う。
★三方よし研究会 愛東版三方よし チーム永源寺への参加



令和３年度 事業計画
訪問看護

目標4.

訪問看護ステーションが信頼できる事業所として利用者やそのご家族、関係機関から

認められ、やりがいのある働きやすい職場環境を目指す。

① ステーションの認知、信頼を高め、総利用者数８５名以上にする。

・ 実績配布または報告書配布の時に同法人他部門と合同に作成した通信
（空き情報やコラムを載せたもの）を配布する。（月1回）

・ 新規利用者を担当する際には必ず主治医と面談し、治療の方向性や看護の内容などの
指示をお聞きし、正確な看護を提供する。 （随時）

・ 実績配布、報告書配布時には実際に出向き、情報交換などを行う。 （月１～2回 管理者）

・ 日頃の業務の中でまめに利用者の状態の報告などをケアマネジャー、主治医へ行う。（随時）

・ 電話対応は誰が対応しても、明るくさわやかで的確に行う。

・ 管理者は、できるだけ事務所に在籍し、利用者の緊急対応や必要な返答できるようにする。

・ 新規依頼は逃さない。
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令和３年度事業計画
訪問看護

② 利用者の状況を的確にアセスメントした訪問時間、訪問回数で

看護ができるように努力する

＊30分訪問や月２回などの訪問が適正であるかどうかを見直し、必要に

応じてケアマネ ジャーや主治医と相談する（初回時、随時）

＊緊急時訪問看護の必要性を見極め提案を行う。（随時）

③ ２名訪問が必要な利用者には週１回の看護師２名の訪問の他に、

看護補助者を利用して加算の算定につなげる

＊看護補助者の確保と調整の検討

④ 令和３年に看護体制強化加算Ⅰの加算の算定

50



目標５

災害時に備えた整備を行う

①災害時の対応や対策について再確認する。

・避難訓練や災害訓練を実施

法人内訓練の実施（年2回）

訪問看護協会の支部活動に参加

災害に備えたマニュアルや備品の整備を行う。

目標６
常勤職員の増員、職員の定着をはかり、休憩時間を確保し、

働きやすい職場作りを行う。

①常勤の採用を行い休憩時間確保、有給休暇の利用促進をはかる。

②同一労働同一賃金のの施行にあわせ、就業規則等の整備を図ります

令和３年度 事業計画
訪問看護
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経営の安定
管理者 ： 辰巳紀子
正規職員 ： 樋口純子 山本康栄
非常勤職員 ： 松村和代 久保佐知子

多田妙子 竹内亜希子
奥村尚子 西村美鈴
野瀬美奈子 縣 淳子

R２年度
経常経費

収入の部 ① 54,929,184

支出の部 ② 41,735,374

収支の差額 ①－② 13,193,810

R３年
経常経費

収入の部 ① 58,428,010

支出の部 ② 48,503,959

収支の差額 ①－② 9,924,051
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収入については、、新たな職
員を採用により支出の部は多
くなっている。しかし、訪問件
数も増加が見込め、また、訪
問看護体制強化加算も算定
できることと合わせて収入増
を見込んでいる



結の家デイサービスセンターおぐら
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令和３年度 事業計画

デイサービスセンターおぐら

＜理念＞

❤ 暖かいまなざしと人に対する
思いやりの心を大切にします。

❤ ひとり一人の生き方を尊重し、
心の声や思いに耳を傾けます。

❤ ご家族や地域、ふくしモールとの
つながりを大切にします。
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令和３年度 事業計画
デイサービスセンターおぐら

＜ビジョン＞
❤ ご利用者のみなさんに、満
足してもらえるサービスの
提供を目指します。

❤ ご利用者の皆さん、職員と
もに、健康的で安全に過ご
せる環境づくりを目指します。

❤ 地域になくてはならないデイ
サービスを目指します。
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令和３年度 事業計画

デイサービスセンターおぐら

目標１.

住み慣れた地域で生活が続けられるようサービスを
提供します。

①認知症を抱える利用者やその家族が安心して利用できるサービスを

提供します。
朝・夕のミーティング（毎日）、事例検討会（月1回）

②健康な生活が維持できるよう体調の変化を早期に発見、早期に対応で

きるよう家族や他の事業所との連携を図ります。

ケアカンファレンスの提案、

毎月月初めにモニタリング

ケアシートの作成と見直し

通所介護計画書の修正（定期）
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令和３年度 事業計画

デイサービスセンターおぐら

③ 利用者の声、思いを聞き満足の向上に努めます。

利用者の思いを全職員を傾聴できるよう、常に意識を高く持ちます。

＊個別で相談できる場所や環境を整る。

＊事例検討会の開催（月1回）
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令和３年度 事業計画

デイサービスセンターおぐら

目標２

人材育成を図り、ケアの質の向上に努めます。

① 地域で開催される研修や法人内の研修に参加する。また、デイサービ

スでの内部研修の活性化を図り、職員のケアの向上、自己成長を目指します。

＊介護の知識、質の向上に向けた研修に参加。

【内部研修】

認知症について

ポジショニング

感染症について

防災計画の確認

【外部研修）

②キャリア別研修への参加を推進し、キャリアアップを目指します。

キャリアップ研修、個別目標研修、認知症リーダー研修

職員が目標に向かって取り組んでいるか面談(定期)

58



令和３年度 事業計画

デイサービスセンターおぐら
目標３

事業所の安定経営を図ります。
① 新規利用申し込みがあった時は、すぐに対応できるように空き状況を把握し

ておきます。

*新規依頼はできるだけ断らない。

② アセスメントに沿ったケアを提供し、信頼関係を得られる事業所つくりを行

います。

*個々の目標等に沿った支援。変化が見られた時はすぐにケアマネに連絡し

状況報告を怠らない。

③ 空き情報をケアマネ事業所に提供し、稼働率の向上を図ります。

④ 安全への取り組み毎月２７日を｛命の日と定める｝

＊職員の健康管理

＊定期の健診

＊毎日の健康チェック

＊休憩時間の確保
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令和３年度 事業計画

デイサービスセンターおぐら

目標４

地域とのつながりを大切にします。

① 毎年恒例の夏祭りの企画や運営を通じて、地域住民の皆さんと交流を

図ります。

＊夏祭り等を通じて、地域の方と知り合いになり、気楽にデイサービスに遊びに来

ていただける関係を作ります。

② 地域のしあわせホームに参加します。

＊依頼があった地域に出向き、交流を進めます。
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経営の安定

R2年度
経常経費

収入の部 ① 44,267,418

支出の部 ② 38,886,610

収支の差額 ①－② 5,380,808

R３年
経常経費

収入の部 ① 43,133,946

支出の部 ② 39,245,248

収支の差額 ①－② 3,888,698

61

管理者 ： 廣田真由美
正規介護職員 ： 佐藤眞澄 北川加奈子
非常勤介護職員：三田村洋希 安居朋子

澤美智子 亀田久美子
上野康子 田中清香（兼務）

看護師 ： 渡邉好美 椿井直子
岡地美子 花本富江
非常勤介護職募集中
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要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

年間

令和２年度利用実績人数 3877人

令和3年度目標利用人数 4224人



結の家デイサービスセンターとの
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令和３年度 事業計画
デイサービスセンターとの

＜理念＞
❤ ほっとする居心地のよい場所である

ことを目指します。

❤ 楽しみや生きがいを持てる生活を支援します。

❤ 地域社会に貢献できる事を目指します。
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令和３年度 事業計画
デイサービスセンターとの

＜ビジョン＞
❤ 利用者様の思い、声に
耳を傾けそっと手を差し伸
べられるケアを目指します。

❤ 介護知識、介護技術
の向上に努め優しい気持
ちを持って支援します。

❤地域行事へ積極的な参
加し信頼関係を築きます。
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令和３年度 事業計画

デイサービスセンターとの
目標１

介護知識、技術の向上により質の高いケアが実践でき利用者、家族のニーズに対応する。

各職員が、利用者や家族のニーズを把握し、必要とされる医療・介護の知識、技術の向上を
目指し、必用な研修に参加できるよう研修計画と環境を整える。

【内部研修】（月１回 木曜日）
＊認知症ケア、口腔ケアの意味、排泄ケア、ボディーメカニクス、防災計画の確認、
避難誘導の方法など基本を押さえた研修を実施する

＊職員個々人が自主研究を行い内部研修で話題提供を行う。
＊伝達研修を行う

【外部研修】（各自の目標に合わせて参加）
＊キャリアアップ研修を実施
＊給与の等級に必要な研修受講する
＊個別目標研修と資格取得

〇職員の目標研修の実施
〇喀痰吸引の資格取得への挑戦（１名）
〇看護師のe-ラニング
〇認知症リーダー研修

【研修環境整備】
＊勤務表の調整で研修機会の確保

【家族会の実施】
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目標２
利用者の状態を把握し、ニーズに応じた個別性の高いケアを
実践する。
①管理者、生活相談員が地域密着型通所介護計画書を作成し、計画
に基づき、全職員が情報を共有し統一したケアにつなげる。
＊地域密着型通所介護計画書の作成
＊毎日のケア内容、服薬の確認、体調等確認事項の徹底
＊個別ケアシートにて、ケア内容と手順、病状確認等を定期
(３月に１回)実施し、通所介護計画の見直しとケアシートの更新
を行い、いつも新しい情報のもとにサービスを提供する。

＊モニタリング（毎月1回）を行い、各担当ケアマネジャーさんに報告
＊夕方ミーティング
②利用者の状態や問題に応じて、適切なときに適切なケアができるように
他事業所との連携、チームケアを充実させる。
＊カンファレンスへの出席
＊ケースに応じて管理者、生活相談員、あるいは看護師が出席する
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令和３年度 事業計画

デイサービスセンターとの



令和３年度 事業計画

デイサービスセンターとの

目標３

介護保険制度事業に留まることなく、地域の福祉活動の
拠点となるよう事業の推進を図る

①サロンの開催や秋祭りイベントを通じて、地域住民の皆さんと交流を図る。
＊各自治会のしあわせホーム開催への協力

＊との福祉委員会と共催の芋煮会の実施

②身近な介護の相談場所やくつろげる場所として地域の拠点になる。

＊「元気きらり」の開催 （小倉町 ほんなら屋 １回/月）

＊月3回程度「とのサロン」の実施外 （デイサービスとの３回/月）

③ 人材育成の拠点となる

＊ボランティアの受け入れ
67



令和３年度 事業計画

デイサービスセンターとの

目標４

健全な安定した経営

①安定した職員の配置職員の採用と定着を図ります

＊職員の有期雇用 → 正規雇用への転換(看護師)

＊休憩時間の確保

②安全への取り組み

＊毎月２７日を｛命の日と定める職員の健康管理

＊定期の健診

＊職員の了解のもと、毎日の健康チェック(検温・睡眠状況・常備薬の服用等)

＊災害や感染症等に対応できる事業所づくり

一時的な休業や閉鎖時も、ご利用者さんのサービスがとどこらないよう

他の事業との連携を進めます。

68



⑤黒字経営を目指す

＊国や東近江市の動向をしっかり理解し、介護保険制度の方向性を見極め

結の家とのが担うべき方向と事業運営を打ち出する

＊収益増を目指します。

〇認知症加算を目指します

加算に必要な職員配置（認知症リーダー研修、看護師のe-ラニング

の受講を進めます。

〇デイサービス開設日には、5名の職員配置を目指します
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令和３年度 事業計画
デイサービスセンターとの



経営の安定

平成２年度
実績

経常経費

収入の部 ① 18,861,741

支出の部 ② 20,943,284

収支の差額 ①－② ▲2,081,543,

R３年度
経常経費

収入の部 ① 20,089,926

支出の部 ② 21,493,692

収支の差額 ①－② ▲1,403,765

70

管理者 ： 廣島由美子
正規介護職員 ： 大塚由美子
非常勤介護職員： 田中清香 岡田美好

位田貞子 高木由香利
看護師 ： 縣 淳子
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者

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

R２実績とR３目標利用人数/年間

令和２年度利用実績人数 1825人

令和3年度目標利用人数 2172人
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居宅介護支援事業所



令和３年度 事業計画
結の家ケアプランセンター

＜理念＞
❤ 誰もが同じ価値を持った「個人」であることを

念頭にして活動を行う

❤ 住み慣れた地域で「いつもの暮らし」が出来る

ように支援を行う。

❤ 共に考え、共に悩み、その人らしい生き方を支援

していく。
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令和３年度 事業計画
デイサービスセンターとの

＜ビジョン＞
〇在宅のケアマネージャーとして様々な課題を

抱える利用者とその家族が地域で暮らすため

の支援を行う。

〇多様な事業所との連携を密にし、ケアチーム

の一員としてのマネジメントが出来るよう

に個別に資質を高めていく
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令和３年度 事業計画

結の家ケアプランセンター

目標１

特定事業所として、より質の高いケアマネジメントが展開でき、利用者

の「生活の質」の向上に寄与できるよに努める
① 職員ごとにケアマネージメントに関する自他からの評価をし、課題を明確

にして研修に参加し実務に活かす

◇研修については各自の目標に合わせて参加する

◇受講者は適宜、内部で伝達講習を行い、職員全体の質の向上を図る

【内部研修】（月1回 木曜日）

②事例検討を行う中でスーパーバイズの力量を高める

＊事例検討会の実施

（新規依頼者、困難事例等を中心に1事例を全員で検討する）

③同じ方向性を持ったチームケアを展開するために他職種、他機関、医療との

連携を強化する

【地域研修】（月1回 愛東・永源寺地域）

＊同じ地域で仕事をする複数の居宅支援事業所が合同で他職種、他機関と

連携した勉強会を行い地域課題の検討や情報交換を行う
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令和３年度 事業計画

結の家ケアプランセンター

目標１
④ 支援困難と思われる事例についても積極的に受け入れ、地域包括支援セン

ターをはじめとする関係機関と密に連携をとって利用者とその家族を支え

る体制を作る

【外部研修】

＊市の地域包括支援センターが主催する事例検討会に参加する（月1回）

＊県が実施する介護支援専門員の資格更新のための法定研修に参加する

＊キャリアアップ研修 （等級に必要な研修を受講）
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令和３年度 事業計画

結の家ケアプランセンター
目標２

76

認知症をかかえる利用者がその人らしく、住み慣れた地域で
暮らせるための支援の充実を図る
①法人内の職員の認知症ケアの質が向上するための勉強会の開催
【内部研修】
＊他の部署と合同で認知症に関する勉強会を実施する
＊「認知症の人のためのケアマネジメントセンター方式」等の
ツールを用いた事例検討会、勉強会を実施する

【地域研修】
＊東近江認知症ケア・ネットワークを考える会に参加する
＊東近江圏域認知症ケア研修会に参加する

②認知症の専門医への受診を必要に応じて調整、同行して日々の生活が
利用者、家族共に安定するように支援する
＊かかりつけ医、専門医への受診に同行する

③認知症の利用者をかかえる家族への支援を行う
他の部署（訪問看護、デイサービス）と共同で家族会を実施し介護者の悩
み・ストレスの軽減を図る



令和３年度 事業計画

結の家ケアプランセンター
目標３

77

医療との連携を図り、在宅と医療機関との移行、在宅での療
養を充実させる
① 入院時には利用者の在宅での状態やサービスの内容などの情報を
病院の地域連携室に速やかに持参する
【入院時の情報提供】
＊利用者が入院した場合は速やかに入院先の地域連携室に在宅での生活、
利用している介護サービス等の情報を提供する

【退院に向けての情報収集】
＊入院中に病院訪問等を通じて担当者から情報収集を行い退院後の生活の
調整を行う

② 退院時には利用者の心身の状態や今後の治療計画などを確認し、
主治医と相談して介護サービス事業者に伝える会議を開催する

【退院前カンファレンスへの参加】
＊退院前に病院で開催されるカンファレンスに参加し、退院後の療養生活
や介護サービスの調整を行う



令和３年度 事業計画

結の家ケアプランセンター

目標３

78

③ 在宅での看取りを希望される利用者、家族には在宅医療、訪問看護
訪問介護等との連携を強化する

④ 末期の悪性腫瘍で在宅看取りを希望される利用者には、24時間連絡
出来る体制を確保し、必要なケアマネージメントを実施する
【ターミナル期のケアマネジメントの実施】
＊ 在宅で死亡した末期の悪性腫瘍の利用者に対して死亡日及び死亡日
前14日以内に2日以上、利用者と家族の同意を得て居宅を訪問し必要
な情報を主治医とサービス事業者に情報提供を行う。

＊ 24時間連絡出来る体制を整えておく

⑤ 利用者の急変時に訪問診療実施の医療機関の医師の求めにより、
利用者宅でのカンファレンスに参加する
【緊急時等居宅カンファレンスへの参加】
＊利用者の体調の急変時は担当医の求めにより在宅でのカンファレンス
参加し介護サービスの調整等を行う



令和３年度 事業計画

結の家ケアプランセンター

目標３

⑥ 医療に関する研修会、退院支援に関する検討会、医師会と

の交流会に参加する
【外部研修】

＊東近江圏域退院支援ルール・評価検討事業研修会に参加する

【内部研修】

＊法人内の訪問看護と合同で勉強会を実施し医療知識を学ぶ

【医師との交流】

＊東近江医師会との交流会に参加する
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令和３年度 事業計画

結の家ケアプランセンター
目標4
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介護保険制度事業にとどまることなく地域の福祉活動・
交流事業に参加して信頼関係を築く

① 地域交流事業へ参加して地域住民との交流を図る
【しあわせホームへの参加】
＊各町で実施されている「しあわせホーム」に参加する
＊「元気きらり教室」（月1回）に参加する

【地元地域の行事を企画・参加】
＊小倉町の夏祭り、愛東外町の秋祭り（芋煮会）に参画し、地域
住民との交流を図る

② 地域で行われている多職種の勉強会に参加して、顔の見える関係作り
を図る
【地域の勉強会】
＊永源寺地区の勉強会（チーム永源寺）月1回に参加する



令和３年度 事業計画

結の家ケアプランセンター

目標4

81

③ 災害が発生した時に行政・他のサービス事業所・医療機関と連携を
取って利用者や地域住民の安全を確保する

【災害対策マニュアルの作成】
あいとう三方よし等、愛東地区のネットワークを使ったマニュアル
を関係者で話し合って作成する



令和３年度 事業計画

結の家ケアプランセンター
目標５
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居宅介護支援事業所として安定した経営を目指す

①職員が健康な状態で働ける体制を維持する
【コロナ感染予防対策として勤務地を2か所に分散する】
＊職員に万一コロナ感染者が出ても事業所全体を閉鎖することなくバック
アップ出来る勤務体制を作る

②介護保険制度で算定できる加算を積極的に取っていく
【新たに創設された加算を算定する】
＊利用者の通院に同行し医師と情報交換を行うことで算定できる「通院時
情報連携加算」を必要に応じて取っていく

③事業所の運営を中長期的な視点で考え必要な人材を確保すること
を目指す実務者研修実習生の受け入れ
＊介護支援専門員の実務者研修の実習生を積極的に受け入れ本人の希望が
あれば新規採用を視野に入れて指導する

＊主任介護支援専門員の資格取得要件を満たした職員は順次該当資格を得
るための研修を受けるように勧める



経営の安定

平成２年度
実績

経常経費

収入の部 ① 20,485,030

支出の部 ② 23,564,899

収支の差額 ①－② ▲3,079,869

R３年度
経常経費

収入の部 ① 21,280,899

支出の部 ② 20,681,474

収支の差額 ①－② 599,425
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管理者 ： 中山佳美
主任 ： 田原初美
専任CM ： 西田ひろみ

倉垣清美
兼務CM ： 太田清藏

令和２年度利用実績人数 135人/月

令和3年度目標利用人数 140人/月



令和３年度予算書【案】

【収入の部】 143,034,861円
会 費 １０２，０００円
寄付金 ０円
助成金 ０円
利 息 ８０円
事業収入

DSとの ２０，０８９，９２６円
DSおぐら ４３，１３３，９４６円
訪問看護 ５８，４２８，０１０円
ケアマネ ２１，２８０，８９９円
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令和３年度予算書【案】

【支出の部】 141,316,494円
人件費（事業）１０５，９８４，００７円（給与・賞与）

人件費（管理） ８，１４７，７２９円（給与・役員報酬）

事業費 ２０，０２３，８４４円
管理費 ２，７９５，９１４円
減価償却費 ４，３６５，０００円

収入－支出＝ １,718,367円
上記金額に対し納付税金501,592円の予定
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