
令和３年度 社会福祉法人西山福祉事業団 事業報告 

 

 

１ 実施事業 

 （１）法人本部 

 （２）地域密着型介護老人福祉施設 西山の杜（定員２９名） 

   ※地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

 （３）デイサービス西山の杜（定員１２名） 

   ※認知症対応型通所介護 

 

２ 事業報告 

 （１）法人本部 

  １）理事会・評議員会・監事監査の実施状況 

開催日 会議録・議事内容 

令和３年 ５月２２日 令和２年度（分）監事監査 

 １．理事の業務執行状況 

 ２．法人の財産管理状況 

 ３．法人および施設の業務執行状況 

 ４．法人および施設の会計状況 

令和年 ６月 ７日 令和３年度 第１回理事会 

１．令和２年度 事業報告及び決算報告について 

２．新役員候補者の選任（案）について 

３．新評議員選任・解任委員の選任（案）について 

４．定時評議員会の開催について 

報告事項  

理事長専決事項 



１．社会福祉充実残額について 

２．新型コロナウイルス感染症について 

令和３年 ６月２３日 令和３年度 定時評議員会 

１．令和２年度 事業報告及び決算報告について 

２．新役員候補者の選任（案）について 

報告事項  

１．社会福祉充実計画について 

２．評議員選任・解任委員について 

令和３年 ６月２３日 令和３年度 第２回理事会 

 １．理事長の選任について 

令和３年１１月１８日 令和３年度 第３回理事会 

１．令和３年度第一次補正予算について 

２．理事の退任について 

報告事項 

 理事長専決事項 

 １．浜松市健康福祉部福祉総務課による指導監査 

について 

 ２．リハビリ広場隣接地購入の進捗状況について 

 ３．補助金の活用について 

 ４．見守りセンサー導入について 

 ５．事故報告 

 ６．西山福祉事業団上半期の運営状況について 

令和４年 ３月１６日 令和３年度 第４回理事会 

１．新役員候補者（案）の選任について 

２．職員規程変更（案）について 

３．令和３年度 最終補正予算（案）について 

４．令和４年度事業計画（案）について 

５．令和４年度当初予算（案）について 

報告事項 

理事長専決事項 

１．予算の流用について 



２．事故報告について 

３．新型コロナウイルス感染症について 

４．特別賞与について 

令和３年 ３月１８日 令和３年度 第５回理事会（書面開催） 

１．新役員候補者（案）の選任について 

 

  ２）研修会の参加状況 

開催日 研修名 

令和３年４月 社会福祉法人監事監査研修会（web 研修） 

  

  ３）指導監査の実施状況 

開催日 内容・担当 

令和３年 ７月１６日 

令和３年度 社会福祉施設等の指導監査 

浜松市健康福祉部福祉総務課 

 

（２）地域密着型介護老人福祉施設西山の杜・デイサービス西山の杜 

  １）年間の利用率（稼働状況）等 

  【数値実績】 

 

地域密着型介護老人 

福祉施設西山の杜 

デイサービス 

西山の杜 

合計 

利用者定員 ２９名  １２名  

利用者 

延べ人数 

１０，４３８名 ３，２１２名  



１日平均 

利用者数 

２８．６名 １０．４名  

稼働率 ９８．６％ ８６．９％  

稼働日数 ３６５日 ３０８日  

単価 

（1 人 1 日当り） 

１３，８５２円 １２，８２９円  

総収入 １４６，５２８千円 ４０，７７４千円 １８７，３０３千円 

職員数 

（常勤換算） 

１９．９名 ５．４名 ２５．３名  

  ２）年間行事等実施報告 

ア 施設行事 

実施月 行事名 内容 

 ５月 母の日 和菓子とお花をプレゼントしお祝いしました 

 ６月 父の日 射的や手作りおやつなど楽しみました 

7 月 七夕 短冊に願いを記入し記念撮影をしました 

 ８月 夏祭り ミニゲームやかき氷等で楽しみました 

 ９月 敬老会 米寿や喜寿等のお祝いをしました 

１０月 お茶会 お抹茶と和菓子を楽しみました 

芋ほり 隣接の公園で芋ほりを楽しみました 

１１月 外出レク 浜松市動物園に出かけました 

１２月 クリスマス会 ケーキとプレゼントで雰囲気を楽しみました 

１月 初詣 近隣の瑞穂神社へ初詣に行きました 



 ２月 節分 恵方巻きや豆まきを楽しみました 

３月 いちご狩り 施設内でいちご狩りを楽しみました 

 

行事写真 

春 

   

夏 

   

秋 

   

冬 

   

※その他、毎月各ユニットで調理等のレクリエーションを実施しました 

クラブ活動 

習 字 園 芸 生け花 

   

 



イ 行事食・イベント食（給食） 

実施月日 行事内容 内容（○行行事食・○イイベント食） 

４月２７日 春のお寿司祭 ○イお寿司バイキング 

５月 ５日 端午の節句 ○行中華ちまき風おにぎり・やわらか団子

とムース 

６月１２日 入梅 ○行梅ごはん・新生姜入りさつま揚げ 

７月 ７日 

２７日 

七夕 

土用の丑の日 

○行七夕ちらし・野菜天ぷら 

○イうな丼（または天丼） 

 ８月１８日  ○イ五目いなり寿司 

 ９月２０日 

   ２３日 

敬老の日 

秋分の日 

○イ赤飯・お刺身盛り合わせ・茶碗蒸し 

○行栗ごはん・天ぷら・おはぎ 

１０月 ６日 秋の献立 ○イ松茸ご飯 

１１月２５日 秋のお寿司祭 ○イお寿司バイキング 

１２月２２日 

２４日 

３１日 

冬至 

クリスマス 

大晦日 

○行えびときくらげの卵炒め・かぼちゃ煮  

○行えびピラフ・クリームシチュー 

○行えび天年越しそば・だし巻き玉子・甘

酒 

 １月 １日 

    ７日 

元旦 

七草 

○行赤飯・おせち料理・和菓子 

○行七草粥・高野豆腐煮 

 ２月 ２日 

   １４日 

節分 ○行恵方巻き・肉じゃが・甘納豆 

バレンタイン ○行クリームシチュー・チョコババロア 

 ３月 ３日 

   ２１日 

桃の節句 

お彼岸 

○行雛手まり寿司・吸い物 

○行牡丹餅 

 

 

 



行事食・イベント食写真 

   

 

  ３）入居者の健康管理実施報告 

実施月 内容 

５～６月 新型コロナワクチン予防接種１・２回目 

１０月 入居者健康診断（血液検査、胸部レントゲン撮影、心電図） 

１１月～１２月 インフルエンザ予防接種（通所者を除く） 

２～３月 新型コロナワクチン予防接種３回目 

隔週木曜日 嘱託医による往診 

毎月 体重測定は月１回、体温・血圧は入浴時状態の変化により測定 

 

４）職員の体制（令和３年３月３１日時点） 

ア 地域密着型介護老人福祉施設西山の杜 

職種 勤務形態（員数） 業務内容 

施設長 常勤（１） 施設業務統括 

嘱託医 
非常勤（２） 

常勤換算数 ０．１ 

利用者及び職員の健康管理 

及び衛生指導 

看護師 
常勤（１）・非常勤（１） 

常勤換算１．８ 

利用者の診察補助及び看護 

並びに保健衛生管理 

機能訓練指導員 看護師と兼務 利用者の機能訓練 

生活相談員 
常勤（１）ユニット兼
務 

利用者の生活相談・事務 



介護職員 

常勤（１３） 

非常勤（２） 

常勤換算１４．１ 

利用者の日常生活の介護 

介護補助職員 
非常勤（１） 

常勤換算０．６ 
利用者及び施設内の雑務 

介護支援専門員 施設長・介護職員と兼務 施設サービス計画 

管理栄養士 
非常勤（１） 

常勤換算数 ０．２ 
給食業務  

計 常勤（１６）非常勤（７）  

 イ デイサービス西山の杜 

職種 勤務形態 業務内容 

管理者 施設長と兼務 デイサービス業務統括 

看護師 入居と兼務 利用者の健康管理 

機能訓練指導員 入居と兼務 利用者の機能訓練 

介護職員 
常勤（４）非常勤（３） 

常勤換算数 ５．４ 

利用者の送迎・レクリエー
ション及び日常生活の介護 

計 常勤（４）非常勤（３）  

 

  ５）職員会議実施報告 

   ア 職員会議 

種別 頻度 会議名（開催月） 

全体 1回／月  

（原則第4火曜日）  

1．給食委員会 

（毎月） 

2．安全衛生推進委員会 

（毎月） 

3．感染対策委員会 

（4月・8月・10月・1月） 

4．褥瘡対策委員会 

（4月・8月・10月・1月） 



5．事故防止安全対策委員会 

（5月・7月・11月・2月） 

6．身体拘束廃止・虐待防止・権利擁護委員会 

 （4月・6月・7月・10月・12月・2月） 

7．施設レクリエーション委員会 

 （毎月） 

8．サービス評価接遇委員会 

 （4月・8月・9月・10月・1月） 

9．入所判定会議 

 （11月及び不定期） 

各職場  ２ヶ月に1回程度 

（原則水曜日） 

1．ユニット会議（1階） 

2．ユニット会議（2階） 

3．ユニット会議（3階） 

（5月・7月・8月・10月・12月・1月・3月） 

地域 施設は２ヶ月に1
回、デイサービス
は６ヶ月に１回
（原則第4火曜
日） 

1．運営推進会議 

施設（5月・7月・9月・11月・1月・3月） 

デイサービス（5月・11月） 

※コロナ対策の為書面開催を実施 

 

６）職員研修実施報告 

   ア 施設内研修 

月 研修内容 

４月 

施設入所者のための権利擁護を考える（身体拘束・虐待防止・権

利擁護委員会） 

アンガーマネジメント（安全衛生委員会） 

６月 前年度目標管理実施評価報告 

 ９月 介護事故防止の基本活動（事故防止安全対策委員会） 



１０月 KYT（事故防止安全対策委員会） 

１２月 

虐待につながるグレーゾーン（身体拘束・虐待防止・権利擁護委

員会） 

排泄ケア（褥瘡・感染対策委員会） 

３月 新型コロナウイルス感染症対策講習（感染対策委員会） 

   

 イ 施設外研修（看護・介護） 

月 研修内容 主催 

~７月 介護福祉士実務者研修 ライズ合同会社 

４月 医療的ケア教員講習会 聖隷福祉事業団 

５月 喀痰吸引研修（～７月まで） 聖隷福祉事業団 

６月 

コーチング研修 県社会福祉協議会 

メンタルヘルス講座 県社会福祉協議会 

７月 

排泄ケア研修 県社会福祉協議会 

ファシリテーション講座 県社会福祉協議会 

認知症介護実践研修（～１０月まで） 県社会福祉協議会 

介護支援専門員試験対策講座（～９月まで） ライズ合同会社 

９月 

虐待対応研修 西山病院 

感染予防に配慮したおむつ交換 ユニ・チャーム 

「動き出しは本人から」の介護実践 県社会福祉協議会 

１２月 

福祉職場のストレスマネジメント講座 県社会福祉協議会 

高齢者転倒予防講座 県社会福祉協議会 

高齢者の褥瘡・皮膚ケア講座 県社会福祉協議会 

 

 



ウ 施設外研修（事務） 

 研修内容 主催 

４月 監事監査研修 県社会福祉協議会 

１１月 
「ここで働き続けたい」と思える職場・チ

ーム作り 

浜松市介護サービス事

業者連絡協議会 

１２月 電子帳簿保存方法改正セミナー 
キヤノンマーケティン

グジャパン株式会社 

   

７）職員衛生管理実施報告 

月 内容 

５月 新型コロナワクチン予防接種 

６月 

健康診断（全員）及び健康診断の結果通知 

腰痛問診の実施 

１１月 インフルエンザ予防接種（職員・委託業者） 

１２月 

健康診断（夜勤職員）及び健康診断の結果通知 

腰痛問診の実施 

２月 新型コロナワクチン予防接種 

不定 採用時健康診断 

   ※衛生委員会は毎月実施 

 

 

 

 



 

  ８）防火管理・防災計画の実施報告 

   ア 防災訓練 

月日 訓練内容 

５月１０日・１２日・１５日 消火訓練・避難訓練・防災教育 

１１月８日・１０日・１２日 消火訓練・避難訓練・防災教育 

 

   イ 消防用設備等点検 

    １１月１０日設備点検を実施し、点検報告書を提出しました。 

 

   ウ 防災研修 

    社会福祉士施設の災害対策講座を受講しました。 

 

  ９）実習生・ボランティア等 

    ７月と１２月に浜松医科大学医学部看護学生の実習受入れを行い、延７日間

総勢１２名が実習されました。 

 

 １０）苦情解決・事故報告 

    令和３年度中に施設設置のご意見箱への投書や入居者及びご家族からの苦情

はありませんでした。 

 

 

 

 



 １１）その他（建物等修理・修繕の実施、設備・備品等の整備内容） 

    建物等修理・修繕 

     ・ユニット共同生活室等空調設備修理  ６０５，０００円 

    設備・備品等の整備 

     ・介護記録請求用パソコンソフト  ３，４１５，５００円 

     ・介護記録用タブレットソフト     ７５５，７００円 

    （JKA コロナ対策補助金事業） 

     ・空気清浄機能付き温冷風機（４台）  ３２５，６００円 

     ・オゾン空気清浄脱臭機（３台）    ３２８，９００円 

     ・給湯器付自動水栓          ３９９，３００円 

    （静岡県 ICT 化等補助金事業） 

     ・見守りセンサー（３台）       ３０２，５００円 


