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社会福祉事業 

              

（１）第 1種社会福祉事業 

   特別養護老人ホーム「信楽荘」 

 

    小規模特養               ３０名 

  ユニット型特養             ６０名     

 

（２）第 2種社会福祉事業 

  (イ) 老人デイサービス事業 「信楽荘デイサービスセンター」 

    通常型通所介護          定員 ３５名   

    （月～金曜日）            

 

 （ロ）老人短期入所事業 「信楽荘ショートステイサービス」 

                     定員 １５名 

  

 （ハ）認知症対応型共同生活介護 グループホーム笑楽 

                    2ユニット１８名 

 

公益事業 

 

（１）信楽荘居宅介護センター 

 

 

 

 

 

 

 



令和元年度 社会福祉法人 信楽福祉会  事業報告 

              

基本理念 

１．誰もが住み慣れた地域の中で、安全かつ安心して普段と変わらない、その人らしい生活

が続けられるような憩いの場を提供します。 

２．家族や地域の方々にサポートしていただきながら、ご利用者の立場にたち、プライバシ

ーや基本的人権を配慮しながら、その人らしい自律した社会生活が送れるよう温かい

サービスの提供を目指します。 

信楽荘 

「信楽荘 理念」 

Welfare しがらき 共に笑い 伴に活きる 

 

「信楽荘 職員の心構え」 

一．私たちは、「思いやりのある」「温かい心」で介護に努めます。 

一．私たちは、「謙虚な姿勢」で「誠意ある質の高いサービス」に努めます。 

一．私たちは、「専門職」として「技術の向上」をめざし最善を尽くします。 

一．私たちは、「愛され」「親しまれ」「信頼されている」」施設をめざします。 

基本的理念を達成するため「信楽荘職員の心構え」を全員が周知徹底し、職員のモラル

の向上を図りご利用者へのサービス向上に努めました。 

 

従来型小規模特養  ふらわぁ  ３０床 

 入居者が一日一日を笑顔で過ごせるよう個人が持っている「こだわり」を大切にし、その

人らしく暮らせるような支援に努めてきました。 

生活の中で「出来ること」や「したいこと」ができる機会を積極的に作り、入居者が「自分

は役に立っている」「役割がある」と感じてもらえるようチーム一丸となって努めてきまし

た。本人の希望を聞きながら、外食や外出を楽しみ、施設内ではおやつ作りや食事会も開催

しました。 

生活の中での楽しみや生活の中での目標を少しでも叶えられる努力をしました。 

 職員については、質の向上や職員の仕事に対するモチベーションの維持・向上のために、

定例会議でチームの課題について話し合いながら統一したケアに努めてきました。又定期

的な面談を行い、職員の心のケアにも努めてきました。介助用リフトやスライディングボー

ドなども活用することで身体的な負担軽減にもなりました。 

 入居者の看取りや入退所の時は、メルタス会議室を活用し、ケアの振り返りを行うととも

に、職員の気持ちの整理を行ってきました。 

「信楽荘職員の心構え」とは別に施設介護課の標語、「入居者、職員共に笑顔で一日一日を 



過ごす」を目標にチーム一丸となってケアの向上に努めてきました。 

 

短期入所生活介護（ショートステイ） たんぽぽ １５床 

施設の依頼や長期利用の依頼に対して出来る限りの受け入れをしました。 

ショートステイを契約する時には、施設内の環境を直接見てもらい、納得して利用して頂け

るよう丁寧な説明を心がけました。 

居室環境については、センサーの必要性、ベッド柵の種類、ベッドの向き、転落予防策を定

例会議にて検討し見直しました。 

日中の活動としては、塗り絵や編み物など得意なこと、好きなことが出来る限り継続出来る

よう関わりました。 

又ユニット費を利用して、食事会やお茶会を行い楽しみの提供に努めました。 

感染症警戒時期のショート受け入れ（迎え時）の検温についてもご家族様にご理解をいた

だき実施することができました。 

 

ユニット型特養 煌き ２０床 

 入居者に自分が必要とされていることを感じてもらえるよう一人一人の可能性や能力を

探っていき生活意欲が高まるような工夫をしてきました。入居者と職員が共に歩み「ここに

居て良かった」と思って頂けるよう壁を作らずに最善を尽くしました。 

生活のマンネリ化を避け、認知症の症状で記憶が消えたとしても、その時間（とき）を大切

に外出、食事作り、おやつ作りなどを実施しました。 

職員にとっては、定期的な内部研修・定例会議・介護福祉士取得のための実務者研修参加・

勉強会実施など個々の職員能力を存分に発揮し、持つ能力が決して無駄にならないように

取り組みました。 

 

ユニット型特養 大樹 ２０床 

 ユニット大樹では「職員各自の得意分野を活かしチーム力の向上及びユニット内の活性

化」を目標に取り組んできました。 

ストレスを感じた時は外出や外食の支援、又脳の活性化を図るため食事作りやおやつ作り

を計画し楽しみを持ってもらうことで生活意欲に繋がったように思います。 

認知症になっても身体の自由がきかなくても安全で安心できる生活を続けることができ、

家族との関係性も以前と変わらず継続が出来る風通しの良いユニット運営ができました。 

常に起こりえる緊急時に対しても迅速で適切な対応が取れるよう全職員が危機意識を高め

ることができました。 

ユニットの取り組みとして、毎月家族さんに担当者が入居者の日々の様子をユニット便り

で伝えることができ、職員のやりがいにも繋がりました。 

職員一人ひとりの得意分野を尊重しその特技を活かし各支援に取り組んでもらえたのは、



大きな成果でした。 

 

ユニット特養 青空 ２０床 

 入居者の方への「安心できる場の提供」「ここが自分の家と思ってもらえる」を目標に掲

げてきました。新しく青空ユニットに入居された方が数名いました。最初は「家に帰りたい」

「息子に電話して」と訴えも多く、一人で外に出てしまう入居者もいましたが今では落ち着

いて皆さんと楽しく生活していただいています。 

年 4回の外出を目標にしてきましたが、今年度は 8回の計画を実施することができました。 

週に 1回の看護師によるアクティビティも楽しく機能訓練を実施することができました。 

職員にとっては、有給休暇を取りやすく、社員旅行でも参加のしやすいように勤務調整を 

するなど働きやすく、活気のある職場を目指し努力しました。職員有志のクラブ活動におい

ても、ユニット内 4 名の職員に自主的に参加してもらい、身体を動かす機会を提供しまし

た。 

 

グループホーム笑楽 ２ユニット １８床 

 今年度は、入居者５名が入院。１名が病院でお亡くなりになりました。１名はグループホ

ーム笑楽で初めての看取りとなりました。手探りの状態でありましたが今村先生や看護師

との連携によりご本人の思いに寄り添った介護ができました。亡くなる１週間前には、家族

の協力で、ご本人の希望であった自宅に戻り仏壇に手を合わせることも実施できたことは、

職員の大きな成長にも繋がりました。 

７月には、外部評価を受け、大変良い評価を頂きました。 

地域運営推進会議に於きましては、２ヶ月に１回開催することができ、地域の方や行政の職

員と積極的な話し合いや意見交換・勉強会を実施しました。 

家族との連携では、年に３回のグループホーム便りや月に１回担当者が日常生活の変化や

報告を簡単な手紙でお知らせすることで家族との信頼関係がより親密になったように思い

ます。 

感染症警戒時期以外は今年度も入居者の希望を聞き、多賀大社や桜見物など外出すること

ができました。 

 

通所介護（デイサービス） 

 デイサービスセンターでは、信楽荘理念・信楽荘職員の心構え、デイサービス基本方針を

もとに、利用者個々のケアプランに基づいた活動を通し、職員と共に楽しみ、居心地の良い

場所・寄り添ったケア・社会的孤立感の解消及び心身・機能の維持向上に努めてまいりまし

た。 

信楽町内の状況は、重度の方の入院や施設入所が多くあり、今年度の利用者数は１日２６名

と厳しい結果となりました。 



職員におきましては、危険予知訓練・接触嚥下のメカニズム・虐待研修・人権研修などの

勉強会を開き職員の質の向上にも努めました。 

また、季節に合わせた作品作りでは、認知症のある利用者の隠れた能力と笑顔を引出すこ

とができました。 

 

居宅介護支援事業 

 在宅高齢者の方々に対し、様々なニーズに答えるべく各関係機関やインフォーマルサー

ビス及び地域住民の方々との連携が昨年度よりも、効果的に出来ました。居宅に所属してい

るケアマネージャーも今年度は５名体制になってから２年目となり、ケアマネジメントも

充実し、利用者様やその御家族との関係づくりもスムーズにできる様になってきました。 

事業所及び地域連携についても、昨年同様に民生委員の方々と共に交流会を図る事ができ、

困難ケースにおいても地域や事業所とも上手く連携する事ができました。                                                                                                               

更に病院とのつながりについては医療連携情報により、以前よりは安心して自宅に帰って

頂ける様な環境作りができました。 

「包括ケアネットワークしがらき」発足から５年、地域の事業所同士の顔の見える関係か

ら、次の段階（より密な連携とスムーズな進行）に進み、大きな進歩であると考えます。 

次年度への課題として、医療連携での活動をもっと自ら地域に出向いて地域住民の方々に

啓発していく事であると考えます。 

利用者様のニーズを把握する点については、より深く関わりご本人様のニーズを把握する 

事ができたように思われます。しかし、年々困難ケースが増加すると共に複雑化している事 

で、ケアマネージャーの負担も大きくなりつつあるが、ケアマネジメントの技術の向上と経 

験から、困難ケースへの関わり方もあまり困惑する事もなく、部署内で支え合いができるよ 

うになってきました。令和２年１月より、新型コロナウイルスの関係で、感染拡大を防ぐた 

めに、テレワークを取り入れる様になり、感染予防に努めています。今後の社会において多 

様な働き方が出て来ると思われ、居宅としては良いきっかけになったと考えます。 

今年度も、信楽福祉会職員の一員として、信頼と迅速な対応を意識して１年を過ごせたと 

思います。 

 

栄養調理管理課 

 利用者、個々の状態に合わせた食形態の提供により安全、安心な食事の提供を行うことが

できた。また、創立記念お祝い弁当や、夏祭り屋台、クリスマス特別献立、おせち料理など

の提供を行った。おせち料理については、お正月らしさを感じていただきたいと願い一人お

重での提供で楽しんでいただきました。行事食、季節食からは季節を感じていただくような

メニューにも工夫しました。 

今年も出張厨房カフェとして各ユニットに出張し、煎れたてのコーヒーや季節の飲み物の

提供を行いコーヒーの香ばしい香りを楽しんで頂きました。職員が出張することで入居者



とのふれあいがあり入居者の意外な一面も見ることが出来ました。新たに５月と１０月に、

おひさまカフェを企画し外の風を感じ、太陽の光にふれることで開放感と気分転換を図り

入居者の皆様やご家族さんとの憩いの場として気持ちの良い時間を過ごしていただきまし

た。 

また、３食の食事提供だけでなく目からも楽しみにできる手作りおやつにも更に力を入れ、

紅白饅頭やクリスマスケーキ、節分などの季節のおやつなどの提供を行い高い評価と貴重

な意見をいただいきました。厨房職員それぞれの意見を出し合い考案から仕上がりまでチ

ームみんなで取り組むことが出来たのは職員のやりがいにも繋がりました。一つ一つの行

事食やおやつ作りにより達成感を感じ、さらにグレードを上げるための考案も出来たこと

や厨房の食事提供の様子をフェイスブックで外部に発信することが出来ました。こうした

食事やおやつの提供と発信は調理師の技術の向上と発想力、やりがいにも繋がり職場に活

気が出てきたことは嬉しい限りです。 

昼食時のラウンドを引き続き行い入居者の生の声を聴き、食事の様子も感じ取り調理方法

に活かす事ができました。又衛生部門では職員個々が衛生管理にも注意し、食事を通し利用

者の健康増進と社会参加もできたと考えます。 

 

看護課 

 入居者がその人らしく健康で楽しくに暮らせるよう、日常の観察・情報収集・情報の共有

を行い疾病の早期発見に努めました。毎朝申し送り、伝達をして職員の情報共有に努め急変

時の迅速な対応や日々の適切な処置を行い、医療機関との連携に努めました。 

 入居者及び職員の健康管理については、健康診断の実施（８４名）とその結果を嘱託医に

報告することで必要な精密検査に繋がりました。肺炎球菌ワクチン実施は９名でした。 

必要に応じた病院受診と、入院に関わる情報提供も行いました。 

H31.4.1～R2.3.31 まで 外来受診人数延べ・・・４５３名 

H31.4.1～R2.3.31 まで 入院人数延べ・・・１５６名 

日々のケアの中での指導は、褥瘡・皮膚疾患・尿路感染予防などの指導と食事摂取の安全な

体位と介助時のアドバイスを随時行いました。 

家族、他職種と連携を密にしてターミナルケアの充実も目指しました。（勉強会・研修） 

現在７名の看取りの入居者がいます。経過が長期化しているケースがありますがケアは充

実していると考えます。ケアワーカーと共により良い最期を迎えられるよう今年度も努力

して参りました。 

 

防火・防災対策 

  防災委員会として、地震・火災・水害による避難訓練を行うと共に、いざという時の為

に、非常用防災倉庫を設置し、非常時に数日間持ちこたえる事が出来るように必要な備品

（食料品・医療・生活用品等）を用意する事ができました。 



 更に、今まで避難訓練の際に、防災委員だけが中心になって、利用者の避難にあたってい

る状況で職員に非常時の対応をどうするのか、何をすればよいのか解らない職員が多数い

る点が大きな課題であった。そこで、避難訓練時には、当然ではあるが、現場職員が中心と

なって避難訓練を実施する事とし、自分が利用者を守らなければいけないという意識を強

く持って頂く事が徐々にではあるが浸透しつつあります。 

 

職員体制・職員の処遇 

 職員のモラルの向上を図るために「信楽荘 理念」「信楽荘職員の心構え」を唱和し利用

者の立場に立ち温かいおもてなしができるよう常に心がけしてきました。 

職員の質のレベルアツプ、適切な人事考課の仕組み作りの第一歩として、施設全体で共通の

自己評価票を検討し、今年度個人面談で使用しました。 

事故防止についても、取り組みが停滞・マンネリ化せず取り組みの振り返りや可視化、継

承が可能となるよう、今年度も各部署の取り組み発表会を企画し、開催しました。 

又、各種の研修会への積極的な参加を促し、職員会議や定例会議において復命会を行い、

さらに新人研修・施設内研修については計画通り実施できました。職員の資質向上を図り、

合わせて各種資格の取得を奨励しました。 

介護技術チーム（プロジェクトチーム）については、各部署の技術の底上げ、チーム全体の

質の向上に繋げるため１０回の会議と、実技講習を実施することでチームの中から講師が

出来るようになったことは職員の成長とモチベーションにも繋がりました。今後も理学療

法士との連携で入居者が安心して生活できるような支援に努めます。 

 コロナ感染拡大予防の観点から、緊急感染対策会議を開催し今後起こりうるあらゆる場

面を想定し職員一丸となり対応しました。 

 

地域との連携・施設の地域開放 

 学校関係・保育所・町文化祭作品展示展・見学等との関わりを深め利用者とのふれあいや

納涼祭・運動会等の行事にも積極的に参加し交流を図りました。 

又施設の広報誌（老寿）を３回発行とグループホーム笑楽の広報誌を３回新聞折り込みに

入れ配布することで地域の皆さんに施設での生活の様子を伝えることが出来ました。 

 

施設の地域開放に於いては、運動を中心とした健康寿命を延ばそう事業でトレーニングジ

ムを開放して４年目です。健康長寿雲井トレーニング室運営委員会を中心に週１回（木曜日） 

開放しました。 

 コロナ感染拡大予防のため、施設の地域開放は暫く中止としています。 

 

ボランティアの受け入れ 

 町内全域の有志の方々による清掃ボランティアの受け入れや、日赤奉仕団による昼食献



立ボランティアの受け入れ、デイサービスでの整容ボランティア、車椅子清掃ポイントボラ

ンティア、民生委員さんによる清掃奉仕、年末餅つき大会のお手伝い、家族会の年末大掃除

とたくさんのボランテイアの方に支えられました。 

 コロナ感染拡大予防のため３月以降は受け入れ中止としました。 

 

施設管理の取り組み・企画室  

 今年度、信楽荘企画室では、下記の取り組みを実施しました。 

 企画室会議（9回開催） 

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

 8,1,2月は中止（委員集まれず、コロナ対策等）している。 

 

① 昨年度からの継続案件 

 理念浸透の取り組み 

 名刺新デザイン作成（岸村） 

 デザイン完成 

 一部お試し運用中 

 新人研修でも理念の説明を行っている。 

 信楽荘のフェイスブック 

 継続中、フェイスブックリンク拡大中。 

 投稿は、施設長、厨房が中心。 

 パンフレットリニューアル 

 製作チームを組織したが、現場の欠員等で捗らず、中断。 

 現在、本部長に依頼中。 

 車椅子管理（前田） 

 前田相談員が管理していた。新年度から新しい体制を作る。 

 社内グループウェアについて（谷口、岸村） 

 サイボウズ Live のデータは kintone に移行済み。kintone の活用（アプリ作

成）はまだできていない。 

 GoogleSuite が機能改善・拡張され、信楽荘において、活用しているアプリが

増えてきている。（カレンダー、テレビ会議、クラウドドライブ等） 

 Zoho Connectは相談課の業務日報でのみ試用してきたが、無償版の機能的に使

いにくさあり、今後、信楽荘での利用は止める予定。 

 社内旅行について 

 企画、取りまとめ、旅行会社と調整を行い、５行程、無事完了。今後の社内旅

行の企画・進行は互助会に依頼予定。 

 信楽荘における災害対策について 



 災害対策チーム稼働中。 

 信楽荘 S-1（スマイルワン）グランプリ（第２回） 

 今回、広報委員会主体で写真を募集してもらった。 

 6/1結果発表。紹介ムービーは大変良かった。 

 

② 重点目標 

 継続中の案件のフォロー、改善、記録 

 取り組みが風化しないよう、モニタリング、記録を継続する。 

 S-1グランプリ 

 社員旅行 

 会議の見直し 

 よさこいソーラン 

 さらに強化すべきと考えている取り組み 

 社内グループウェアのさらなる活用、ペーパーレス化、さらなる会議の在

り方の検討、改善。 

 リーダー業務の視える化、リーダー職の自覚を促す取り組み。（リーダー研

修、リーダーシップを醸成する機会の企画） 

 理念の浸透、意識付け、活用（具体策の計画、実施） 

 コロナ禍対策、働きやすさの増進、介護の生産性向上 

 介護機器の導入・交換、シフト見直し、職員を支える仕組みづくり、

活発に改善が進む職場風土づくり。 

 コミュニケーション機器の活用、在宅ワーク環境の整備、支援 

 整理整頓、メンテナンス力の向上 

 求職者に訴求できる職場改革。 

 それらの企画実行において PDCAサイクルを回し、実行後のモニタリング、

再アセスメント、再計画までしっかり行う仕組み。取り組みの過程を記録

に残していくこと。（経験知を職場に残していく） 

 

管理職制度による毎月の定例管理職会議や企画室会議において施設内の業務や環境の改善、

委員会の充実など職員間の連携を図るよう務めてきました。 

 

 



信楽荘 令和元年度  事業報告 

 

令和元年度 各種研修、会議等 

 

4月 ３日（水） 全国経営協、防災に関する研

修 

大阪社会福祉

協議会 

4月 1２日（水） 甲賀市社協、キャラバンメイ

ト定例会 

信楽地域市民

Ｓ 

４月 15日（月） 甲賀市、介護人材定着促進協

議会 

甲賀市役所 

４月 16日（火） 介護福祉士会、理事会 県長寿社会Ｓ 

4月１９日（金） 甲賀市企人協、第１５回総会 忍の里プララ 

４月２２日（月） 県社協、認知症介護実践者研

修、第一回企画会議 指導者 

県長寿社会Ｓ 

４月２３日（火） 甲賀市、認定調査員資格取得

にかかる新任研修会 

県庁 

４月２４日（水） 県社協、２０１９年度介護分

野で働く滋賀の福祉人育成研

修「新任期」生活技術担当講

師打合せ会議 

県長寿社会Ｓ 

４月 ２５日（木） 甲賀市、介護保険認定調査、

介護給付の適正化等に関する

研修会 

甲賀市役所 

４月２６日（金） 経営協、青年部会役員会、懇

親会 

県庁 

5月 8日（水）、 

9日（木） 

県社協、介護支援専門員現任

研修 

県長寿社会Ｓ 



5月 10日（金） 滋老協、令和元年第一回理事

会 

ライズヴイル

都賀山 

   同 県社協、介護職員チームリー

ダー養成研修最終日 

県長寿社会Ｓ 

5月 13日（月） 信楽町職親会 理事役員会 ワークセンタ

ー紫香楽 

５月 15日（水） 甲賀市企人協、第一回役員会

及び専門部会 

甲賀市役所 

５月１６日（木） 甲賀看護専門学校、実習指導

者会議 

甲賀看護専門

学校 

   同 甲賀市、新就職者対象 人権

研修会 

碧水ホール 

５月２０日（月） 県社協、しが介護の職場合同

入職式 

琵琶湖ホテル 

５月２１日（火） 日本年金機構、事務担当者向

け講習会 

草津市交流プ

ラザ 

５月２３日（木） 県社協、認知症介護基礎研修

第一回企画会議 

県長寿社会Ｓ 

   同 県社協、２０１９年度 青年

部会総会並びに研修会 

県危機管理Ｓ 

   同 県介護福祉士会、理事会 草津 心 

５月２５日（土） 日本介護福祉士会 総会 東京 

５月 28日（火） 

29日（水） 

県看護協会、喀痰吸引等研修

にかかる指導看護師養成講習

会 

県看護研修Ｓ 

５月２９日（水） 信楽認知症キャラバンメイト

定例会 

雲井小学校 



５月３０日（木） 県、若年認知症支援者見える

仕事業 

守山駅前コミ

ユニテイホー

ル 

   同 県社協、認知症介護実践者研

修第二回企画会議 

県長寿社会Ｓ 

５月３１日（金） 信楽地域包括支援Ｓ、ケアマ

ネ事例検討会 

信楽地域包括

支援Ｓ 

６月 ５日（水） 県社協、縁滋賀の福祉人研修 県長寿社会Ｓ 

６月 ６日（木） 甲賀、湖南介護支援専門員連

絡協議会 通常総会 

甲賀健康福祉

事務所 

６月 ８日（土） 介護福祉士会 総会、研修会 県長寿社会Ｓ 

６月１０月（月） 

 

滋老協、２０１９年度第一回

通常総会 

県長寿社会Ｓ 

６月１２日（水） 

 

 

甲賀市、令和元年度ワークラ

イフバランス推進事業イクボ

ス推進ネットワーク 

甲賀市役所 

６月１２日（水） 

 

県社協、２０１９年度第１回

県認知症介護実践者研修 

県長寿社会Ｓ 

 

６月１４日（金） 介護福祉士会、介護技術研修 県長寿社会Ｓ 

６月１８日（火） 県社協、２０１９年度第一回

県認知症介護実践者研修 

県長寿社会Ｓ 

   同 県社協、本会定時評議員会 県長寿社会Ｓ 



   同 信楽地域包括支援Ｓ、信楽地

域担当介護支援専門員研修会 

信楽荘会議室 

６月１９日（水）

２０日（木） 

県社協、介護支援専門員現任

研修 

県長寿社会Ｓ 

６月２０日（木） 不在者投票（参議院議員）事

務説明会 

県庁 

   同 施設内職員研修「食中毒につ

いて」 

会議室 

   同 経営協、座布団会 カルナハウス 

６月２２日（土） 甲賀市、福祉の仕事就職フエ 碧水ホール 

６月２３日（日） 認知症キャラバン・メイト定

例会 

中野地区サロ

ン 

   同 信楽町職親会 通常総会と保

護者との祝賀会 

谷川会館 

６月２４日（月） しが介護の職場合同入職式 

実行委員会 

県長寿社会Ｓ 

６月２５日（火） 県社協、県認知症介護実践者

研修 

県長寿社会Ｓ 

６月２６日（水） 介護福祉士会、身体に関する

基礎知識を学ぶ研修会 

県長寿社会Ｓ 

６月２６日（水）

２７日（木） 

県社協、介護支援専門員現任

研修 

県長寿社会Ｓ 

 

６月２７日（木） 甲賀保健所、甲賀・湖南鬱病

認知症在宅医療等懇話会 

甲賀合同庁舎 

   同 滋老協、役員会 県長寿社会Ｓ 



６月２８日（金） 甲賀市、認知症キャラバン・

メイト定例会 

信楽支所 

   同 信楽荘 居宅ケアマネ事例検

討会 

会議室 

７月 １日（月） 介護福祉士会、フアーストス

テップ研修 

県長寿社会Ｓ 

７月 ２日（火） 県社協、第一回県認知症介護

実践者研修 

県長寿社会Ｓ 

７月 ３日（水）

４日（木） 

県社協、介護支援専門現任研

修 

県長寿社会Ｓ 

７月１０日（水） 県社協、介護支援専門員現任

研修 

県長寿社会Ｓ 

７月１１日（木） 県社協、第一回県認知症介護

実践者研修 

県長寿社会Ｓ 

   同 県社協、縁滋賀の福祉人研修 県長寿社会Ｓ 

   同 県看護協会、高齢者施設看護

職員研修 

看護研修Ｓ 

７月１２日（金） 甲賀市企人協、経営者トップ

研修会 

忍の里プララ 

７月１６日（火） 県社協、第一回県認知症介護

実践者研修 

県長寿社会Ｓ 

７月１７日（水） 甲賀市、ワークバランス推進

事業、イクボス推進ネットワ

ーク 

甲賀市役所 

 

７月１８日（木）

１９日（金） 

近老協、施設研究協議会 滋

賀大会 

大津プリンス

Ｈ 



７月１９日（金） ゆうゆう甲賀クラブ信楽支部

女性部笑いヨガ研修会 

信楽伝統産業

会館 

７月２０日（土） 介護福祉士会、フアーストス

テップ研修 

県長寿社会Ｓ 

７月２２日（月） 介護福祉士会、介護技術研修 県長寿社会Ｓ 

７月２３日 (火) 県社協、県災害時要配慮者支

援ネットワーク会議 

県長寿社会Ｓ 

７月２４日（水） 県社協、認知症介護基礎研修

南部コース 

県長寿社会Ｓ 

   同 信楽荘職員介護技術研修  

動作班 

信楽荘内 

   同 滋老協、会議  

７月２５日（木） 県社協、縁滋賀の福祉人研修 県長寿社会Ｓ 

７月２５日（木） 労働基準局、パートタイム有

期雇用労働法説明会 

ピアザ淡海 

   同 経営協、青年部会座布団会 カルナハウス 

８月 １日（木） 公安委員会、安全運転管理者

講習 

忍の里プララ 

８月 ２日（金） 信楽認知症研修キャラバンメ

イト、サポーター養成講座 

信楽青年寮 

   同 包括ケアネットワークしがら

き、令和元年度 包括ケアネ

ットワークしがらき運営会議 

信楽保健Ｓ 

 

８月 ３日（土） 男女共同参画Ｓ、令和元年度 

さんかく塾第２回講座 

県立男女共同

参画Ｓ 



８月 ６日（火） 信楽認知症研修キャラバン・

メイトサポーター養成講座 

信楽青年寮 

8月 7日（水） 甲賀市企人協、第２回役員会

及び専門部会 

甲賀市役所 

８月 ９日（金） 信楽認知症研修 キャラバン

メイト定例会議 

信楽地域市民

Ｓ 

8月 9日（金）

13日（火） 

23日（金） 

介護技術研修 動作班 信楽荘 

8月 19日（月） 経営協、青年部会役員会 県長寿社会Ｓ 

8月 21日（火） 甲賀市、ワークライフバラン

ス推進事業 イクボス推進ネ

ットワーク事業 

甲賀市まるー

む 

8月 26日（月） 甲賀市地域ケア会議、認知症

対策及び権利擁護に関する検

討部会 

甲賀市役所 

8月 27日（火） 

28日（水） 

県社協、認知症介護実践者研

修 

県長寿社会Ｓ 

8月 28日（水） 信楽地域ケアマネの事例検討

会 

信楽荘ふれあ

いサロン 

   同 県社協、認知症介護実践者研

修 第３回企画会議 

県長寿社会Ｓ 

８月 ２９日（木） 介護福祉士会、介護技術研修 県長寿社会Ｓ 

８月 ３０日（金） 県社協、認知症介護実践者研

修 

県長寿社会Ｓ 

   同 笑いヨガ 講師奥嶋副施設長 長野栗林会館 



９月 ３日（火） 県社協、認知症介護実践者研

修 

県長寿社会Ｓ 

９月 ４日（水）

５日（木） 

介護福祉士会、フアーストス

テップ研修 

県長寿社会Ｓ 

９月 ７日（土） 県介護福祉士会、理事会 県長寿社会Ｓ 

９月 ９日（月） 県社協、認知症介護実践者研

修 

県長寿社会Ｓ 

９月１１日（水） 介護福祉士会、身体に関する

基礎研修を学ぶ研修会 

県長寿社会Ｓ 

９月１１日（水） 甲賀市企人協、人権フオーラ

ム職対協交流研修会 

碧水ホール 

   同 甲賀市企人協、人権研修 碧水ホール 

９月１２日（木） 県社協、認知症介護基礎研修 県長寿社会Ｓ 

９月１３日（金） 県立リハビリテーション S、

総合リハビリテーション推進

会議 

県立リハビリ

テーション S 

   同 地域包括ケアネットワークし

がらき勉強会 

信楽荘ふれあ

いサロン 

９月１７日（火） 県社協、認知症介護実践者研

修 

県長寿社会 S 

９月１８日（水） 甲賀市、ワークライフバラン

ス、イクボス推進ネットワー

ク 

甲賀市役所 

 

９月１９日（木） 経営協、青年部会役員会・懇

親会 

県長寿社会 S 

９月２５日（水） 県社協、介護支援専門員現任

研修 

県長寿社会 S 



９月２６日（木）

３０日（月） 

県社協、認知症介護実践者研

修 

県長寿社会 S 

９月２７日（金） 県社協、権利擁護推進委員養

成研修 

県長寿社会 S 

１０月１日（火）

２日（水） 

和歌山社会福祉法人 経営青

年会合同研修会 

稲むら火の館 

１０月３日（木） 滋老協、人材委員会 ゆいの里 

１０月３日（木） 県、若年認知症支援ネットワ

ーク研修会 

守山駅前コミ

ュニテイH 

   同 県社協、認知症実践者研修 県長寿社会 S 

   同 施設内職員研修「感染対策」

全体研修 

信楽荘会議室 

１０月７日（月） 県社協、介護支援専門員現任

研修 

県長寿社会 S 

   同 県社協、権利擁護推進員（身

体拘束廃止に向けた推進委

員）養成研修 

県長寿社会 S 

１０月９日（水） 介護福祉士会、身体に関する

基礎知識を学ぶ研修会 

県長寿社会 S 

   同 県社協、認知症介護実践者研

修 

県長寿社会 S 

   同 笑いヨガ 講師奥嶋副施設長 柞原公民館 

１０月１０日（木 甲賀保健所、普通救命講習会 甲賀広域消防

本部 

１０月１１日（金 企人協、フイールドワーク研

修会 

サントピア水

口 



   同 県、チームリーダー研修 フ

アシリーテーター 

県長寿社会 S 

   同 甲賀市社協、キャラバン・メ

イト 

甲賀市社協 

１０月１５日（火 介護福祉士会、フアーストス

テップ研修 

県長寿社会 S 

１０月１６日（水 県社協、権利擁護推進委員会 県長寿社会 S 

   同 

 

 

甲賀市、ワークバランス イ

クボス推進ネットワーク事業 

 

甲賀市役所 

 

 

１０月１７日（木 県社協、認知症実践者研修 県長寿社会 S 

   同 甲賀市、主任介護支援専門員

学習会 

甲賀市役所 

１０月１８日（金 居宅事例検討会 信楽社協 

１０月２３日（水

２８日（月 

県社協、介護支援専門員現任

研修 

県長寿社会 S 

１０月２３日（水 県社協、認知症介護実践者研

修 

県長寿社会 S 

１０月２８日（月

２９日（火 

介護福祉士会、フアーストス

テップ研修 

県長寿社会 S 

１０月２９日（火 甲賀市企人協、啓発窓口担当

者ステップアップ連続講座 

碧水ホール 

１０月３０日（水 滋賀産業保健総合支援 S、産

業保健研修 

滋賀産業保健

推進連絡事務 



１０月３１日（木 県、介護支援専門員実務研修

にかかる実習受け入れ説明会 

県長寿社会 S 

   同 甲賀市、薬座談会 信楽保健 S 

１１月１日（金）

８日（金） 

県社協、認知症介護実践者研

修 

県長寿社会 S 

１１月１日（金） 経営協、青年部会研修会 フエリエ南草

津 

１１月６日（水） 県社協、介護支援専門員現任

研修 

県長寿社会 S 

   同 甲賀市企人協、人権啓発推進

協議会第３回役員会及び専門

部会 

甲賀市役所 

１１月７日（木） 県、スキル＆モチベーション

アップセミナー 

県庁 

１１月８日（金） 介護福祉士会、甲賀ブロック

研修 

信楽中央病院 

１１月１１日（月 社福協、労働管理セミナー 県長寿社会 S 

   同 甲賀保健所、入退院支援ルー

ル評価検討事業における病院

と介護支援専門員の連携調整

会議 

甲賀合同庁舎 

 

１１月１２日（火 介護福祉士会、フアーストス

テップ研修 

県長寿社会 S 

１１月１３日（水 甲賀市企人協、障害雇用に関

わる学習懇談会 

カルビーイー

トーク 

１１月１３日（水 施設内職員研修 感染対策全

体研修「手洗いについて」 

会議室 



１１月１４日（木 滋賀県老施協大会第１０会記

念大会 

県長寿社会 S 

   同 甲賀市企人協、窓口担当者ス

テップアップ連続講座 

碧水ホール 

１１月１５日（金 県社協、認知症介護実践者研

修 

県長寿社会 S 

   同 県産業保健支援 S、産業保健

研修 

大津商中日生

ビル 

１１月１５日（金

１６日（土 

日本介護福祉士会 Inいしか

わ全国大会 

石川県音楽堂

ホテル金沢 

１１月１７日（日 甲賀・湖南市地域福祉人材確

保事業推進協、福祉の仕事就

職フエア 

サンライズ甲

西 

１１月１９日（火

２０日（水 

県社協、認知症介護実践者研 

修 

県長寿社会 S 

１１月２０日（水 滋賀南部介護サービス事業者

協議会外国人介護人材セミナ

ー 

草津総合HP 

１１月２１日（木 水口税務署、源泉所得税の年

末調整説明会 

あいこうか市

民ホール 

１１月２２日（金 県社協、福祉用具センター運

営委員会 

県長寿社会 S 

    同 県社協、ＯＪＴ推進リーダー

研修 

県長寿社会Ｓ 

１１月２６日（火 

 

認知症キャラバンメイト事務

局、認知症キャラバンメイト

現任研修 

忍の里プララ 

 



１１月２８日（木 県社協、身体拘束ゼロセミナ

ー 

県長寿社会Ｓ 

１２月１日（日） 県社協、介護に関する入門的

研修 

ぼだいじデイ

サービスＳ 

１２月２日（月） 県社協、認知症介護実践リー

ダーフオローアップ研修 

県長寿社会Ｓ 

    同 

 

甲賀・湖南ケアマネ連絡協、

甲賀・湖南介護支援専門員連

絡協 研修会 

甲賀合同庁舎 

 

１２月４日（水） 介護福祉士会、医療的知識連

続講座「身体に関する基礎知

識を学ぶ研修会」 

 

県長寿社会Ｓ 

    同 甲賀市、女性活躍のためのお

仕事フエア 

甲賀市役所 

１２月５日（木） 認知症キャラバンメイト事務

局、認知症サポーター養成講

座 

信楽、多羅尾

公民館 

 

１２月６日（金）

７日（土） 

介護福祉士会、フアーストス

テップ研修 

県長寿社会Ｓ 

１２月７日（土） 県社協、介護に関する入門的

研修 

石部まちづく

りＳ 

１２月９日（月） 県社協、認知症介護実践リー

ダーフオローアップ研修 

県長寿社会Ｓ 

１２月１０日（火 信楽中央ＨＰ、よりよく生き

るための人生会議 

信楽開発Ｓ 

１２月１０日（火 企人協、企業事業所対象人権

研修会、企人協会員従業員対

象研修会 

碧水ホール 



        同 介護チーム研修 信楽荘 

１２月１１日（水 施設内職員研修「褥瘡拘縮防

止研修」 

会議室 

１２月１１日（水 滋老協、甲賀ブロック施設長

会議及び忘年会 

水口センチュ

リーＨ 

１２月１３日（金 県、介護サービス事業所等に

対する集団指導 

県庁 

    同 県社協、認知症介護実践リー

ダー研修企画会議 

大津合同庁舎 

１２月１６日（月 県、介護サービス事業所等に

対する集団指導 

県庁 

１２月１７日（火 施設内職員研修「衛生管理全

体研修」野崎 Dr 

会議室 

１２月１８日（水 県社協、認知症介護基礎研修 県長寿社会Ｓ 

   同 介護技術研修、全体研修第一

回目（食事、口腔について 

会議室 

１２月１９日（木 甲賀市、事業最終報告＆イク

ボス宣言式 

碧水ホール 

１２月２０日（金 県社協、介護分野で働く滋賀

の介護福祉人材育成研修運営

連絡会議 

県長寿社会Ｓ 

１２月２１日（土 甲賀ＨＰ、「健康講座」 甲賀病院 

１２月２２日（日 びわこ学院大、短期大学、介

護実習指導者懇談会 

びわこ学院大

学 



１２月２３日（月

２４日（火 

県社協、認知症介護実践者研

修 

県長寿社会Ｓ 

 

１２月２４日（火 県社協、認知症介護実践者研

修・企画会議 

県長寿社会Ｓ 

１２月２５日（水 県社協、権利擁護推進委員

（身体拘束に向けた推進員）

養成研修 

県長寿社会Ｓ 

１２月２６日（木 県、認知症にかかる医療と介

護の滋賀県大会、第二回運営

会議 

守山駅前コミ

ユ二テイホー

ル 

    同 介護技術研修、全体研修第二

回目「食事・口腔について」 

会議室 

令和２年 

1月 7日（火） 

甲賀保健所、難病（小児を含

む）対策従事者研修 

甲賀合同庁舎 

1月 12日（日） 県、認知症にかかる医療と滋

賀県大会賞にかかる助言 

ピアザ淡海 

1月 14日（火） 県、高齢者虐待防止セミナー フエリエ南草 

1月 15日（水） 介護福祉士会、介護職種の技

能実習指導員講習 

県長寿社会Ｓ 

1月 16日（木）

１７日（金） 

県社協、これからの共生社会

を創造する滋賀の福祉人セミ

ナー 

大津合同庁舎 

１月１６日（木） 甲賀市、女性のための就職フ

エア 

碧水ホール 

１月１７日（金） 県社協、ＯＪＴ推進リーダー

研修 

県長寿社会Ｓ 



１月２２日（水） あくてふ紫香楽、笑いヨガ 

講師 奥嶋副施設長 

勅使会館 

１月２４日（金） 甲賀市企人協、人権啓発推協

議会第４回役員会及び専門部 

甲賀市役所 

   同 滋老協青年部会、甲賀ブロッ

ク 

サントピア水

口 

１月２５日（土） 介護福祉士会、フアーストス

テップ研修 

県長寿社会Ｓ 

   同 

 

居宅介護支援Ｓ、事例検討会 

 

湖南市保健Ｓ

後見人Ｓぱん

じー 

１月２８日（火） 居宅支援Ｓ、信楽町民生児童

委員との交流会 

信楽開発Ｓ 

１月３０日（木） 包括ケアネットワークしがら

き「次年度計画、他」 

信楽開発Ｓ 

   同 甲賀保健所、甲賀・湖南うつ

病認知症在宅医療等懇話会 

甲賀合同庁舎 

２月 ４日（火）

６日（木） 

甲賀市、虐待防止委員会 甲賀市役所 

２月 ５日（水） 介護福祉士会、初期手話入門 県長寿社会Ｓ 

２月 ６日（木） 県社協、介護分野で働く滋賀

の福祉人育成研修 

県長寿社会Ｓ 

   同 県社協、新人職員フオローア

ップ研修、 交流会 

Ｈボストンプ

ラザ草津びわ 

   同 甲賀ＨＰ、在宅医療従事者ス

キルアップ研修会 

甲賀ＨＰ 



   同 経営協、役員会 県長寿社会Ｓ 

   同 介護福祉士会、フアーストス

テップ研修 

県長寿社会Ｓ 

２月 ７日（金） 企人協、役員フイールドワー

ク研修会 

サントピア水

口 

２月１２日（水） 滋老協、次代を担うリーダー

育成連続講座 

ライズヴイル

都賀山 

２月１３日（木） 介護福祉士会、多職種連携研

修会「事例で学ぶケアチーム

での役割と課題への取組み方 

県長寿社会Ｓ 

   同 滋老協、人材委員会 ゆいの里 

２月１４日（金） 甲賀市、地域ケア会議「認知

症対策及び権利擁護に関する

検討部会、職員派遣依頼」 

甲賀市役所 

   同 信楽、認知症キャラバンメイ

ト定例会議 

信楽開発Ｓ 

２月１４日（金） 滋賀の縁創造実践Ｓ、認知症

関連研修全体会議 

県長寿社会Ｓ 

２月１５日（土） 訪問看護支援Ｓ、在宅医療 

看護・介護の現場における暴

力ハラスメント対応研修会 

県看護研修Ｓ 

２月１７日（月） 経営協、新３６協定届の書き

方セミナー 

県長寿社会Ｓ 

   同 滋老協、介護職員の看取り介

護技術向上研修 

県長寿社会Ｓ 

２月１９日（水） 介護福祉士会、フアーストス

テップ研修 

県長寿社会Ｓ 



   同 草津社会保険事務所、講習会 守山市民ホー

ル 

   同 甲賀市社協、認知症サポータ

ー養成講座 

下朝宮老人憩

の家 

２月２０日（木）  高齢・障害求職者雇用支援機

構、障害者雇用納付金制度事

務説明会 

サントピア水

口 

   同 県リハビリテーションＳ、教

育研修事業推進部会議 

県リハビリＳ 

２月２５日（火） 県社協、ＯＪＴ推進リーダー

研修 

県長寿社会Ｓ 

   同 甲賀保健所、従業員の健康を

守る為の研修会 

甲賀合同庁舎 

２月２６日（水） 介護福祉士会、新カリキュラ

ム対応介護実習指導研修 

県長寿社会Ｓ 

２月２６日（水） 介護福祉士会、医療的知識連

続講座 

県長寿社会Ｓ 

   同 滋老協、次代を担うリーダー

育成連続講座 

ライズヴイル

都賀山 

２月２７日（木） 県社協、介護分野で働く滋賀

の福祉人育成研修 

県長寿社会Ｓ 

   同 施設内職員研修「第１回人権

研修」 

会議室 

３月 ５日（木） 介護福祉士会、フアーストス

テップ研修 

草津まちづく

りＳ 

   同 施設内職員研修「第２回人権

研修」 

会議室 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３月 ７日（土） 介護福祉士会、理事会 草津総合ＨＰ 

３月２５日（水） 信楽地域包括支援Ｓ、包括ケ

アネットワークしがらき協議

会 

信楽開発Ｓ 

 

  

  

  

  



介護体験実習 受入れ 

 

 延べ日数   ２０日 

                        延べ人員   ６６名 

龍谷大学 教職員免許取得に伴う介護等体

験実習 

（１名） ５日  ５名 

甲賀看護専門学

校 

 介護実習 （６名） ８日 ４８名 

信楽高校 インターンシップ受け入れ （３名） ３日  ９名 

ＭＩＨＯ美学院 介護実習  (1名) 4日  4名 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



施設交流訪問来荘者 

 延べ日数   ４日 

 延べ人員  ９２名  

雲井保育園児 

9／６、 

デイＳとユニットの煌きの利用者と

歌や手遊びで交流された 

１日 

 

 ２０名

（先生３

名含む） 

雲井小学校４年生 

６／１２（１７名） 

１１／１２（１８） 

２Ｆ、ショート、ḠＨ、デイＳ等に

４グループに分かれてボーリング、

百人一首、こま作り、双六、等で交

各部所において、けん玉、神経衰弱

ゲーム、割箸鉄砲、ゲーム等でそれ

ぞれ交流 

２日 

 

 

３５名 

（先生４

名含む） 

 

滋賀県赤十字リーダ

ーシップ、トレーニ

ングセンター、滋賀

県内小、中、高校生

（施設訪問） 

利用者との話や車椅子の体験等の交

流 

１日 ３７名

（内先生     

５名）    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



各種 慰問等ボランティア 

 

 延べ日数   １１日 

 延べ人員   ６２名 

民謡慰問 水口、徳波会 １日 １７名 

コーラス慰問、（デイＳ） こーらすままーず、    1日  ４名 

舞踊（創立記念、アトラクシ

ョン）ふれあいサロン 

菊美範会  １日 ４名 

ギターライブ（ḠＨ）    ３日  ３名 

紙芝居（デイＳ） 青のブランコ  １日  ５名 

おたっしゃふれあい演奏会

（吹奏楽団）前庭駐車場 

甲賀消防本部 音楽隊   １日 ２３名 

腹話術、歌等（デイＳ） ドロップボックス   １日 ４名 

ギター演奏と歌の慰問、（デ

イＳ） 

ＢＥＮ、ＢＥＮＢАＮＤ    １日 １名 

サックス演奏（ユニット青

空） 

   １日  １名 

    

 

 

     

  

 

 



各種 奉仕 

  延べ日数 ４５日 

延べ人数 ３４４名 

清掃奉仕（トイレ、廊下

等） 

信楽町内一般有志（後援

会） 

２２日 １０６名 

清掃奉仕（草刈、建物周

囲の溝等清掃） 

天理教信者（信楽町内） １日 ８３名 

車椅子、手すり等清掃  １日  １名 

年末大掃除（本館１階外

側窓ふき他） 

信楽町民生児童委員 １日  ９名 

年末大掃除（２階窓拭

き、ベランダ等清掃） 

信楽中学校（先生、生徒） １日 １８名 

大掃除（窓拭き、各居室

の片付け清掃等） 

入所者家族 １日  ５３名 

昼食献立奉仕（ユニット

大樹・青空） 

信楽町赤十字奉仕団 １７日 ６８名 

年末餅つき 雲井学区民生児童委員  １日   ６名 

    

 

 

 

 

 

 

 



各種 会議、委員会 

 

会 議 名 回 数 委 員 会 名 回 数 

職員会議 毎月１回

年１１回 

研修委員会（新任・中堅・

他） 

年 ２回 

管理職会議 毎月１回

年１２回 

事故防止委員会 年 ６回 

入所判定会議 年１３回 行事委員会 年 ８回 

企画室会議 毎月１回

年 1０回 

広報委員会 年 ４回 

２階フラワー、たん

ぽぽリーダー会議  

年 １回 サービス向上委員会 年１２回 

身体拘束廃止委員会 年 ６回 

ḠＨ運営推進会議 年 ６回 感染対策防止委員会 年 ９回 

ユニット会議 

ユニットリーダー会 

年 ２回 

年 ６回 

苦情委員会 年 １回 

給食会議 年 ４回 褥瘡拘縮防止委員会 年 ５回 

厨房会議 年 ５回 衛生管理委員会 年 １回 

看護師（課）会議 年 ２回 防災委員会 年 ８回 

デイＳ定例会議 年１２回   

ḠＨ定例会議 年１２回   

事務所定例会議 年１１回   

職員互助会会議 年 １回   

 

 



令和 元年度 職員研修・会議等実施計画 

 

   月    日 内        容 

元年 ４月 中下旬 施設内新任職員研修、県社協・認知症介護基礎研

修、甲賀市企人協総会、施設内人権研修、 

 ５ 月 上中旬  

下 旬    

新就職者人権研修、介護福祉士会基本研修、 認

知症介護実践者研修、甲賀看護学校実習指導者会

議、 

  ６ 月 上中旬 

下 旬 

法人理事会、評議委員会、県社協・中堅職員基礎

研修、認知症介護実践者研修、介護支援専門員初

任者研修、施設内職員研修、県経営協、経営者セ

ミナー、 

７ 月 上中旬 

 

下 旬 

介護福祉会フアーストスッテプ研修、甲賀市企人

協・経営者トップ研修会、県社協・介護技術研

修、信楽地域の医療連携を考える研修会、県社

協・認知症介護実践者研修、甲賀・湖南安全運転

管理者講習、施設内職員研修、 

  ８ 月 

 

上中旬 

下 旬 

介護支援専門員現任研修、認知症介護基礎研修、

県社協・介護技術研修、県社協・ブラザーシスタ

ーフオローアップ研修、認知症介護実務者研修、

認知症介護実践リーダー研修、 

９ 月 上 旬 

中 下旬 

介護支援専門員現任研修、甲賀市・人権教育研究

大会、認知症介護実践者研修、救命救急講習、甲

賀市企人協・人権フオーラム 施設内職員研修、 

 １０月 上 旬 

中下旬 

甲賀市社協・認知症キャラバンメイト現任研修、

県社協・新任職員基礎研修、甲賀市企人協・会員

企業対象フイールドワーク研修、県社協・認知症

介護基礎研修企画会議、県社協・福祉職員キャリ



アパス対応生涯研修、認知症介護実践リーダー研

修、 

 １１月 上 旬 

中下旬 

甲賀市企人協窓口担当者ステップアップ連続講

座、主任ケアマネ学習会、介護福祉士会・近畿ブ

ロック大会、信楽地域包括支援Ｓ・信楽の医療連

携を考える会、介護福祉士会・介護福祉士実習指

導者講習会、認知症介護基礎研修、認知症介護実

践者研修、水口税務署・源泉所得税の年末調整説

明会、県社協・社会福祉法人人事労務セミナー、

滋老協・在宅医療セミナー、滋老協・介護職員の

ための看取り介護技術向上研修、 

１２月 

 

 上中旬     

 下 旬 

滋老協・施設ケアマネ研修会、県社協・認知症介

護実践リーダー研修、県社協・認知症介護実践リ

ーダーフオローアップ研修、権利擁護推進員養成

研修、介護福祉士会フアースとステップ研修、介

護福祉士実習指導者講習会、施設職員全体研修・

安全衛生管理研修、施設内職員研修、 

Ｈ３１年 

１月 

 

上中旬 

下 旬 

日本ユニットケア推進Ｓ・ユニットリーダー研

修、県社協・認知症介護実践リーダーフオローア

ップ研修、県社協・介護技術研修、甲賀市・高齢

者虐待防止研修、近老協・老人福祉施設長研修、

介護福祉士会・リーダー業務に従事し始めた介護

福祉士を対象としたチームリーダー研修、甲賀

市・多職種で学ぶ介護保健・住宅改修に係る研

修、甲賀市企人協・役員会専門部会、県栄養士

会・栄養ケアマネージメント講座、介護福祉士

会・認知症ケア研修、 

２ 月 

 

 

上 旬 

中下旬 

日本ユニットケア推進Ｓ・ユニットケア研修、県

社協・認知症介護基礎研修、甲賀市企人協・役員

フイールドワーク研修会、甲賀市・主任ケアマネ

学習会、県社協・介護技術研修、日本 ḠＨ協会・

滋賀県支部研修会、介護福祉士会・障害者支援の



ための研修、介護福祉士会・県・高齢者虐待問題

研修会、甲賀保健所・給食施設研修会、草津年金

事務所・社会保険委員事務講習会、信楽地域在宅

医療を考える会、介護福祉士会・リーダー業務に

従事し始めた介護福祉士を対象としたチームリー

ダー研修、県・認知症指導者企画会議、 

 ３ 月  上 旬    

中下旬 

県民間共済会・実務研修会、介護福祉士会・甲賀

市企人協・役員会専門部会、施設内職員研修 リ

ハビリテーション推進会議、包括ケアネットしが

らき運営会議、災害時福祉支援研修会、 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 


