
令和 3年度社会福祉法人神東会 

事業報告及び決算書 

社会福祉法人 神東会 



目次 

事業報告 

事業の概況  ----------------------------------------  5 

各事業の状況  -------------------------------------  13 

 特別養護老人ホームたんぽぽ苑(入居)  -----------  13 

 特別養護老人ホームたんぽぽ苑(短期入所)  -------  18 

 旭ヶ丘デイサービスセンターたんぽぽ苑  ---------  19 

 旭ヶ丘ショートステイたんぽぽ苑  ---------------  22 

 ホームヘルプサービスたんぽぽ苑  ---------------  25 

 シルバーサポートたんぽぽ苑  -------------------  29 

介護医療院たかはら  ---------------------------  31 

 託児  -----------------------------------------  35 

 福祉有償運送  ---------------------------------  36 

 病児病後児保育事業  ---------------------------  37 

 地域貢献事業  ---------------------------------  38 

  介護用品の貸出事業  -------------------------  38 

  介護座談会  ---------------------------------  39 

  介護サポーターの支援  -----------------------  39 

  まちかど介護相談  ---------------------------  41 

  飛 市神岡図書館×たんぽぽ苑  ---------------  41 

 ＰＲ活動  -------------------------------------  42 

事業報告書 (たんぽぽ苑) ---------------------------  45 

事業報告書 (たかはら)  ----------------------------  55 

ボランティア報告書  -------------------------------- 60 

東町拠点寄附物品状況報告  -------------------------  65 

旭ヶ丘拠点寄附物品状況報告  -----------------------  72 

たかはら寄附物品状況報告  -------------------------  75 

会議等の開催状況  ---------------------------------  78 

事業所指定の状況  ---------------------------------  87 

新型コロナウイルス感染拡大施設への支援 ------------  88 

新型コロナウイルス感染症の対応  -------------------  89 

保険対応事故の状況  -------------------------------  91 

固定資産の取得・補助金の内訳  ---------------------  94 

固定資産・無形資産リース契約の内訳  ---------------  96 

固定資産の処分  -----------------------------------  97 

1



主な修繕工事の内訳  -------------------------------  99 

寄付金(施設整備積立金)の状況について  ------------  100 

補助事業等の明細  --------------------------------  102 

事業別職員数 -------------------------------------  106 

令和 3年度中の職員の動静 -------------------------  109 

決算書 計算書類 

監事監査意見書  ----------------------------------  114 

法人単位 

 資金収支計算書(1-1)  -------------------------  116 

 事業活動計算書(2-1)  -------------------------  117 

 貸借対照表(3-1)  -----------------------------  118 

 財務諸表に対する注記  ------------------------  119 

事業単位 

 資金収支内訳書(1-2)  -------------------------  123 

 事業活動内訳書(2-2)  -------------------------  124 

 貸借対照表内訳表(3-2)  -----------------------  125 

社会福祉事業区分 

 資金収支内訳表(1-3)  -------------------------  127 

 事業活動内訳表(2-3)  -------------------------  128 

 貸借対照表内訳表(3-3)  -----------------------  129 

公益事業区分 

 資金収支内訳表(1-3)  -------------------------  131 

 事業活動内訳表(2-3)  -------------------------  132 

 貸借対照表内訳表(3-3)  ------------------------ 133 

東町拠点区分 

 資金収支計算書(1-4)  -------------------------  135 

 事業活動計算書(2-4)  -------------------------  137 

 貸借対照表(3-4)  -----------------------------  139 

 財務諸表に対する注記  ------------------------  140 

2



旭ヶ丘拠点区分 

 資金収支計算書(1-4)  -------------------------  143 

 事業活動計算書(2-4)  -------------------------  145 

 貸借対照表(3-4)  -----------------------------  147 

 財務諸表に対する注記  ------------------------  148 

公益旭ヶ丘拠点区分 

 資金収支計算書(1-4)  -------------------------  151 

 事業活動計算書(2-4)  -------------------------  153 

 貸借対照表(3-4)  -----------------------------  155 

 財務諸表に対する注記  ------------------------  156 

 附属明細書 

 （1）借入金明細書  ---------------------------  159 

 （2）寄附金収益明細書  -----------------------  160 

 （3）補助金事業収益明細書  -------------------  161 

 （4）事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書  ---  162 

 （5）事業区分間及び拠点区分間貸付金 

    （借入金）残高明細書  ------------------  163 

 （6）基本金明細書  ---------------------------  164 

 （7）国庫補助金等特別積立金明細書  -----------  165 

 （8）基本財産及びその他の固定資産 

(有形・無形固定資産)の明細書  ----------  166 

 （9）引当金明細書  ---------------------------  170 

（10）拠点区分 資金収支明細書  --------------  171 

（11）拠点区分 事業活動明細書  --------------  179 

 （12）積立金・積立資産明細書  ----------------  185 

 （13）サービス区分間繰入金明細書  ------------  186 

 （14）サービス区分間貸付金（借入金） 

    残高明細書  ----------------------------  187 

 財産目録  

  財産目録  ----------------------------------  189 

  役員・評議員名簿 -----------------------------  192 

3



事業報告書 

4



事 業 の 概 況 

はじめに 

 令和3年12月時点での全国の要介護認定者数は690.6万人（前年同期＋10.3万人、うち

87.0％が75歳以上）で、介護サービス受給者は、居宅が408.5万人（前年同期＋11.0万

人）、地域密着型が90.0万人（前年同期＋1.2万人）、施設が96.1万人（前年同期＋0.1

万人、うち特養56.7万人＋0.7万人）と報告（厚生労働省 介護保険事業状況報告(暫定)令和2年12

月分）がありました。 

 国は団塊の世代が75歳以上となり高齢化がピークを迎える2025年（令和7年）を見据

え、高齢者の尊厳の保持と自立支援の目的で、可能な限り住み慣れた地域で、自分らし

い暮らしを人生の最期まで続けることができるようにするという、地域の包括的な支

援・サービス提供体制（地域包括ケアシステム）の構築を推進し、住まい・医療・介

護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築を実現しようと

しています。 

 こうした中、社会福祉法人は、福祉サービスの提供主体として中心的な役割を果たす

と共に、他の事業主体では対応できない地域の様々な福祉ニーズの充足を図り、地域社

会に貢献していくことが求められています。 
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１、神岡町の人口、高齢化の状況 

令和 4 年 4 月１日現在の神岡町内の人口は、7､498 人と、前年同期と比べ 180 人の減少

となっています。高齢者人口（65 歳以上）は、3,484 人で前年より 71 人減少し、高齢化率

は、0.16 ポイント上がり 46.47％となっています。 

一方、町内の介護認定者の状況は、要支援の認定者が前年より 1人増の 223 人、要介護

の認定者が前年より 22人減の 444 人、認定者の合計は 667 人（男性 226 人、女性 441 人）

でした。 

神岡町内人口等の推移の表からは、神岡町の人口が近年は毎年 130 人から 180 人程度減

少し、65 歳以上の高齢者人口も平成 30 年以降は減少しています。高齢化率は毎年上がっ

ていますが、要支援認定者数は横ばい、要介護者数は減少しています。 

神岡町内人口等の推移 

各年 4月 1日付 

 13 年 27 年 28 年 29 年 30 年 31 年 2 年 3 年 4 年 

人 口 

男 5,695 4,216 4,137 4,025 3,912 3,820 3,573 3,703 3,611

女 6,047 4,559 4,496 4,319 4,248 4,157 4,056 3,975 3,887

計 11,742 8,775 8,633 8,344 8,160 7,977 7,809 7,678 7,498

高齢者 

人 口 

男 1,485 1,556 1,565 1,578 1,571 1,551 1,514 1,497 1,469

女 2,033 2,146 2,156 2,146 2,106 2,100 2,076 2,058 2,015

計 3,518 3,702 3,721 3,724 3,677 3,651 3,590 3,555 3,484

高齢化

率 

男 26.08% 36.90% 37.82% 39.20% 40.16% 40.60% 40.34% 40.42% 40.68%

女 33.62% 47.00% 47.95% 49.69% 49.58% 50.52% 51.18% 51.77% 51.84%

計 29.96% 42.19% 43.10% 44.63% 45.06% 45.77% 45.97% 46.30% 46.47%

要支援 

認定者 

男 9 43 47 57 60 75 91 92 91

女 19 109 122 90 105 105 128 130 132

計 28 152 169 147 165 180 219 222 223

要介護 

認定者 

男 106 128 139 142 151 135 128 133 135

女 252 320 323 339 328 344 324 333 309

計 358 448 462 481 479 479 452 466 444

認定者 

合 計 

男 115 171 186 199 211 210 219 225 226

女 271 429 445 429 433 449 452 463 441

計 386 600 631 628 644 659 671 688 667

認定者 

割 合 

男 7.74% 10.99% 11.88% 12.61% 13.43% 13.54% 14.46% 15.03% 15.38%

女 13.33% 19.99% 20.64% 19.99% 20.56% 21.38% 21.77% 22.50% 21.89%

計 10.97% 16.20% 16.95% 16.86% 17.51% 18.05% 18.69% 19.35% 19.14%
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２、社会福祉法人「神東会」の事業状況（総論） 

 令和元年度末から猛威をふるう新型コロナウイルス感染症は、2 年以上経過した現在で

も収束することは無く、感染者数は、全国的に下げ止まった状況が続いています。 

神東会が運営する各サービス事業所等においても、新型コロナウイルス感染症対策を徹

底してきましたが、令和 3年度は 3名の職員が新型コロナウイルス感染症に感染しました。

感染した職員から入居者や利用者、職員への感染は無く、クラスター発生などの大事には

至りませんでした。このことは、職員や家族、サービス利用者等が日常の基本的な感染対

策を継続した成果と理解しており、日々努力された各位には敬意を払うところです。 

 入所施設においては、施設内感染の予防の観点から面会制限を継続しています。LINE を

使ったオンライン面会や、感染の小康時には窓越しによる面会を実施しました。 

施設内への出入りの制限は、ご家族はもとより、ボランティアや出入業者の皆様にもご

協力をいただいているため、ずっと継続していた地域との交流や各種の活動が途絶えるこ

とを危惧しています。 

職員の小学生以下の子等が感染者又は濃厚接触者となった場合、新型コロナウイルス感

染症で保育園や小学校が休みになった場合で、職員が子等の世話の為に仕事を休まざるを

得ないときは、有給の特別休暇が利用できるようにし、多くの利用がありました。 

令和 4年 2月初めに飛騨地区の介護老人保健施設で感染が拡大した事件では、岐阜県及

び飛騨市よりクラスター施設への職員派遣要請があり、2名の職員を5日間派遣しました。

派遣期間終了後は、飛騨市が契約した古川町内の宿泊施設で 2泊 3日の隔離期間を過ごし、

無事に職場に復帰しました。この経験を法人で共有し、感染対策に生かしたいと考えてい

ます。 

外国人介護職員については、前年度からベトナムの技能実習生 3名、令和 3年 6月から

インドネシアのＥＰＡによる介護福祉士候補者 2名が当法人の職員として、特別養護老人

ホームたんぽぽ苑で元気に働いています。 

サンビレッジ国際医療福祉専門学校では、令和 4年 3月にネパール人留学生 2名が無事

に卒業することができましたが、介護福祉士試験には僅差で合格することができませんで

した。二人は 3月 23 日に神岡町に転居し、4月から旭ヶ丘ショートステイたんぽぽ苑で勤

務しています。令和 3年 4月入学のネパール人 2名とインドネシア人 3名は無事進級を果

たし、令和 4年 4月入学のネパール人 2名とインドネシア人 1名と卒業後は当法人で雇用

する契約をすることができました。 

今後も、日本人の介護職員の確保に取り組むとともに、高齢化している介護職員が退職

した時の代替戦力として、サンビレッジ国際医療福祉専門学校の留学生を中心に、外国人

介護人材の登用を進めていきます。 

ケアマネージャーや看護職員も不足しており、職員の高齢化による正規職員の減少も深

刻な問題となっています。資格を有している職員の確保は、当法人としての最大の課題と

考えており、令和 4年度においても、「職員一丸となっての人材確保」に取り組みたいと考

えています。 
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 待遇面では、平成 21 年 12 月から平成 24 年 5 月までの介護職員処遇改善交付金、それ

に続く平成 24 年度からの介護職員処遇改善加算、令和元年 10 月からは特定処遇改善加算

の算定により、介護職員の処遇改善を継続して実施してきました。令和 4 年 2 月からは、

新たな制度である介護職員処遇改善支援事業をすべての職員を対象に実施しました。また、

資質の向上に向け、介護福祉士等資格取得に向けた研修助成の拡充なども継続しています。 

令和 3年度は、職場環境の改善の取り組みを「見える化」するため「岐阜県ワーク・ラ

イフ・バランス推進企業」「岐阜県介護人材育成事業者認定制度」に登録申請し、登録を受

けることができました。 

女性が多い、高齢の職員が多い、パートタイム勤務の職員が多い、夜勤のある職場が多

いという労働環境の中で、働きやすさが求められているため、就業規程等の見直しを行い、

令和 4 年 4 月から不妊治療休暇の創設、介護休暇と子の看護休暇の有給化を行いました。 

介護保険事業の運営では、12 月 10 日に実施された介護医療院の岐阜県の指導監査にお

いて、法人の業務管理体制について指摘を受け、法令順守規程の整備や職員へ法令順守の

啓発を実施しました。労働関係法、介護保険法・障害者総合支援法等を遵守し、適正な労

働環境の中で適切なサービスの提供を行うように取り組みを進めます。 

令和 3年度の介護報酬の改正で、感染症対策の強化、高齢者虐待防止の推進、認知症対

応力の向上に向けた取り組みが義務化され、指導監査で当該事項について口頭指導を受け

て運営規程等の改正を行いました。 

また、感染症と自然災害(地震、土砂災害)に対応した業務継続計画(ＢＣＰ)の策定、災

害への地域と連携した対応、ＬＩＦＥ(科学的介護情報システム)の活用等、令和 6年 3月

までに全ての介護事業者が取り組まなければいけない事項が示されており取り組みを進

めています。 

令和 3年度の介護報酬改定により新たに定められた主な事項 

1. 感染症対策の強化について (3 年間の経過措置有) 

2. 業務継続に向けた取組の強化について (3 年間の経過措置有) 

3. ハラスメント対策の強化について 

4. 高齢者虐待防止の推進について (3 年間の経過措置有) 

5. 認知症への対応力向上に向けた取組の推進について (3 年間の経過措置有) 

6. 災害への地域と連携した対応の強化について 

職員に対しては、運営状況が理解できるように、毎月開催している企画調整会議におい

て「サービス利用者数」「サービス収益・費用」等の情報を共有し、時々の課題について検

討を行い、経営意識の醸成を図りました。 

令和 3年 6月の法人の役員改選で、新理事長が常勤となり統括施設長を兼務することに

なったため、各サービス事業所の管理者レベルの会議(管理者会議)を開催することとし、
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法人の事業所運営の意思決定の場として位置付けました。 

全職員を対象とした職員連絡会議は、年 2回開催することとしました。令和 3年 6月は

中央公民館で開催できましたが、令和 4年 2月は、新型コロナウイルス感染症の影響で書

面配布としました。 

職員数は、平成 12年度が 62 名(月平均)だったのが、令和 3年度では 207.6 名(月平均)

となっています。(令和 4年 3月 31 日現在 206名（うち育児休業が 5名）) 

 職員の資質の向上に向けた取り組みでは、令和 3年度は、介護福祉士実務者研修の受講

者いませんでしたが、新たに 4人の職員が介護福祉士試験に合格しました。令和 3年度も、

新型コロナウイルス感染症拡大の影響から、多くの外部研修が中止となり、開催されても

オンラインでの研修となるケースが多くなりました。オンラインでの研修がスタンダード

となることを踏まえ、多くの職員が、各職種・各組織の多様な研修に参加できるよう、イ

ンフラ整備にも力を入れていきます。 

 当法人は、介護保険サービスが主な事業ですので、介護認定者や高齢者人口の変動は、

経営に大きな影響を与えることから、今後も人口の推移や介護認定者数を慎重に見守る必

要があります。 

 それぞれの事業の稼働率は、特別養護老人ホームが 94.5％と 0.7 ポイント増加、旭ヶ丘
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デイサービスは 82.4％と 2.8 ポイント増加、旭ヶ丘ショートステイは 80.1％と 4.0 ポイ

ント減少、ホームヘルプサービスの派遣時間は 6,208 時間と 212 時間の増加、シルバーサ

ポートは 2,112.0 件と 29 件の減少、介護医療院たかはらは 95.3%と 1.3%の減少となりまし

た。利用状況が経営を左右するということを認識し、一人でも多くの方に満足して利用い

ただけることを目標に事業運営に努めました。 

経営状況(事業活動計算書)について、法人全体では、介護保険事業収益が 14,330 千円

減の 879,213 千円、障害者自立支援費等収入が 1,279 千円減の 9,662 千円、収益合計では、

16,031 千円の減収で、899,558 千円となりました。人件費、事業費、事務費等のサービス

活動費用の合計は 20,704 千円の増の 936,529 千円となりました。 

 東町拠点の事業活動資金収支差額（資金収支明細書）では、特別養護老人ホームが 10,386

千円、特養短期入所が△3,453 千円、託児は△1,198 千円、福祉有償運送△294 千円、病児

保育 2,328 千円という結果となりました。 

旭ヶ丘拠点の事業活動資金収支差額（資金収支明細書）では、旭ヶ丘デイサービスセン

ターが△2,216 千円、旭ヶ丘ショートステイが△18,754 千円、ホームヘルプサービス(介

護・障害分合算)は 7,380 千円、シルバーサポートは 6,236 千円となりました。

飛騨市の指定管理施設である介護医療院たかはらの事業活動資金収支差額は、12,977 千

円となりました。 
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福祉事業をとりまく情勢は日々変化しており、厳しい経営状況が続いていますが、顧客

満足度のアップを図ることが施設運営の基本であることを認識し、今後とも、経費の節減

を図るなかで、職員の待遇改善、優秀な人材の確保、人材育成に努めるとともに、利用者

ニーズに適切に対応し地域の福祉向上に努めたいと考えています。 
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各 事 業 の 状 況

１．特別養護老人ホームたんぽぽ苑（入居） 

 平成 6年 4月 1日 開苑 定員 50 人 

  4 人室 11 部屋、2人室 9部屋、個室 8部屋（短期入所者用の部屋を含む） 

 ・老人福祉法による特別養護老人ホーム 

 平成 6年 4月 1日 設置認可（岐阜県指令高第 9号） 

 ・介護保険法による指定介護老人福祉施設（2173000080） 

 平成 12 年 4 月 1日 みなし指定 

 平成 20年 4 月 1日 更新（岐阜県指令飛振第 1479 号の 27） 

 平成 24 年 1月 1 日 増床 8床により、定員 58 人 

  4 人室 11 部屋、2人室 10 部屋、個室 14 部屋（短期入所者用の部屋を含む） 

 平成 27年 3月 20 日 短期入所 20 床を特養へ転換 定員 78 人となる。 

  4 人室 8部屋、3人室 3部屋、2人室 11 部屋、個室 15 部屋 

（１）事業の概要 

特養は 1階 40 名・2階 38 名で入居定員は 78 名ですが、1床分を看取り期や緊急時等

の予備部屋として対応しており、現在は入居者 77 名で稼働しています。今年度は新型コ

ロナウイルスの影響がより厳しく、緊急事態宣言等の間は、受け入れを中止せざるを得

ませんでした。それ以外の期間においても、感染者の増減の推移を見ながら入所の調整

を行ったため、退所から入所までの期間が 1ヶ月以上空くこともありました。 

新型コロナウイルスの感染状況が落ち着いている際には、速やかに入所調整を行なえ

るよう、定期的に入所候補者判定会議を開催し、部署内外、ケアマネや他施設との連絡・

連携が円滑に行えるよう努めています。 

本年度の利用者数は延べ 26,894 名となっており、平均要介護度は 3.84、利用率は

94.4％となっています。介護保険事業収益(事業活動計算書)は前年度比 1,224,612 円増

加の 310,576,366 円で、経常増減差額は△2,822,216 円となりました。事業経費につい

ては併設の短期入所と面積や利用人数にて按分となっています。 

令和 3年度の退居者は 15 人、入居者は 13 人でした。高齢化・重度化が施設内でも進

んでいる事から医療機関の受診回数も多くなっており、飛騨市民病院と連携を図り対応

しています。また、昼夜問わず医学的管理が必要となった方があり、ご家族の意向によ

り医療対応が可能な施設(介護医療院たかはら)と入所調整を行ない、施設異動される方

が 1名みえました。夜間は、看護師不在の中、介護職員の判断で救急搬送をすることに

なるため、緊急時の対応の研修を行うなど介護職員の心身の負担を軽減することができ

るようにしたいと考えます。 

看取り診断で苑で 2名の方が亡くなられました。ご家族の意向により苑で最期を迎え
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たいという方についても、看取り診断が出ていなくてもほぼ同様の対応で亡くなられた

方も 2名みえました。亡くなられるまで、ご家族との面談を重ねることで、気づきの多

い看取りができました。 

今年度も新型コロナウイルスの流行が継続しているため外部の方の苑内への受け入

れは中止しており、マッサージ師による機能訓練は全く行えず、介護職員が生活の中で

簡単な機能訓練をするに留まりました。看護職員も、受診介助や処置を必要とする人数

が増えたことで処方整理に係る時間も増えたため機能訓練は行えていません。令和 3年

度も看護職員の補充は行えておらず、今後も看護職員の補充は急務です。 

飛騨市民病院の理学療法士による指導は、月 1 回継続して行なうことができました。

マッサージ師や看護師での機能訓練を行なえない分、座位姿勢や臥床時の安楽位、機能

訓練方法の指導や見直しで学んだことを、介護職員が日常生活において活かし対応する

力が今後必要となっていきます。 

ボランティアについても、直接入居者様と接する締め太鼓や生け花などの受け入れは

引き続き難しく、年度当初は間接的な洗濯物たたみなどに限っていましたが、コロナウ

イルス感染症の第 6波終息後の拡大に伴い、間接的なボランティアも年度末の時点で休

止としています。 

介護職員の平均年齢も上がってきており、体調や家の事情などで退職、勤務時間・日

数を減らしたいと希望する職員がみえますが、一方、短時間勤務であった子育て世代が、

夜勤の回数を増やしたり、勤務時間を長くしたりしたいというと明るい兆しもみられま

す。令和２年度から技能実習生３名、令和３年度からＥＰＡ２名が就労し、職員数が不

足する中で、指導を担当する職員にかかる負担が増えましたが、外国人職員も夜間勤務

を行なえるようになり、介護職員の負担も減ってきています。 また、介護用ベッドが

今年度ですべて新しいものに変わり、中にはセンサー付きのベッドや和室対応用のベッ

ドが導入されたことで職員の心身の負担軽減につながり、介護職員の働く環境が少しず

つ改善されてきています。 

食事に関しては、高齢化、重度化に伴い入所者の希望に沿う食事内容や、嚥下状態に

応じた安全な食事提供といったように、調理に対するニーズも多様化しています。柔軟

に献立を変更するなど、入居者の体調・看取り期の食事の提供に関しての課題に取り組

んでおり、少しずつ改善できています。 

行事については、外出の機会を設けられない分、規模の縮小や密にならないようにす

るなど感染対策に一層配慮しながらも、季節を感じていただける行事を通年計画し、実

施する事ができました。 

面会については年間を通しオンラインにて実施しながらも、長期間にわたっての対面

での面会制限は、入居者様・ご家族への精神的な負担が大きいと感じ、8 月からは感染

状況が落ち着いている期間だけでも玄関のガラス越しにて対面で面会を行なうことと

しました。入居者様・ご家族ともに直接顔を見て話ができるという事は、双方の安心感

と励み、そして施設への信頼感へもつながっています。 

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、職員の基本的な感染予防対策を継続しながら、

県からの予防的 PCR 検査を定期的に行ない、職員 1人 1人が責任を持った行動で、施設
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内での流行に繋がらないよう、環境整備や予防をより心掛けていきます。 

○主な行事 

6 月 家 族 

交流会 

ご家族と担当職員が直接話のできる貴重な機会です

が、今年度も中止せざるを得ませんでした。 

8 月 納 涼 

月 間 

例年、地域の方と交流する大切な行事がですが、今年

も規模を縮小して入所者様と職員で月間行事として行

いました。盆踊りや入所者様が浴衣を着て記念撮影を

行ない好評でした。 

9 月 15 日 敬老会  ボランティアへアトラクションを依頼することは難

しく、式典後に職員にてお茶会を行ない、ふだんと違っ

た雰囲気を感じられながらお抹茶を飲まれました。 

10 月 運動会 

月 間 

 10 月を通して 4 つの競技を身体機能に合わせて個別

で行なってもらいました。上位の方にはメダルがあた

り、首に掛けてもらうと誇らしげでした。 

12 月 15

日 

忘年会  入所者様が一堂に揃う事は難しく、各階に分かれて

職員による劇団の公演や、カラオケ大会を行いました。

昼食後には職員によるコミカルなダンスや曲芸の披露

があり、一日を通して楽しまれました。 

職員の状況                      令和 4年 3月 31 日現在 

施
設
長

生
活
相
談
員

介
護
職
員

看
護
職
員

管
理
栄
養
士

機
能
訓
練
指
導
員

介
護
支
援
専
門
員

調
理
職
員

事
務
職
員

技
術
職
員
等

医
師

計

職員数 1 1 47 3 2 (3) 1 11 4 2 嘱託 72 

 注意 職員数は、パート職員を含み、法人事務局及び併設の短期入所生活介護事業の従

事者を含んでいます。 

医師は、飛 市民病院と契約しています。

  ○ 資格等の取得状況（休職者を含み、複数の資格を持つ職員もいます。） 

    社会福祉士   １名  社会福祉主事  ２名  介護福祉士  ２8名 

    介護支援専門員 ５名  看護師     ２名  准看護師    ２名 

    管理栄養士   ２名 
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（２）年度末の利用状況 

① 入居者の年齢別状況 

70 歳 

 未満

70～ 

 74 歳

75～ 

 79 歳

80～ 

 84 歳

85～ 

 89 歳

90～ 

 94 歳

95～ 

99 歳

100 歳 

以上
計 

平均 

年齢

男 性 0 2 4 2 4 5 1 0 18 84.7

女 性 0 2 2 5 10 21 12 5 57 90.8

総 数 0 4 6 7 14 26 13 5 75 89.5

前年度 1 4 7 10 15 21 15 4 76 88.5

比 較 △1 0 △1 △3 △1 5 △2 1 △1 1

② 介護度状況及び入居前の居所 

要介護

１ 

要介護

２ 

要介護

３ 

要介護

４ 

要介護

５ 
計 

平 均

介護度

入居者の前住所地 

神岡町 
古川 

宮川
旧上宝 県外 

男 性 0 1 7 6 4 18 3.58 17 0 1 0

女 性 0 1 18 22 16 57 3.92 48 2 6 1

総 数 0 2 25 28 20 75 3.84 65 2 7 1

前年度 2 3 24 26 21 76 3.80 67 2 6 1

比 較 △2 △1 1 2 △1 △1 0.04 △2 0 1 0

（３）年間の利用状況 

① 利用者の状況 

延べ利用者数 
平 均

介護度
日数 利用率 要介護

１ 

要介護

２ 

要介護

３ 

要介護

４ 

要介護

５ 
計 

当年度 530 970 9,002 9,087 7,305 26,894 3.84 365 94.4

前年度 730 1,067 8,364 8,890 7,649 26,700 3.80 365 93.8

比 較 △200 △97 638 197 △344 194 0.04 0 0.6

※利用率は定員 78名で計算しています。 
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② 入退居者の状況 

退 居 者 入 居 者 

退 居 の 理 由 入居前の生活場所 

家庭 

復帰 

長期 

入院 

施設 

変更 
死亡 計 家庭 病院 他施設 計 

当年度 0 0 1 14 15 5 1 7 13

前年度 0 2 0 7 9 6 0 4 10

比 較 0 △2 1 7 6 △1 1 3 3

③ 食事の提供状況（副食・延べ食数） 

普通 刻み 細刻み ミキサー その他 計 

当年度 6,005 20,638 25,883 27,334 0 79,860

前年度 14,827 8,963 27,614 27,837 80 79,321

比 較 △8,822 1,1675 △1,731 △503 △80 539

（４）入居申込の状況 

① 年度末現在申込者数 

男性 女性 計 

申込者の住所地 

神岡町

内 

左記以

外の飛

 市内

旧上宝

村内 

左記以

外の高

山市内

その他 計 

当年度末 16 27 43 31 3 9 0 0 43

前年度末 27 60 87 69 1 14 2 1 87

比 較 △11 △33 △44 △38 2 △5 △2 △1 △44

※令和 4年 2月に入所申請者へ現状のアンケート調査を行ない、待機者の整理を行ないま

した。 
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２．特別養護老人ホームたんぽぽ苑（短期入所） 

 平成 6年 4月 1日 開苑 併設・空床型 定員 20 人 

 ・介護保険法による指定短期入所生活介護事業所（2173000080） 

 平成 12 年 3 月 28 日 指定（岐阜県指令高第 537 号の 876） 

 平成 20 年 4 月 1日 更新（岐阜県指令飛振第 1479 号の 27） 

 ・介護保険法による指定介護予防短期入所生活介護事業所（2173000080） 

 平成 18 年 4 月 1日 指定（岐阜県指令飛福第 1644 号の 62） 

 平成 27 年 3月 20 日 短期入所定員 20人を特養へ転換。空床型となる。 

（１） 事業の概要 

  短期入所については、新型コロナウイルス感染症の流行により受け入れを制限したた

め、本年度の利用者はありませんでした。 今後も、感染症の流行状況に応じてケアマ

ネジャーへの空床状況の提供や旭ヶ丘ショートステイと連携を図り、空所型ショートス

テイとして受け入れを行なっていきます。 

  利用者がいなかったため介護保険事業収益(事業活動計算書)は無く、事業費用

3,974,610 円は特別養護老人ホームとの事業按分によるものです。 
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３．旭ヶ丘デイサービスセンターたんぽぽ苑  

 平成 15 年 4月 1 日 開苑 定員 40 人  

 ・介護保険法による指定通所介護事業所（2173000551） 

 平成 15 年 4 月 1日 指定（岐阜県指令飛福第 82 号の 8） 

 ・介護保険法による指定介護予防通所介護事業所（2173000551） 

 平成 18 年 4 月 1日 指定（岐阜県指令飛福第 1644 号の 63） 

 ・飛 市地域生活支援事業（障害者デイサービス事業）

 平成 18年 10 月１日 委託契約 

 ・飛 市介護予防・日常生活支援総合事業（通所型サービス事業）

 平成 28年 4 月１日 指定 

（１）事業の概要 

当デイサービスセンターの本年度の 1 日平均利用者は 33.0 人と前年度より 1.1 人増

加し、年間利用者延べ総数は 320 人増の 11,946 人となりました。利用率は 81.7％で、

前年度より 1.8 ポイント増加しています。介護保険事業収益(事業活動計算書)は

2,197,299 円増加の 103,231,232 円、障害福祉サービス等事業収益は 54,890 円増加の

2,807,640 円で、経常増減差額は△8,573,627 円となりました。 

令和 3年度は 4月以降新規利用者が順調に増加し、7月には利用率が 89.5％と年度最

高値となりました。その後も順調な利用率を維持していましたが、9 月に利用者 1 名が

新型コロナウィルスに罹患していることが判明し、介助を行った職員の PCR 検査結果が

出るまでの間について、自主的に 5日間の休業を行ったことにより 9月実績は低調な数

字となりました。また、令和 4年 2月には、感染が拡大した飛騨地区の老人保健施設に

職員 1名を 5日間派遣しました。 

例年見られる傾向ですが、冬季に向けた施設入所やショートステイ利用の増加、入院

される利用者の増加により 12 月以降は利用が低下し、好調だった実績の足を引っ張る

結果となりました。 

収益の改善を図るには加算算定が大きなカギとなることは近年の介護報酬改定で明

白になってきており、収益アップの取り組みとして今年度 8月から科学的介護推進体制

加算の算定を開始しました。また、リハビリのニーズは依然として高い水準で推移して

おり、利用者の課題に沿った運動やリハビリの機会の増加が必要になってきていること

から、令和 4年度に個別機能訓練加算を算定するべく、今年度 3月から準備を始めてい

ます。 

新型コロナウィルス感染予防を行っていくため、1 度に入浴する利用者数の制限やフ

ロアの消毒作業など、人手がとられて収益に結び付く加算算定の為のサービスにマンパ

ワーを割きにくい状況が続いていますが、業務の効率化や必要のない業務の省略を行っ

て収益に結び付くサービスの提供を意識して行っていきます。 
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① 職員の状況                      令和 4年 3月 31 日現在 

管
理
者

生
活
相
談
員

介
護
職
員

看
護
職
員

栄
養
士

機
能
訓
練
指
導
員

調
理
職
員

事
務
職
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職員数 
1

（1） 
3(2) 14 3(3) 1(1) 3(3) 委託 2(1) 9 30 

 注意・職員数は、パート職員を含み、機能訓練指導員は看護職員が兼務しています。 

・育児休暇中の職員 1名を含みます。また、調理業務は業者に委託しています。 

   ・技術職員等は隣接の旭ヶ丘ショートステイと兼務しています。 

○ 資格等の取得状況（休職者を含み、複数の資格を持つ職員がいます。） 

    社会福祉士 0名     社会福祉主事 2 名   介護福祉士 9 名 

    介護支援専門員 2 名   看護師 1名      准看護師 2 名   

 栄養士 1 名 

（２）利用者の状況 

① 月別、介護度別利用者の推移(延べ人数） 

障害者
要支援 要介護 入浴サー

ビス
計 

一日平

均 １ ２ １ ２ ３ ４ ５

4 月 26 30 107 496 183 73 107 30 0 1,052 35.1 

5 月 23 26 109 509 195 76 104 29 2 1,073 34.6 

6 月 25 25 95 490 178 93 104 31 0 1,041 34.7 

7 月 27 33 99 527 179 105 106 34 0 1,110 35.8 

8 月 26 19 107 491 164 103 116 34 0 1,060 34.2 

9 月 19 17 88 409 156 76 88 25 0 878 29.3 

10 月 21 20 100 484 204 127 84 34 1 1,075 34.7 

11 月 26 17 77 484 185 117 86 29 5 1,026 34.2 

12 月 24 15 83 431 194 114 60 31 2 954 30.8 

1 月 16 17 70 403 183 105 62 29 0 885 28.6 

2 月 15 19 77 366 217 67 68 38 0 867 31.0 

3 月 19 12 81 384 244 80 64 37 4 925 29.8 

計 267 250 1,093 5,474 2,282 1,136 1,049 381 14 11,946 33.0

前年度 303 344 1,353 5,194 2,236 922 950 327 7 11,636 31.9

比較 △ 36 △ 94 △ 260 280 46 214 99 54 7 310 1.1
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② 年間利用状況 

延べ利 

用者数 

営業 

日数 

1 日平均 

利用者数 
利用率 

平均介護度

(介護保険者)

送迎人数 

迎え 送り 

当年度 11,946 362 33.0 82.5％ 1.8 11,247 11,470 

前年度 11,636 365 31.9 79.7％ 1.9 11,258 11,558 

比 較 310 △3 1.1 2.8％ △0.1 △11 △88

入浴利用者 食事利用者 

一般浴 機械浴 計 普通食 特別食 計 

当年度 10,602 807 11,409 11,886 0 11,886 

前年度 10,503 742 11,245 11,597 0 11,597 

比 較 99 65 164 289 0 289 
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４．旭ヶ丘ショートステイたんぽぽ苑 

 平成 27年 8月 8 日 開苑 単独型 定員 30 人 

 ・介護保険法による指定短期入所生活介護事業所（2173300191） 

 平成 27 年 8 月 8日 指定（岐阜県指令飛県第 93 号の 9） 

 ・介護保険法による指定介護予防短期入所生活介護事業所（2173300191） 

 平成 27 年 8 月 8日 指定（岐阜県指令飛県第 93 号の 9） 

（１）事業の概要 

短期入所については、本年度の利用者数は延べ 8.769 人となり、1日当たりの平均利

用者数は 24.0 人で、利用率は 80.1％となりました。 

この 1 年は、コロナの影響で利用者のワクチン接種や家族の濃厚接触などによりキ

ャンセルが続き利用の少ない月が目立ちました。8 月からは利用者が安定して、月に

23～25 名ほどの利用となりました。 

またコロナの感染を警戒する家族は外出を控える傾向が強く、外出目的でのショー

トが激減しました。コロナ前は連休にショートの予約が殺到していましたが、連休で

も空室が目立ち、稼働率に大きな影響が生じました。 

新型コロナウィルスの感染状況に合わせて、継続して消毒や手洗い、ゴーグル着用

などの対策を行うことで、幸いにも利用者・職員とも感染はありませんでした。引き

続き、感染対策に重点をおきながら、利用者や職員の健康状態に注意をはらいます。 

利用者の状況は、長期利用が継続して多くなっており、特に介護者が急病となり、

緊急的な入所が増えています。そのため、退所日程の見通しがたたず、入所期間が長

くなるケースがありました。 

最近多くみられるのは、介護者が急病などで介護が継続できなくなり、飛騨市の特

徴である老々介護の対応をショートステイに求められています。 

また、重度の方が入院中に介護認定を行うことで、次の施設入所までショートステ

イを長期間利用するケースも多くありました。

この 1年の新規契約は、72 人となっています。古川・上宝地区の需要増は変わらな

い傾向であり、利用人数については定着しているように感じます。 

旭ヶ丘ショートステイとして、引き続き個人のプライバシーを守り、自由活動やリ

ハビリを充実させて身体機能の向上を目指すと共に、他利用者と交流することで在宅

での生活も生き生きとしたものとなるよう工夫します。又、利用者や家族の負担軽減

ができ、迅速な対応や事故のない生活が送れるように、職員一同努力します。 

介護保険事業収益(事業活動計算書)は 3,361,267 円減少し 101,878,698 円となり、

経常増減差額が△31,326,004 円となりました。 
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職員の状況                        令和 4年 3月 31 日現在 
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職員数 （1） 1 20 3 (1) (3) (3) 委託 (2) 5 嘱託 29 

 注意 職員数は、パート職員を含み、併設の通所介護事業の従事者を含んでいます。 

医師は、飛 市民病院等と契約しています。

  ○ 資格等の取得状況（休職者を含み、複数の資格を持つ職員もいます。） 

    社会福祉士   1 名  社会福祉主事  1 名  介護福祉士   10 名 

    介護支援専門員 3 名   看護師   0 名   准看護師    3 名 

（２）利用者の状況 

① 月別、介護度別利用者の推移(延べ人数） 

申請中

その他

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 
計

１日 

平均

4月 0 49 63 234 152 101 107 15 721 24.0

5 月 0 31 67 235 125 91 129 10 688 22.2

6 月 0 31 59 206 108 88 112 13 617 20.6

7 月 0 44 68 257 169 59 110 16 723 23.3

8 月 0 27 53 253 84 63 157 6 643 20.7

9 月 0 19 49 292 117 99 190 14 780 26.0

10 月 0 28 44 303 134 100 137 28 774 25.0

11 月 0 19 50 329 158 88 80 39 763 25.4

12 月 0 20 52 330 112 133 90 53 790 25.5

1 月 0 25 70 347 80 127 86 60 795 25.6

2 月 0 21 66 349 98 113 66 28 741 26.5

3 月 0 12 52 390 103 92 66 19 734 23.7

計 0 326 693 3.525 1.440 1.154 1.330 301 8.769 24.0

前年度 0 498 844 2.849 2.133 1.533 1.176 174 9,207 25.2

比 較 0 △172 △151 676 △693 △379 154 127 △438 △1.2
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② 年間利用状況 

延べ利用者数
営業 

日数 

1 日平均 

利用者数
利用率 平均介護度

送迎人数 

迎え 送り 

当年度 8.769 365 24.0 80.1 1.9 1.584 1.554

前年度 9,207 365 25.2 84.1 1.8 1,521 1,507

比 較 △438 0 △1.2 △4.0 0.1 63 47

③ 食事の提供状況（副食・延べ食数） 

普通 刻み 細刻み ソフト 胃ろう 

その他 

（ミキサ

ー食） 

計 

当年度 14.130 3,578 3.806 5 0 0 21.519

前年度 16,272 3,762 2,745 944 0 0 23,723

比 較 △2,142 △184 1.061 △939 0 0 △2.204

 その他とは、パン・麺のみでの栄養摂取です。 
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５．ホームヘルプサービスたんぽぽ苑 

 平成 7年 1月 1日 開苑 

 ・介護保険法による指定訪問介護事業所（2173000312） 

 平成 12 年 3 月 28 日 指定（岐阜県指令高第 537 号の 877） 

 平成 20 年 4 月 1日 更新（岐阜県指令飛振第 1479 号の 39） 

 ・介護保険法による指定介護予防訪問介護事業所（2173000312） 

 平成 18 年 4 月 1日 指定（岐阜県指令飛福第 1644 号の 61） 

 ・障害者自立支援法による指定居宅介護事業所（2113300012） 

 平成 18 年 10 月１日 指定（岐阜県指令障第 605 号の 107） 

 ・障害者自立支援法による指定重度訪問介護事業所（2113300012） 

 平成 18 年 10 月１日 指定（岐阜県指令障第 605 号の 429） 

 ・障害者自立支援法による指定同行援護介護事業所（2113300012） 

 平成 23 年 10 月 1 日 指定（岐阜県指令障第 75 号の 37） 

 ・飛 市地域生活支援事業（移動介護事業）

 平成 18年 10 月１日 委託契約 

 ・飛 市介護予防・日常生活支援総合事業（訪問型サービス事業）

 平成 28年 4 月１日 指定 

（１）事業の概要 

ホームヘルプサービス事業の、令和3年度の総利用者件数は9,417件となりました。 

介護保険事業収益(事業活動計算書)は 6,676,325 円増加の 32,839,133 円、障害福

祉サービス等事業収益は 1,334,008 円減少の 6,854,713 円で、経常増減差額(介護+障

害)は 5,491,505 円となりました。 

利用ニーズが多様化している中でのサービス提供は、ヘルパー個々の技術により評

価されるものであるため、技術の向上をめざし個々の技量を高めると共に、状況に応

じて臨機応変な対応ができ、地域から認められ、信頼されるヘルパーとなるよう人材

の育成に努めていきます。 

令和 3 年度の介護保険事業の全体の傾向としては、重度の利用者が減少し、直接的

な身体介護より、認知症による服薬の確認、また、デイサービス、ショートステイの

送り出しなどの支援が増えてきました。 

障害者自立支援事業では、毎日の通学支援をしていた学生が卒業し一旦支援が終了

したことに加え、別の利用者が 11 月より重度訪問介護に移行されたため、移動支援の

実績が減少しています。障害者自立支援を利用されていた利用者が、介護保険の対象なる

年齢になられ、障害者支援から介護保険に移行になった方が増えたため、障害者自立支援の

件数は減少しています。障害者自立支援の利用者の介護者も高齢になってきており、支援も難

しくなってきています。 また、ご家族が遠方にみえたり、高齢世帯のため受診に付き添えないこ

とから、介護保険外での受診介助が増加していますが、終了時間がわからない受診介助を提

供することにより、その時間帯に新規利用者を受けられないという課題もあります。 
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① 職員の状況 令和 4年 3月 31 日現在 
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職員数 (1) (2) 9      1   10 

  職員数は、パート職員を含み、サービス提供責任者は、介護職員を兼ねており、 

事務職員は 1名。常勤職員は 6名です。 

  ○ 資格等の取得状況（複数の資格を持つ職員がいます。） 

    介護福祉士     7 名  介護職員初任者研修修了者 9名 

    同行援護資格習得者 4名  行動援護資格習得者    1 名 

（２）利用者の状況 

① 月別利用状況の推移 

介 護 保 険 適 用 分 

身体介護 身体生活複合 生活援助 総合事業 

件数 時間 件数 時間 件数 時間 件数 時間 

4 月 412 211:51 96 90:14 0 0:00 99 79:02

5 月 440 222:27 94 88:28 0 0:00 95 76:10

6 月 447 225:31 90 85:52 0 0:00 132 107:04

7 月 538 263:53 83 77:08 0 0:00 134 108:14

8 月 407 201:50 81 75:13 0 0:00 134 107:04

9 月 360 177:44 120 112:48 1 0:29 112 88:50

10 月 419 207:37 93 87:55 1 0:29 112 89:00

11 月 436 217:30 69 67:06 0 0:00 102 78:59

12 月 451 223:44 72 70:26 0 0:00 92 73:23

1 月 441 220:11 50 51:33 0 0:00 82 68:57

2 月 433 214:55 57 57:17 0 0:00 72 60:00

3 月 592 290:59 62 61:20 0 0:00 89 73:29

計 5,376 2,678:12 967 925:20 2 0:58 1,255 1,010:12

前年度 3,686 1,905:40 980 927:37 11 7:21 1,191 976:39

比較 1,690 772:38 △13 △2:17 △9 △6:23 64 33:33

介護分計 件数 7,600     時間 4,614:42 
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障害者自立支援費適用分 

身体介護 家事援助 移動介護 重度訪問介護 同行援護 

件数 時間 件数 時間 件数 時間 件数 時間 件数 時間 

4 月 52 51:13 102 81:13 3 3:51 11 13:29

5 月 53 45:27 99 77:46 4 4:32 7 7:24

6 月 60 53:03 81 54:48 3 3:53 12 11:28

7 月 65 64:11 87 60:13 3 3:48 14 13:09

8 月 58 52:46 84 58:01 4 5:26 9 7:56

9 月 56 49:04 75 50:49 3 3:53 8 6:44

10 月 57 58:01 78 52:01 4 3:57 8 7:38

11 月 60 55:55 88 61:13 1 1:20 3 5:55 12 10:19

12 月 58 59:26 73 51:43 1 0:59 3 6:00 11 13:43

1 月 54 50:57 48 32:08 1 0:59 3 5:59 4 3:12

2 月 53 50:52 42 28:04 1 0:59 3 5:35 2 2:45

3 月 53 49:51 52 34:54 1 0:59 3 4:49 6 6:22

計 679 640:46 909 642:53 29 34:36 15 28:18 104 104:09

前年度 1,014 803:31 1,122 944:14 218 180:29 0 0 65 70:40

比較 △335 △162:45 △213 △301:21 △189 △145：53 15 28：18 39 33:29

障害分計 件数 1,736 時間 1,450:42 
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保険外分 合   計 

件数 時間 件 数 時 間 

4 月 5 11:10 780 542:03

5 月 5 8:35 797 530:49

6 月 13 17:18 838 558:57

7 月 9 16:11 933 606:47

8 月 11 20:06 788 528:22

9 月 7 13:36 742 503:57

10 月 4 10:05 776 516:43

11 月 3 6:28 774 504:45

12 月 2 6:10 763 505:34

1 月 4 5:47 687 439:43

2 月 9 11:42 672 432:09

3 月 9 16:10 867 538:53

計 81 143:18 9,417 6,208:42

前年度 93 180:04 8,380 5,996:15

比較 △12 △36:46 1,037 212:27

    保険外計  件数 81  時間 143:18 

② １日平均利用状況 

営業 

日数 

介護保険適用分 自立支援費適用分 保険外分 計 

件数 時間 件数 時間 件数 時間 件数 時間 

当年度 365 20.82 12:38 4.76 3:58 0.22 0:23 25.80 17:00 

前年度 365 16.07 10:46 6.63 5:48 0.25 0:49 22.96 16:43 

比 較 0 4.75 1:52 △1.87 △1:50 0.03 △0:26 2.84 0:17 
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６．シルバーサポートたんぽぽ苑 

   平成 6 年 7 月 1 日に「在宅介護支援センターたんぽぽ苑」として開設した

が、平成 18年 3 月末をもって在宅介護支援センターの委託が廃止されたため、

同年 4月 1日に「シルバーサポートたんぽぽ苑」と名称を変更した。 

 ・介護保険法による指定居宅介護支援事業所（2173000122） 

 平成 11 年 12 月 24 日 指定（岐阜県指令高第 537 号の 360） 

 平成 20 年 4 月 1日 更新（岐阜県指令飛振第 1479 号の 28） 

（１）事業の概要 

居宅介護支援事業は、一人の介護支援専門員が担当できる人数に上限が定められて

おり、介護支援専門員 6 名体制で運営しています。介護保険事業収益(事業活動計算

書)は、1,136,320 円増加の 36,655,320 円で、経常増減差額は 5,709,982 円となりま

した。 

この居宅介護支援事業は、在宅の要介護者が介護サービスを利用する場合に必要と

なる居宅サービス計画を作成する等、利用者にとっては必要不可欠なものであり、介

護報酬改定において、専門的取り組みを実施している事業所においては業務量に見合

った加算がとれる体制となっています。 

平成 26年 4 月より、飛騨市から、介護予防の居宅サービス計画の委託を受け 8年と

なりました。令和 3年度は、令和 2 年度と比較して介護支援専門員が減員となったた

め、介護予防の居宅サービス計画の受託件数を減らしました。 

介護予防(要支援 1.2)、要介護(要介護 1～5)を含めてサービス計画の作成件数が月

平均 176.0 件で、合計 2,112 件となりました。 

① 職員の状況 3 月 31 日現在 
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職員数 (1)      6  1(2)  7 

 注意 職員数は、管理者は介護支援専門員を兼ねており、事務職員はシルバサポート専

任事務員が 1名います。また旭ヶ丘拠点事務職員が兼務しています。 

  ○ 資格等の取得状況（複数の資格を持つ職員がいます。） 

    主任介護支援専門員 2名  介護支援専門員 4 名 

    介護福祉士     6 名  看護師     1 名 
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（２）利用者の状況 

サービス計画作成等の推移

要支援 要介護 
計 

暫定

計画 

認定 

調査 １ ２ 1/2 計 １ ２ ３ ４ ５ 小計 

4 月 6 17 11.5 96 41 15 12 6 170 181.5 0 0

5 月 3 14 8.5 93 40 14 14 5 166 174.5 0 0

6 月 2 13 7.5 93 37 17 14 5 166 173.5 1 0

7 月 1 11 6 95 41 16 14 5 171 177 2 0

8 月 1 11 6 93 42 16 17 4 172 178 1 0

9 月 1 8 4.5 93 37 18 16 6 170 174.5 1 0

10 月 2 8 5 97 37 21 14 7 176 181 0 0

11 月 3 7 5 96 39 18 11 6 170 175 0 0

12 月 2 7 4.5 96 43 18 12 10 179 183.5 0 0

1 月 2 6 4 93 38 15 12 8 166 170 2 0

2 月 2 6 4 92 43 11 10 8 164 168 1 0

3 月 3 6 4.5 94 48 12 10 7 171 175.5 3 0

計 28 114 71 1,131 486 191 156 77 2,041 2,112 11 0

前年度 130 336 233 1,021 459 203 160 65 1,908 2,141 23 0

比較 △

102

△

222

△

162
110 27 △12 △4 12 133 △29 △12 0
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７．介護医療院たかはら（入居） 

 平成 20年 4月 1 日 老人保健施設たかはら開苑 定員 76 人 

  4 人室 18 部屋、2人室 1部屋、個室 2部屋（短期入所者用の部屋を含む） 

 ・介護保険法による介護老人保健施設（2153380007） 

 平成 20 年 4 月 1日 開設許可（岐阜県指令高第 906 号） 

 平成 26 年 4 月 1日 更新（岐阜県指令高 247 号の 35） 

 令和 2年 4月 1日「介護医療院たかはら」に転換 

  ・介護保険法による介護医療院（21B3300010） 定員 58 人 

（１）事業の概要 

令和元年 10 月 1 日から、飛騨市の指定管理施設として老人保健施設たかはらを神東

会が運営しています。令和 2年 4月 1日に飛騨市が老人保健施設を介護医療院に転換し

ました。第 1期の指定管理期間が令和 4年 3月 31 日まででしたが、令和 3年 12 月の飛

騨市議会において、第 2 期(令和 9 年 3 月 31 日まで)の指定管理者として神東会が選任

されました。 

介護医療院は、「日常的な医学管理」や「看取りやターミナルケア」等の医療機能と「生

活施設」としての機能を兼ね備えた施設です。長期にわたり療養が必要な要介護者に対

して、「長期療養のための医療」と「日常生活上の支援」を一体的に提供しています。 

令和３年度の延入所者数は延 20,174 人で平均稼働率は、95.3％でした。また、令和 3

年度における入退所者は、入所者が 27 名、退所者が 26 名となっています。 

介護医療院たかはらの管理に関する基本協定書により、飛騨市の予算において、厨房

のテーブル型冷蔵庫、テーブル型冷凍庫、冷蔵・冷凍庫の 3 台の購入を行っています。 

本年度の利用者数は延べ 20,174 名となっており、平均要介護度は 3.67、利用率は

95.3％となっています。介護保険事業収益(事業活動計算書)は前年度比 21,640,722 円

減少の 294,032,552 円で、経常増減差額は 12,340,547 円となりました。 

介護老人保健施設等が介護医療院へ転換するための支援策として「移行定着支援加算

93 単位/日」が設けられていましたが、令和 3 年 3 月末で廃止となりました。令和 3 年

度で換算すると、この加算の廃止による減収分は、約 18,762 千円となります。 

①  介護サービス計画について 

施設サービス計画（ケアプラン）は、利用者のニーズに沿った計画であることが大

切です。3 ヶ月ごとに見直しを行うため、週１回サービス担当者会議を開催していま

す。医師、看護師、介護士、理学療法士、管理栄養士等の多職種が協議し、随時ケア

プランの見直しを行い、本人・家族の多様化している意向に沿うケアの実施に努めて

います。 
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②  看取りについて 

ご家族が安心して希望する最期を迎えられるよう国が示す「人生の最終段階におけ

る医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」の内容に準拠し、生活環境の整

備、本人家族の心に寄り添える看取りを行えるよう努めています。 

③  感染症の防止について 

  新型コロナウイルス感染防止については、年 3回の研修開催の他、朝礼などで各家

庭内での感染対策の強化を中心に指導しました。感染対策グッズも補助金の活用など

を行いながら追加整備してきました。県による「飛騨市内高齢者施設に対する予防検

査」を昨年 4月～6月、今年 2月～3月に行い、施設業務を行う上での安心につながり

ました。昨年度に引き続き、感染防止委員会は月一回開催し、法人本部や市民病院との

情報共有に努め、地域の感染状況に合わせた対応に心がけてきました。 

飛騨地区で感染が拡大した 2 月初めには、県よりクラスター施設への職員派遣要請

があり、1名の介護職員を送り出す経験をしました。この経験が、今後、感染時のシミ

ュレーションをより具体的にするために役に立つと考えます。全館 Wi-Fi 設備を設置

しているので、面会制限を実施している時は、ご家族とのオンライン面会が可能とな

っています。 

④  行事について 

新型コロナウイルス感染拡大により、多くの行事が中止となりましたが、施設内に

おいて以下の行事を行いました。 

○令和 3年度の主な行事 

7 月 7 日 七夕飾

り 

 入所者の皆さんで、七夕の飾りつけをしました。 

8 月 4 日 納涼祭 ゲーム、盆踊りの映像を見て楽しみました。 

10 月 6 日 運動会  入所者の皆さんの状態に合わせた内容で、力いっぱい

競技することできました。 

12 月 8 日 クリス

マス会 

 神岡ライオンズクラブ様からクリスマスプレゼント

として、紙芝居一式をいただきました。 

12 月 15 日 花もち

飾り 

 入所者の皆さんで、協力して花餅作りをしました。 

2 月 2 日 節分  入所者の皆さんで、職員が仮装した鬼の退治を行いま

した。 
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⑤職員の状況                     令和 4年 3月 31 日現在 

医
師

管
理
者

施
設
長

看
護
職
員

介
護
職
員

管
理
栄
養
士

理
学
療
法
士

介
護
支
援
専
門
員

歯
科
衛
生
士

診
療
放
射
線
技
師

事
務
職
員

用
務
員
等 計

職員数 1 1 12 23 1 2  1 1 1 2 7 51 

 注意 職員数は、パート職員を含んでいます。 

    職員数の内、施設長、看護職員 6名、理学療法士 2名、管理栄養士 1名、事務職

員 1名は、飛騨市からの出向職員になります。 

  ○ 資格等の取得状況 

    医師 １名  看護師 6 名  准看護師 7 名  介護福祉士 13 名  

    介護支援専門員 1 名  管理栄養士 1 名  理学療法士 2名   

    診療放射線技師 1 名  歯科衛生士 1 名   

（２）年度末の利用状況 

① 入所者の年齢別状況 

70 歳 

 未満

70～ 

 74 歳

75～ 

 79 歳

80～ 

 84 歳

85～ 

 89 歳

90～ 

 94 歳

95～ 

99 歳

100 歳 

以上
計 

平均 

年齢

男 性 0 1 1 3 1 4 1 0 11 86.0

女 性 0 0 2 9 11 13 7 4 46 90.0

総 数 0 １ 3 12 12 17 8 4 57 88.0

前年度 0 0 5 8 14 14 13 2 56 89.7

比 較 0 1 △2 4 △2 3 △5 2 1 △1.7

② 介護度状況及び入所前の居所 

要介護

１ 

要介護

２ 

要介護

３ 

要介護

４ 

要介護

５ 
計 

平 均

介護度

入所者の前住所地 

神岡町 
古川 

宮川
旧上宝 県外 

男 性 1 0 1 7 2 11 3.81 10 0 1 0

女 性 1 9 8 16 12 46 3.63 39 6 1 0

総 数 2 9 9 23 14 57 3.67 49 6 2 0

前年度 2 10 12 14 18 56 3.64 51 4 1 0

比 較 0 △1 △3 9 △4 1 0.03 △2 2 1 0
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（３）年間の利用状況 

① 利用者の状況 

延べ利用者数 
平 均

介護度

日

数 
利用率 要介護

１ 

要介護

２ 

要介護

３ 

要介護

４ 

要介護 

５ 
計 

当年度 516 3,253 3,869 7,246 5,290 20,174 3.67 365 95.3%

前年度 411 3,442 3,044 5,955 7,597 20,449 3.83 365 96.6%

比 較 105 △189 825 1,291 △2,307 △275 △0.16 0 △1.3%

② 入退所者の状況  

退 所 者 入 所 者 

退 所 の 理 由 入所前の生活場所 

家庭 

復帰 
入院 

施設 

変更 
死亡 計 家庭 病院 他施設 計 

当年度 1 8 0 17 26 7 16 4 27

前年度 3 4 0 19 26 9 12 4 25

比 較 △2 4 0 △2 0 △2 4 0 2

③ 食事の提供状況（副食・延べ食数） 

常食 ケア食 ソフト食 特別食 経管栄養 計 

当年度 22,045 15,288 8,724 13,254 0 59,311

前年度 21,035 18,200 8,831 11,474 0 59,540

比 較 1,010 △2,912 △107 1,780 0 △229

（４） 入所申込の状況 

年度末現在申込者数 

男性 女性 計 

申込者の住所地 

神岡町

内 

左記以

外の飛

 市内

旧上宝

村内 

左記以

外の高

山市内

その他 計 

当年度末 33 60 93 83 3 5 0 2 93

前年度末 26 34 60 55 0 4 0 1 60

比 較 7 26 33 28 3 1 0 1 33
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８. 託児  

（１）概要 

  働きやすい職場にするための取り組みとして、平成 28 年 8 月 10 日から認可外保育

施設としてたんぽぽ苑内託児所を設置しています。 

   たんぽぽ苑１階の地域交流スペースを利用し、運営を行っています。 

   子育てをする職員が、仕事と子育ての両立ができ、働きやすい職場となるように、

施設内保育を継続していきます。 

 （２）利用の状況 

   開所日  土曜日、日曜日、祝日、夏休み、冬休み、春休み 

        保育園や学校が休みの日 

   利用料金  1 回 500 円 

     令和 4年 3月 31 日現在の登録者数 38 名 

令和 3年度 開所日数 利用実人数 利用延べ人数 

4 月 6 9 21

5 月 5 6 9

6 月 1 1 1

7 月 5 9 11

8 月 9 14.5 24.5

9 月 1 2 2

10 月 2 1 2

11 月 6 8 12

12 月 8 8 27

1 月 8 4 13

2 月 8 4 11

3 月 10 10 30

計 69 76.5 163.5

前年度 87 115 283

比較 △18 △38.5 △119.5

    注) 利用延べ人数は、半日の利用の時は 0.5 人でカウント 
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９．福祉有償運送 

（１）事業の概要 

福祉有償運送は、身体の不自由な高齢者及び身体障害者等で、移送手段を確保する

ことが困難なため、医療、福祉施設等本人が希望するサービスの利用や外出等が困難

な人に対して、社会的に移送手段を確保する福祉有償運送事業を実施することにより、

本人及び家庭の自立を促進し、もって地域福祉の向上を図ることを目的として実施し

ています。平成 30 年 8月から福祉有償運送として運営しています。 

（２）事業の状況 

令和 3年度は、新型コロナウイルスのワクチン接種のための利用が増えました。 

 延べ利用者 延べ回数 走行距離 

4 月 11 26 171.7

5 月 13 36 192.0

6 月 20 76 284.5

7 月 16 33 105.6

8 月 19 48 218.6

9 月 21 52 186.3

10 月 26 76 252.0

11 月 19 47 132.5

12 月 17 53 168.1

1 月 25 62 164.4

2 月 27 92 203.9

3 月 21 54 161.4

計 235 655 2,241.0

前年度 120 287 1,642.1

比 較 115 368 598.9
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１０．病児病後児保育事業 

（１）事業の概要 

飛 市の委託事業として、平成 31年 4月 1 日から運営しています。 

児童が病気の回復期に至らない場合であり、かつ当面の症状に急変が認められない

状態において、保護者が就労等により保育できない児童を一時的に保育することによ

り、子育てと就労の両立を支援すると共に、地域児童の福祉向上の一助となることを

目的とした事業です。 

（２）事業の状況 

令和 3年度は、18 名の児童が 72回利用しました。 

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い利用を控える傾向が続き、利用はあまり伸び

ませんでした。 

常勤の看護師が令和 2 年度末に退職したため、非常勤の看護師と非常勤の保育士で

運営を行いました。看護師が配置できなかったため、閉所する日もありました。 

今後、安定的に運用するために、看護師の確保が急務となっています。 

月別件数  病名別件数 

 件数 病名 件数 

4 月 4 気管支炎・喘息性気管支炎 13

5 月 0 急性上気道炎・上気道炎 37

6 月 3 気管支肺炎 1

7 月 11 急性腸炎 5

8 月 5 感冒 8

9 月 5 蕁麻疹 2

10 月 12 ﾋﾄﾒﾀﾆｭｰﾓｳｲﾙｽ 4

11 月 7 胃腸風邪 2

12 月 13

1 月 3

2 月 6

3 月 3

合計 72

前年度 36

比較 36

 合計 72
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１１．地域貢献活動 

１１－１．介護用具の貸出事業 

（１）事業の概要 

利用者の日常生活の便宜や、介護者の負担軽減のため介護用具を必要とする方に一

時的に無償で貸し出しており、その利用状況は以下のとおりです。 

（２）介護用具の貸出状況 

車イス 四点杖 
ポータブル 

トイレ 

その他 

（浴槽台

等） 

計 

4 月 4 0 6 1 11

5 月 2 0 4 0 6

6 月 2 0 2 0 4

7 月 5 0 1 0 6

8 月 6 0 2 0 8

9 月 3 0 1 0 4

10 月 4 0 2 0 6

11 月 3 0 3 1 7

12 月 2 0 2 1 5

1 月 3 0 2 1 6

2 月 3 0 3 1 7

3 月 2 0 2 0 4

計 39 0 30 5 74

前年度 35 4 28 2 69

比 較: 4 △4 2 3 5
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１１－２．介護座談会 

（１）事業の概要 

平成 22 年度から始めた介護座談会は、在宅で介護されている介護者を対象として、

介護に係る情報提供や、介護者同士が共に語り共感できる機会をもっていただくこと

で、独りで悩みを抱え込まない介護をめざすことを目的としてきました。  

令和元年 9月より「かたりぃーなたんぽぽ」としてリニューアルしました。 

参加者は、介護者や利用者に限定せず、地域の方が誰でも気軽に集え、認知症や介

護の情報が得られる、地域に根ざした場所づくりを目指しています。介護や認知症に

ついて気軽に相談でき、住み慣れた街で安心して暮らせる関わりづくりの一環となれ

ばという企画です。 

日程や場所は下記の通りです。 

場所は、東町たんぽぽ苑 1階地域交流スペース 

日時は、毎月最終水曜日 午後 1:30～3:00 頃  

（２）事業の状況 

  ※令和 2年度からは、新型コロナウイルス感染防止のため開催を中止しています。 

１１－３．介護サポーターの支援 

（１）事業の概要 

飛 市介護サポーター制度に基づき、高齢者が介護支援ボランティア活動を通じて

地域貢献することを奨励及び支援することにより、高齢者自身の社会参加活動を通じ

て介護予防を図り、生き生きとした地域社会づくりを推進するため、飛 市社会福祉

協議会がとりまとめる飛 市介護サポーターを受け入れています。 

また、法人独自の事業として、飛 市介護サポーター制度に該当しない方を対象と

して、たんぽぽ苑においてボランティア活動を行う子どもたちから高齢者までを含む

幅広い年代において、地域福祉活動への参加意欲向上を図ることを目的とし、神岡ポ

イントカード会が発行する満点ポイントを付与するたんぽぽ苑ボランティアポイント

制度を行っています。 
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① 月別、拠点区分別推移(延べ人数×時間）  

東町 旭ヶ丘 計介護サポーター

スタンプ数

満天カード 

ポイント付与数

介護サポーター

スタンプ数

満天カード 

ポイント付与数

4 月 88:07 19 0 87:20 26 18 175:27

5 月 23:45 14 0 22:00 18 2 45:45

6 月 29:15 15 0 24:00 18 2 53:15

7 月 46:41 16 1 16:00 10 2 62:41

8 月 70:19 10 3 16:00 12 1 86:19

9 月 25:06 5 5 0 0 0 (1) 25:06

10 月 30:45 11 8 24:00 18 2 54:45

11 月 45:48 8 17 30:00 22 2 75:48

12 月 53:40 12 6 34:00 28 1 87:40

1 月 12:35 3 0 18:00 18 0 30:35

2 月 0 0 0 16:00 8 0 16:00

3 月 50:10 0 0 24:00 24 0 74:10

計 476:11 113 40 311:20 202 30 (1) 787:31

前年度 337:52 103 22 127:14 100 20 465:06

比 較 138:19 10 18 184:06 102 10 322:25

※飛 市介護サポーター制度は平成 27年 7 月より開始。 

※たんぽぽ苑ボランティアポイント制度は平成 28 年 3 月より試行的に開始し、4月から本

格的に実施。 
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１１－４．まちかど介護相談 

（１）事業の概要 

積極的に地域に出向くことで、地域の潜在的な介護ニーズ及び介護予防ニーズの把

握を行うとともに、職員の資質向上を目的として、飛騨市内における商店街等の一角

において介護相談を受ける事業です。合わせて、介護職員募集に関するガイダンスと

しての機能を付加しています。 

（２）事業の状況 

※令和 2年度からは、新型コロナウイルス感染防止のため開催を中止しています。 

１１－５．たんぽぽ苑文庫（飛 市神岡図書館×たんぽぽ苑） 

（１）概要 

ご家庭で介護に携わる方々や地域の一般市民の方 （々当苑や他施設職員を含む）が、

介護に関する最新の情報を得られるよう、たんぽぽ苑職員が選び新たに購入した本を、

飛 市神岡図書館に寄贈する事業です。（一般市民向けには地域貢献活動、当苑職員向

けには職員研修事業と位置付け） 

（２）事業の状況 

飛 市神岡図書館で専用コーナーを設けていただき、継続して貸し出しを行いまし

た。 
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１２.ＰＲ活動 

（１）概要 

地域との「絆」を重視するためには、当法人の活動やサービス内容を地域の方に正

確に理解していただく必要があります。そのため、たんぽぽ苑通信の年 4回の発行、

ホームページの更新、Facebook や Twitter の活用を通し、正確で温もりのある情報の

発信に努めました。 

また、社会福祉法人は、公益性の高い社会福祉事業を主たる事業とする非営利法人

であり、その非営利性・公益性に鑑み、適正な運営の確保について広く地域住民に説

明責任を果たす必要があることから、各種の情報開示を行い運営の透明化を図りまし

た。 

以前は、町内代表者宛にたんぽぽ苑通信の全戸配布をお願いしてきましたが、回覧

を希望する町内が増えてきたことで、広報手段の検討が必要となっています。 

（２）ＰＲの状況 

① たんぽぽ苑通信の発行   1,800 部 

年 4 回、神岡町         町内回覧及び関係機関送付  

    上宝町・奥飛騨温泉郷  新聞折込 

○たんぽぽ苑通信  第 99 号（2021 年 6月 15 日発行） 

○たんぽぽ苑通信 第 100 号（2021 年 9月 15 日発行） 

○たんぽぽ苑通信 第 101 号（2021 年 12 月 15日発行） 

○たんぽぽ苑通信 第 102 号（2022 年 3月 15 日発行） 
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② インターネットを活用した PR 

ホームページ

ページビュー

Twitter 

フォローワー数 

Facebook 

いいね数 

Instagram 

フォローワー数

LINE@ 

登録者数

19 年度 19,170     

20 年度 22,949     

21 年度 20,058 開始    

22 年度 21,697 － 開始   

23 年度 31,560 － －   

24 年度 26,964 － －   

25 年度 26,751 － －   

26 年度 37,733 － 126   

27 年度 41,824 160 155 2 

28 年度 61,994 247 205 173 103 

29 年度 60,782 330 256 312 168 

30 年度 57,231 391 273 370 225 

元年度 50,538 458 289 458 263 

R2 年度 46,478 508 321 485 324 

R3 年度 66,518 589 367 521 340 

※ページビューは年間。その他は 4月 30 日現在。 

※LINE@は平成 30 年 2月より有料プランを利用 
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③情報開示 

 たんぽぽ苑ホームページにおいて情報開示を行っています。 

 https://tanpopoen.or.jp/ 

○基本理念 

○沿革 

○組織図・役員 

○事業報告・決算報告（財務諸表） 

○法人番号（3200005010319） 

○現況報告書 
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(敬称略)
年 月 日 備 考

令和3年4月1日 行事 辞令交付式 苑内
令和3年4月1日 行事 仕事はじめ式 たかはら
令和3年4月1日 会議 介護支援専門員会議 旭シ
令和3年4月1日 会議 旭ショート会議 旭シ
令和3年4月5日 会議 リハビリ会議 苑内
令和3年4月6日 会議 行事会議 苑内
令和3年4月7日 会議 1階フロアー会議 苑内
令和3年4月7日 試験 職員採用面接試験 苑内
令和3年4月8日 会議 介護支援専門員会議 旭シ
令和3年4月12日 会議 入所判定会議 苑内
令和3年4月12日 会議 病児保育職員会議 苑内
令和3年4月13日 来苑 ヒト・ケア事業協同組合 苑内
令和3年4月13日 保守修理 無停電装置バッテリー交換／ヒダ電話工業(株) 苑内
令和3年4月13日 会議 地域ケア圏域会議（神岡圏域） 神岡振興事務所
令和3年4月14日 会議 2階フロアー会議 苑内

令和3年4月14日 研修

令和3年度第1回岐阜県居宅介護支援事業協議会支部研修
会  介護報酬改定等読み解き解釈研修

佳 山口富久美、堀本真子、本永恭子、上木真奈美）

下呂市

令和3年4月15日 来苑 産業医職場巡視 苑内
令和3年4月15日 会議 1階・2階セクションチーフ会議 苑内
令和3年4月15日 会議 介護支援専門員会議 旭シ
令和3年4月15日 会議 旭デイリハビリ会議 旭デ
令和3年4月15日 会議 調理会議 苑内
令和3年4月15日 会議 旭デイ連絡会議 旭デ
令和3年4月15日 会議 旭ショートシニア会議 旭シ
令和3年4月15日 会議 ヘルパー会議 旭シ
令和3年4月16日 会議 排泄会議 苑内
令和3年4月18日 会議 入浴・環境会議 苑内
令和3年4月19日 保守修理 エレベーター点検／東芝エレベータ 苑内
令和3年4月20日 会議 2階ケアプラン検討会 苑内
令和3年4月22日 会議 リスクマネジメント会議 苑内
令和3年4月22日 会議 介護支援専門員会議 旭シ
令和3年4月22日 打合せ 社会保険労務士定期訪問(zoom)／社会保険労務士 苑内
令和3年4月22日 試験 正規職員登用試験 苑内
令和3年4月23日 会議 1階ケアプラン検討会 苑内
令和3年4月23日 会議 看護会議 苑内
令和3年4月27日 会議 1階緊急会議 苑内
令和3年4月28日 会議 合同チーフ会議 苑内

令和3年4月28日 研修
介護サービス事業所集団指導
（令和3年度介護保険制度改正説明会）
（管理者 新家八重子、松崎秀樹、山本智恵子）

古川町

令和3年度 事業報告書 (たんぽぽ苑)
経 過 報 告
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(敬称略)
年 月 日 備 考

令和3年度 事業報告書 (たんぽぽ苑)
経 過 報 告

令和3年4月28日 研修

介護サービス事業所集団指導(zoom)
（令和3年度介護保険制度改正説明会）
（管理者 前原亜妃子、介護支援専門員 鍛冶美佳
 看護職員 原田みつる、ホームヘルパー 畑寿美子）

苑内

令和3年4月30日 会議 企画調整会議 苑内
令和3年4月30日 監査 ひだパートナーズ定期会計監査 苑内
令和3年5月6日 会議 介護支援専門員会議 旭シ
令和3年5月6日 会議 1階フロアー会議 苑内
令和3年5月6日 会議 生活総合機能改善機器DAMの使い方 旭シ
令和3年5月10日 会議 リハビリ会議 苑内
令和3年5月11日 会議 行事会議 苑内
令和3年5月11日 行事 調理会議 苑内
令和3年5月11日 来苑 就職応援雑誌「COUSE飛騨」について／高山印刷(株) 苑内
令和3年5月12日 会議 地域ケア圏域会議（神岡圏域） 神岡振興事務所
令和3年5月13日 見学 職員応募予定者見学 苑内
令和3年5月13日 会議 介護支援専門員会議 旭シ
令和3年5月14日 訪問 サンビレッジ国際医療福祉専門学校 揖斐郡池田町
令和3年5月17日 保守修理 エレベーター点検／東芝エレベータ 苑内
令和3年5月17日 試験 職員採用面接試験 苑内
令和3年5月17日 会議 旭デイリハビリ会議 旭デ
令和3年5月17日 会議 旭デイ連絡会議 旭デ
令和3年5月18日 訪問 飛騨神岡高等学校校内企業展 飛騨神岡高等学校

令和3年5月20日 会議 リスクマネジメント会議 苑内
令和3年5月20日 会議 介護支援専門員会議 旭シ
令和3年5月20日 来苑 産業医職場巡視 苑内
令和3年5月21日 監査 令和2年度事業及び決算監査 苑内
令和3年5月24日 保守修理 温水ボイラー点検／三浦工業(株) 苑内

研修 手洗いチェック研修 苑内
令和3年5月26日 打合せ 社会保険労務士定期訪問(zoom)／社会保険労務士 苑内
令和3年5月26日 会議 ヘルパー会議 旭シ
令和3年5月27日 会議 たんたかひだ介護医療連携推進協議会会議 苑内
令和3年5月31日 会議 企画調整会議 苑内
令和3年5月31日 監査 ひだパートナーズ定期会計監査 苑内
令和3年5月31日 会議 令和3年度第1回理事会／神東会理事・監事 苑内
令和3年6月1日 会議 行事会議 苑内
令和3年6月2日 会議 1階フロアー会議 苑内

保守修理 大型洗濯機・乾燥機保守点検 苑内
令和3年6月3日 会議 介護支援専門員会議 苑内
令和3年6月3日 会議 旭ショート会議 苑内
令和3年6月4日 神岡ライオンズクラブにて花植え 苑内
令和3年6月7日 会議 管理者会議 苑内
令和3年6月9日 会議 調理会議 苑内
令和3年6月11日 会議 評議員選任・解任委員会 苑内
令和3年6月17日 会議 リスクマネジメント会議 苑内
令和3年6月17日 会議 介護支援専門員会議 苑内
令和3年6月17日 会議 旭デイ連絡会議 苑内
令和3年6月17日 会議 ヘルパー会議 旭シ
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(敬称略)
年 月 日 備 考

令和3年度 事業報告書 (たんぽぽ苑)
経 過 報 告

令和3年6月18日 会議 1階ケアプラン検討会 苑内
令和3年6月18日 会議 2階フロアー会議 苑内
令和3年6月18日 会議 定時評議員会 苑内
令和3年6月18日 会議 令和3年度第2回理事会／神東会理事・監事 苑内
令和3年6月21日 保守修理 エレベーター点検／東芝エレベータ 苑内
令和3年6月22日 会議 2階ケアプラン検討会 苑内
令和3年6月23日 打合せ 社会保険労務士定期訪問(zoom)／社会保険労務士 苑内
令和3年6月23日 会議 合同チーフ会議 苑内
令和3年6月24日 会議 介護支援専門員会議 旭シ
令和3年6月25日 会議 職員連絡会議
令和3年6月27日 行事 防災訓練 苑内
令和3年6月29日 会議 入浴・環境会議 苑内
令和3年6月29日 会議 企画調整会議 苑内
令和3年6月29日 監査 ひだパートナーズ定期会計監査 苑内
令和3年6月30日 打合せ
令和3年7月1日 会議 行事会議 苑内
令和3年7月1日 会議 入所判定会議 苑内
令和3年7月1日 会議 介護支援専門員会議 旭シ
令和3年7月7日 試験 職員採用面接試験 苑内

令和3年7月8日 打合せ 古川町

令和3年7月9日 会議 1階フロアー会議 苑内
令和3年7月9日 会議 介護支援専門員会議 旭シ
令和3年7月9日 会議 リハビリ会議 苑内
令和3年7月14日 会議 地域ケア圏域会議（神岡圏域） 神岡振興事務所
令和3年7月15日 来苑 産業医職場巡視 苑内
令和3年7月15日 会議 リスクマネジメント会議 苑内
令和3年7月15日 会議 介護支援専門員会議 旭シ
令和3年7月15日 会議 旭デイ連絡会議 旭デ
令和3年7月15日 会議 ヘルパー会議 旭シ
令和3年7月16日 会議 1階ケアプラン検討会 苑内
令和3年7月16日 会議 看護会議 苑内
令和3年7月19日 保守修理 エレベーター点検／東芝エレベータ 苑内
令和3年7月20日 会議 2階ケアプラン検討会 苑内

令和3年7月20日 試験
技能実習評価試験   （介護職員 グエン タイン ビン、

苑内

令和3年7月21日 保守修理 受水槽清掃／橋本工業 苑内
令和3年7月22日 会議 行事会議 苑内
令和3年7月26日 会議 管理者会議 旭シ
令和3年7月26日 会議 入浴・環境会議 苑内
令和3年7月27日 試験 職員採用面接試験 苑内
令和3年7月28日 打合せ 社会保険労務士定期訪問(zoom)／社会保険労務士 苑内
令和3年7月28日 会議 合同チーフ会議 苑内
令和3年7月28日 打合せ 古川町
令和3年7月29日 会議 リハビリ会議 苑内
令和3年7月29日 会議 苑内
令和3年7月30日 会議 企画調整会議 苑内
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(敬称略)
年 月 日 備 考

令和3年度 事業報告書 (たんぽぽ苑)
経 過 報 告

令和3年7月30日 監査 ひだパートナーズ定期会計監査 苑内
令和3年8月3日 見学 職員応募予定者見学 苑内
令和3年8月4日 会議 介護支援専門員会議 旭シ
令和3年8月4日 会議 特養1階フロアー会議 苑内
令和3年8月4日 会議 旭ショート会議 旭シ
令和3年8月5日 会議 2階リハビリ会議 苑内
令和3年8月6日 来苑 ヒト・ケア事業協同組合／河合様 苑内
令和3年8月9日 会議 排泄会議 苑内
令和3年8月10日 会議 古川町
令和3年8月11日 会議 ケアマネ事例検討会 旭シ
令和3年8月11日 会議 2階フロアー会議 苑内
令和3年8月11日 会議 地域ケア圏域会議（神岡圏域） 神岡振興事務所
令和3年8月12日 会議 介護支援専門員会議 旭シ
令和3年8月13日 会議 苑内
令和3年8月16日 会議 調理会議 苑内
令和3年8月18日 来苑 就職応援雑誌「COUSE飛騨」について取材／高山印刷 苑内
令和3年8月19日 会議 病児保育職員会議 苑内
令和3年8月19日 会議 リスクマネジメント会議 苑内
令和3年8月19日 会議 介護支援専門員会議 旭シ
令和3年8月19日 会議 旭デイ連絡会議 旭デ
令和3年8月20日 会議 1階ケアプラン検討会 苑内
令和3年8月20日 会議 入所判定会議 苑内
令和3年8月20日 保守修理 エレベーター点検／東芝エレベータ 苑内
令和3年8月23日 保守修理 水質検査／神岡衛生社 苑内
令和3年8月24日 会議 2階ケアプラン検討会 苑内
令和3年8月24日 会議 入浴勉強会 苑内
令和3年8月24日 会議 高山市
令和3年8月25日 会議 感染症対策会議 苑内
令和3年8月25日 会議 入浴勉強会 苑内
令和3年8月26日 打合せ 社会保険労務士定期訪問(zoom)／社会保険労務士 苑内
令和3年8月26日 会議 介護支援専門員会議 旭シ
令和3年8月26日 会議 入浴勉強会 苑内
令和3年8月26日 会議 ヘルパー会議 旭シ
令和3年8月28日 会議 2階緊急フロアー会議 苑内
令和3年8月30日 会議 管理者会議 旭シ
令和3年8月31日 会議 企画調整会議 苑内
令和3年8月31日 監査 ひだパートナーズ定期会計監査 苑内
令和3年9月2日 会議 令和3年度第3回理事会／神東会理事・監事 苑内
令和3年9月2日 会議 介護支援専門員会議 旭シ
令和3年9月6日 会議 旭ショートシニア会議 旭シ
令和3年9月6日 会議 高原郷ケアネット 苑内
令和3年9月7日 会議 行事会議 苑内
令和3年9月8日 会議 リハビリ会議 苑内
令和3年9月9日 会議 病児保育 コロナについての勉強会 苑内
令和3年9月9日 会議 介護支援専門員会議 旭シ
令和3年9月9日 会議 排泄勉強会 苑内
令和3年9月10日 会議 環境・リスク委員合同会議 苑内
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(敬称略)
年 月 日 備 考

令和3年度 事業報告書 (たんぽぽ苑)
経 過 報 告

令和3年9月10日 会議 調理会議 苑内
令和3年9月10日 会議 排泄勉強会 苑内
令和3年9月10日 会議 令和3年度第2回評議員会／神東会評議員・監事 苑内
令和3年9月14日 会議 1階シニア会議 苑内
令和3年9月14日 会議 旭ショート会議 旭シ
令和3年9月15日 会議 リハビリ勉強会 苑内

令和3年度 福祉関係者向け成年後見制度理解促進研修
(zoom) (介護支援専門員 鍛冶美佳)

令和3年9月16日 会議 リスクマネジメント会議 苑内
令和3年9月16日 来苑 産業医職場巡視 苑内
令和3年9月16日 会議 介護支援専門員会議 旭シ
令和3年9月16日 会議 旭デイ連絡会議 旭デ
令和3年9月16日 会議 ヘルパー会議 旭シ
令和3年9月17日 会議 1階ケアプラン検討会 苑内
令和3年9月21日 会議 2階ケアプラン検討会 苑内

DocuWorks基礎講座(zoom)
(事務職員 梶野由莉佳、山越龍子、和仁夕華)

令和3年9月22日 会議 合同チーフ会議 苑内
令和3年9月24日 打合せ 社会保険労務士定期訪問(zoom)／社会保険労務士 苑内
令和3年9月27日 会議 管理者会議 旭シ
令和3年9月28日 保守修理 エレベーター点検／東芝エレベータ 苑内
令和3年9月29日 監査 ひだパートナーズ定期会計監査 苑内
令和3年9月29日 会議 令和3年度第4回理事会／神東会理事・監事 苑内
令和3年9月30日 会議 企画調整会議 苑内
令和3年9月30日 会議 介護支援専門員会議 旭シ
令和3年9月30日 会議 旭デイコロナ対策会議 旭デ
令和3年10月5日 会議 行事会議 苑内
令和3年10月6日 会議 1階フロアー会議 苑内
令和3年10月7日 会議 介護支援専門員会議 旭シ
令和3年10月7日 会議 リハビリ会議 苑内
令和3年10月7日 会議 旭ショート会議 旭シ
令和3年10月8日 保守修理 オゾン脱臭装置定期点検 苑内
令和3年10月12日 会議 入所判定会議 苑内
令和3年10月13日 会議 2階フロアー会議 苑内

介護支援専門員研修I・更新研修(zoom)
(介護支援専門員 本永恭子、上木真奈美)

令和3年10月15日 監査 託児所立入調査 苑内
令和3年10月15日 保守修理 チェア浴シャワー取替 苑内
令和3年10月18日 保守修理 エレベーター点検／東芝エレベータ 苑内

体験 神岡中学校職場体験 苑内・旭ヶ丘
介護支援専門員研修I・更新研修(zoom)
(介護支援専門員 本永恭子、上木真奈美)

令和3年10月19日 会議 2階ケアプラン検討会 苑内
令和3年10月19日 会議 令和3年度第5回理事会／神東会理事・監事 苑内
令和3年10月19日 会議 調理会議 苑内
令和3年10月20日 ヒト・ケア事業協同組合 苑内
令和3年10月20日 会議 介護支援専門員会議 旭シ

苑内研修令和3年9月16日

令和3年9月21日 研修 苑内

苑内・旭シ研修令和3年10月14日

令和3年10月19日 研修 苑内・旭シ
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(敬称略)
年 月 日 備 考

令和3年度 事業報告書 (たんぽぽ苑)
経 過 報 告

令和3年10月20日 会議 感染症勉強会 苑内
令和3年10月21日 保守修理 浄化槽検査 苑内
令和3年10月21日 会議 リスクマネジメント会議 苑内
令和3年10月21日 会議 旭デイ連絡会議 旭デ
令和3年10月21日 会議 感染症勉強会 苑内
令和3年10月21日 会議 ヘルパー会議 旭シ
令和3年10月22日 会議 1階ケアプラン検討会 苑内
令和3年10月22日 会議 感染症勉強会 苑内
令和3年10月24日 保守修理 東町全停電検査／上丸電気管理事務所、VCB交換／神工 苑内
令和3年10月25日 会議 管理者会議 旭シ

介護支援専門員研修I・更新研修(zoom)
(介護支援専門員 本永恭子、上木真奈美)

令和3年10月27日 会議 合同チーフ会議 苑内
令和3年10月27日 監査 ひだパートナーズ定期会計監査 苑内
令和3年10月27日 行事 不在者投票 苑内
令和3年10月27日 会議 介護支援専門員会議 旭シ
令和3年10月29日 会議 企画調整会議 苑内

令和3年11月1日 研修
第26回岐阜県国保地域医療学会シンポジウム(管理者 前
原亜妃子)

岐阜市

令和3年11月1日 会議 行事会議 苑内
令和3年11月4日 会議 1階フロアー会議 苑内
令和3年11月4日 会議 旭ショート内部研修 旭シ

介護支援専門員研修I・更新研修(zoom)
(介護支援専門員 本永恭子、上木真奈美)

令和3年11月5日 会議 2階フロアー会議 苑内
令和3年11月6日 会議 リハビリ会議 苑内

介護支援専門員研修I・更新研修(zoom)
(介護支援専門員 本永恭子、上木真奈美)

令和3年11月8日 会議 入浴・環境会議 苑内
令和3年11月8日 寄付 チューリップ球根の寄付／富山第一銀行 苑内
令和3年11月9日 会議 リハビリ会議 苑内

サンビレッジ国際医療福祉専門学校訪問
（柚原誠、清水敏幸、和田郁恵、多田沙織）

令和3年11月10日 会議 介護支援専門員会議 旭シ
令和3年11月10日 会議 旭ショート内部研修 旭シ
令和3年11月10日 体験 飛騨神岡高等学校職場体験 町内
令和3年11月10日 会議 地域ケア圏域会議（神岡圏域） 神岡振興事務所
令和3年11月11日 研修 高山市
令和3年11月11日 会議 3居宅事業者合同研修会 苑内
令和3年11月14日 来町 サンビレッジ国際医療福祉専門学校 学生来町 町内

介護支援専門員研修I・更新研修(zoom)
(介護支援専門員 本永恭子、上木真奈美)

令和3年11月15日 行事 避難訓練 苑内
令和3年11月16日 会議 2階ケアプラン検討会 苑内
令和3年11月16日 研修 職域型年金委員研修会（梶野由莉佳） 高山市
令和3年11月17日 監査 ひだパートナーズ定期会計監査 苑内
令和3年11月17日 会議 介護支援専門員会議 旭シ

研修 苑内・旭シ

岐阜市令和3年11月10日 訪問

令和3年11月8日 研修 苑内・旭シ

令和3年11月15日 研修 苑内・旭シ

令和3年10月26日 研修 苑内・旭シ

令和3年11月5日
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(敬称略)
年 月 日 備 考

令和3年度 事業報告書 (たんぽぽ苑)
経 過 報 告

令和3年11月17日 会議 旭ショートシニア会議 旭シ
令和3年11月18日 会議 病児会議 苑内
令和3年11月18日 会議 排泄会議 苑内
令和3年11月18日 会議 リスク会議 苑内
令和3年11月18日 会議 旭デイ連絡会議 旭デ
令和3年11月18日 会議 ヘルパー会議 旭シ
令和3年11月19日 会議 1階ケアプラン検討会 苑内
令和3年11月19日 研修 高山市
令和3年11月21日 研修 介護職員初任者研修 苑内

介護支援専門員研修I・更新研修(zoom)
(介護支援専門員 本永恭子、上木真奈美)

令和3年11月22日 保守修理 エレベーター点検／東芝エレベータ 苑内
令和3年11月22日 打合せ 社会保険労務士定期訪問(zoom)／社会保険労務士 苑内
令和3年11月22日 試験 EPA漢字とカタカナ試験 苑内
令和3年11月24日 会議 合同チーフ会議 苑内
令和3年11月24日 会議 介護支援専門員会議 旭シ
令和3年11月24日 会議 福祉用具に関する地域と技術の研修会 たかはら
令和3年11月25日 来苑 産業医職場巡視 苑内
令和3年11月25日 会議 小児究明救急講習 神岡消防署
令和3年11月27日 監査 託児巡回支援指導 苑内
令和3年11月28日 研修 介護職員初任者研修 苑内
令和3年11月29日 会議 管理者会議 旭シ

介護支援専門員研修I・更新研修(zoom)
(介護支援専門員 本永恭子、上木真奈美)

令和3年11月30日 会議 企画調整会議 苑内
令和3年11月30日 監査 ひだパートナーズ定期会計監査 苑内
令和3年11月30日 研修 町内
令和3年12月1日 会議 1階フロアー会議 苑内
令和3年12月1日 会議 介護支援専門員会議 旭シ
令和3年12月1日 会議 飛騨吉城特別支援学校 運営協議会 古川町
令和3年12月1日 会議 たかはら主任者会議 たかはら
令和3年12月2日 会議 入所判定会議 苑内
令和3年12月2日 会議 旭ショート会議 旭シ
令和3年12月3日 面接 サンビレッジ国際医療福祉専門学校 追加面接 苑内
令和3年12月4日 交流会 飛騨市外国人材交流会 古川町
令和3年12月5日 研修 介護職員初任者研修 苑内
令和3年12月7日 会議 行事会議 苑内
令和3年12月7日 会議 神東会第6回理事会 苑内
令和3年12月7日 会議 調理会議 苑内
令和3年12月8日 研修 苑内
令和3年12月8日 会議 地域ケア圏域会議（神岡圏域） 神岡振興事務所
令和3年12月9日 会議 たんたかひだかみおか地域ケア会議 苑内
令和3年12月9日 研修 EPAライブ講義 苑内
令和3年12月10日 会議 総務常任委員会 苑内
令和3年12月10日 監査 たかはら県指導監査 たかはら
令和3年12月12日 研修 介護職員初任者研修（補講） 苑内

令和3年度福祉用具・住宅改修【基本③】オンライン研

令和3年11月22日 研修 苑内・旭シ

令和3年11月30日 研修 苑内・旭シ

苑内研修令和3年12月13日
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(敬称略)
年 月 日 備 考

令和3年度 事業報告書 (たんぽぽ苑)
経 過 報 告

（介護支援専門員 鍛冶美佳）
令和3年12月13日 会議 2階リハビリ会議 苑内
令和3年12月14日 寄付 クリスマスプレゼント受取 ライオンズクラブ様 苑内
令和3年12月14日 保守修理 空調監視システム点検 苑内
令和3年12月15日 来苑 ヒト・ケア事業協同組合 河合様 苑内
令和3年12月15日 行事 特養忘年会 苑内
令和3年12月15日 講演会 生活文化センター

令和3年12月16日 保守修理 ボイラー点検／三浦工業 苑内
令和3年12月16日 会議 リスク会議 苑内
令和3年12月16日 会議 神東会第3回評議員会 苑内
令和3年12月16日 会議 旭デイ連絡会議 旭デ
令和3年12月16日 会議 ヘルパー会議 旭シ
令和3年12月17日 会議 1階ケアプラン検討会 苑内
令和3年12月17日 研修 苑内
令和3年12月17日 会議 高山市
令和3年12月19日 研修 介護職員初任者研修 苑内
令和3年12月20日 保守修理 エレベーター点検／東芝エレベータ 苑内
令和3年12月20日 式典 岐阜清流プラザ
令和3年12月21日 会議 2階ケアプラン検討会 苑内

施設避難集団指導（zoom）

令和3年12月22日 会議 ケアマネ会議 旭シ
令和3年12月22日 打合せ 社会保険労務士定期訪問(zoom)／社会保険労務士 苑内
令和3年12月22日 研修 初任者研修補習授業 苑内
令和3年12月22日 保守修理 洗濯機移設 苑内
令和3年12月23日 来苑 産業医職場巡視 苑内
令和3年12月23日 会議 古川町
令和3年12月23日 会議 古川町
令和3年12月24日 研修 初任者研修再試験 苑内
令和3年12月27日 会議 管理者会議 旭ヶ丘
令和3年12月28日 会議 企画調整会議 苑内
令和3年12月29日 監査 ひだパートナーズ定期会計監査 苑内
令和3年12月29日 会議 2階緊急フロアー会議 苑内
令和4年1月4日 会議 行事会議 苑内
令和4年1月4日 行事 新年互礼式 苑内
令和4年1月4日 行事 たかはら仕事始め式 たかはら
令和4年1月5日 会議 介護支援専門員会議 旭シ
令和4年1月5日 会議 たかはら主任者会議 たかはら
令和4年1月7日 会議 2階フロアー会議 苑内
令和4年1月7日 会議 リハビリ会議 苑内
令和4年1月12日 会議 介護支援専門員会議 旭シ
令和4年1月12日 会議 調理会議 苑内
令和4年1月12日 会議 地域ケア圏域会議（神岡圏域） 神岡振興事務所
令和4年1月13日 会議 たんたかひだ会議 苑内
令和4年1月14日 面接 採用面接 苑内
令和4年1月17日 保守修理 エレベーター点検／東芝エレベータ 苑内
令和4年1月17日 会議 古川町

苑内令和3年12月21日 研修

苑内研修令和3年12月13日
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(敬称略)
年 月 日 備 考

令和3年度 事業報告書 (たんぽぽ苑)
経 過 報 告

令和4年1月17日 研修 連携推進法人（zoom） 苑内
令和4年1月18日 会議 2階ケアプラン会議 苑内
令和4年1月19日 会議 介護支援専門員会議 旭シ
令和4年1月20日 会議 病児会議 苑内
令和4年1月20日 会議 リスク会議 苑内
令和4年1月20日 会議 ヘルパー会議 旭シ
令和4年1月20日 来苑 産業医職場巡視 苑内
令和4年1月21日 会議 1階ケアプラン検討会 苑内
令和4年1月22日 保守修理 エレベーター点検／東芝エレベータ 苑内
令和4年1月22日 会議 1階フロアー会議 苑内
令和4年1月23日 会議 旭ショートシニア会議 旭シ
令和4年1月24日 会議 管理者会議 旭ヶ丘
令和4年1月24日 打合せ 社会保険労務士定期訪問(zoom)／社会保険労務士 苑内
令和4年1月24日 保守修理 1階洗濯室電気工事／神工電気 苑内
令和4年1月24日 研修 苑内
令和4年1月25日 会議 神東会第7回理事会 苑内
令和4年1月26日 保守修理 不用品回収／神岡衛生社 苑内
令和4年1月26日 会議 介護支援専門員会議 旭シ
令和4年1月27日 保守修理 防災設備定期点検 苑内
令和4年1月27日 打合せ ヒト・ケア事業協同組合 河合様（zoom） 苑内
令和4年1月27日 会議 排泄勉強会 苑内
令和4年1月28日 監査 ひだパートナーズ定期会計監査 苑内
令和4年1月31日 会議 企画調整会議会議 苑内
令和4年1月31日 研修 苑内
令和4年2月1日 保守修理 貯湯清掃／橋本工業 苑内
令和4年2月2日 会議 介護支援専門員会議会議 旭シ
令和4年2月3日 会議 2階リハビリ会議 苑内
令和4年2月7日 来苑 託児契約について／子育て応援課 苑内
令和4年2月7日 会議 旭ショート会議 旭シ
令和4年2月9日 会議 介護支援専門員会議 旭シ
令和4年2月14日 保守修理 エレベーター点検／東芝エレベータ 苑内
令和4年2月16日 会議 介護支援専門員会議 旭シ
令和4年2月16日 研修 苑内
令和4年2月17日 来苑 産業医職場巡視 苑内
令和4年2月17日 会議 リスク会議 苑内
令和4年2月17日 会議 ヘルパー会議 旭シ
令和4年2月17日 面接 たかはら面接 たかはら
令和4年2月18日 会議 入所者選考会議 苑内
令和4年2月21日 会議 管理者会議 旭ヶ丘
令和4年2月21日 保守修理 ほのぼのサーバー入替 苑内
令和4年2月22日 打合せ 社会保険労務士定期訪問(zoom)／社会保険労務士 苑内
令和4年2月23日 会議 合同チーフ会議 苑内

令和4年2月24日
清水敏幸）

岐阜市

令和4年2月24日 会議 合同チーフ会議 苑内
令和4年2月28日 監査 ひだパートナーズ定期会計監査 苑内
令和4年2月28日 会議 企画調整会議 苑内
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(敬称略)
年 月 日 備 考

令和3年度 事業報告書 (たんぽぽ苑)
経 過 報 告

令和4年2月28日 会議 古川
令和4年3月1日 会議 行事会議 苑内
令和4年3月1日 会議 入浴環境会議 苑内
令和4年3月2日 会議 介護支援専門員会議 旭シ
令和4年3月2日 会議 たかはら
令和4年3月3日 会議 神東会第8回理事会 苑内
令和4年3月3日 会議 リハビリ会議 苑内
令和4年3月4日 会議 排泄勉強会・会議 苑内
令和4年3月4日 会議 たんたかひだ会議 苑内
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(敬称略)
年 月 日 備 考

令和3年4月1日 行事 辞令交付式及び年度初め式 たかはら
令和3年4月2日 保守修理 電気工作物通常点検／上丸電気管理事務所 たかはら
令和3年4月7日 会議 主任者会議 たかはら
令和3年4月7日 会議 感染防止委員会 たかはら
令和3年4月14日 会議 リスクマネジメント委員会 たかはら
令和3年4月14日 会議 身体拘束防止委員会 たかはら
令和3年4月14日 会議 看護会議 たかはら
令和3年4月14日 保守修理 中央材料室作業環境測定（エチレンオキシド） たかはら
令和3年4月19日 保守修理 エレベーター点検／北陸マックス たかはら
令和3年4月21日 会議 栄養褥瘡スキンケア管理委員会 たかはら
令和3年4月21日 会議 接遇倫理委員会 たかはら
令和3年4月28日 会議 排泄委員会 たかはら
令和3年4月28日 会議 イベント推進委員会 たかはら
令和3年5月10日 予防 たかはら
令和3年5月11日 保守修理 電気工作物通常点検／上丸電気管理事務所 たかはら
令和3年5月12日 会議 主任者会議 たかはら
令和3年5月12日 会議 感染防止委員会 たかはら
令和3年5月17日 保守修理 エレベーター点検／北陸マックス たかはら
令和3年5月19日 会議 看護会議 たかはら
令和3年5月19日 会議 リスクマネジメント委員会 たかはら
令和3年5月19日 会議 身体拘束防止委員会 たかはら
令和3年5月20日 保守修理 冷却塔(クーリングタワー)点検および清掃／橋本工業(株) たかはら
令和3年5月24日 保守修理 冷温水発生器冷房切替作業／橋本工業(株) たかはら
令和3年5月25日 研修 消防避難訓練 たかはら
令和3年5月25日 会議 介護福祉士会議 たかはら
令和3年5月26日 保守修理 浴室ストレッチャー修理／(株)小池メディカル高山営業所 たかはら
令和3年5月26日 会議 栄養褥瘡スキンケア管理委員会 たかはら
令和3年5月26日 会議 接遇倫理委員会 たかはら
令和3年5月26日 会議 排泄委員会 たかはら
令和3年5月26日 会議 イベント推進委員会 たかはら
令和3年5月31日 予防 たかはら
令和3年6月1日 保守修理 電気工作物通常点検／上丸電気管理事務所 たかはら
令和3年6月2日 会議 主任者会議 たかはら
令和3年6月2日 会議 感染防止委員会 たかはら
令和3年6月9日 会議 リスクマネジメント委員会 たかはら
令和3年6月9日 会議 身体拘束防止委員会 たかはら
令和3年6月9日 会議 看護会議 たかはら
令和3年6月14日 保守修理 カーテンクリーニング取り外し／(株)トーカイ たかはら
令和3年6月16日 研修 たかはら
令和3年6月16日 会議 栄養褥瘡スキンケア管理委員会 たかはら
令和3年6月16日 会議 接遇倫理委員会 たかはら
令和3年6月16日 保守修理 電気工作物停電点検／上丸電気管理事務所 たかはら
令和3年6月16日 保守修理 自家発電機点検整備／神工電気（株）【飛騨市の事業】 たかはら
令和3年6月21日 保守修理 簡易専用水道検査／岐阜県公衆衛生検査センター たかはら
令和3年6月21日 保守修理 エレベーター点検／北陸マックス たかはら
令和3年6月22日 保守修理 カーテンクリーニング取り付け／(株)トーカイ たかはら

令和3年度 事業報告書 (たかはら)

経 過 報 告
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(敬称略)
年 月 日 備 考

令和3年度 事業報告書 (たかはら)

経 過 報 告
令和3年6月23日 会議 排泄委員会 たかはら
令和3年6月23日 会議 イベント推進委員会 たかはら
令和3年7月2日 保守修理 電気工作物通常点検／上丸電気管理事務所 たかはら
令和3年7月7日 試験 職員採用面接試験（准看護師） たかはら
令和3年7月7日 行事 七夕まつり たかはら
令和3年7月7日 会議 主任者会議 たかはら
令和3年7月7日 会議 感染防止委員会 たかはら
令和3年7月14日 会議 リスクマネジメント委員会 たかはら
令和3年7月14日 会議 身体拘束防止委員会 たかはら
令和3年7月14日 会議 看護会議 たかはら
令和3年7月19日 保守修理 エレベーター点検／北陸マックス たかはら
令和3年7月21日 会議 栄養褥瘡スキンケア管理委員会 たかはら
令和3年7月21日 会議 接遇倫理委員会 たかはら
令和3年7月21日 研修 消防訓練（通報訓練・消火設備取扱訓練） たかはら
令和3年7月28日 会議 排泄委員会 たかはら
令和3年7月28日 会議 イベント推進委員会 たかはら
令和3年7月28日 研修 リスクマネジメント研修 たかはら
令和3年8月4日 保守修理 電気工作物通常点検／上丸電気管理事務所 たかはら
令和3年8月4日 会議 主任者会議 たかはら
令和3年8月4日 会議 感染防止委員会 たかはら
令和3年8月4日 行事 納涼祭 たかはら
令和3年8月11日 研修 消防訓練（通報訓練・消火設備取扱訓練） たかはら
令和3年8月11日 会議 リスクマネジメント委員会 たかはら
令和3年8月11日 会議 虐待防止委員会 たかはら
令和3年8月11日 会議 身体拘束防止委員会 たかはら
令和3年8月16日 保守修理 エレベーター点検／北陸マックス たかはら
令和3年8月18日 会議 栄養褥瘡スキンケア管理委員会 たかはら
令和3年8月18日 会議 接遇倫理委員会 たかはら
令和3年8月23日 研修 身体拘束・虐待防止研修 たかはら
令和3年8月25日 保守修理 空調フィルター清掃及びファンコイル点検／橋本工業(株) たかはら
令和3年8月25日 会議 排泄委員会 たかはら
令和3年8月25日 会議 イベント推進委員会 たかはら
令和3年8月25日 保守修理 仰臥位機械浴槽修理／(株)小池メディカル高山営業所 たかはら
令和3年8月26日 保守修理 浄化槽法定検査／岐阜県環境管理技術センター たかはら
令和3年9月1日 保守修理 電気工作物通常点検／上丸電気管理事務所 たかはら
令和3年9月1日 会議 主任者会議 たかはら
令和3年9月1日 会議 感染防止委員会 たかはら
令和3年9月1日 研修 シェイクアウト（地震発生時対応）訓練 たかはら
令和3年9月8日 会議 リスクマネジメント委員会 たかはら
令和3年9月8日 会議 身体拘束防止委員会 たかはら
令和3年9月8日 会議 看護会議 たかはら
令和3年9月10日 研修 岐阜県感染防止緊急対策研修会のライブ配信視聴 たかはら
令和3年9月10日 研修 移乗動作研修会 たかはら
令和3年9月13日 保守修理 エレベーター点検／北陸マックス たかはら
令和3年9月15日 会議 栄養褥瘡スキンケア管理委員会 たかはら
令和3年9月15日 会議 接遇倫理委員会 たかはら
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(敬称略)
年 月 日 備 考

令和3年度 事業報告書 (たかはら)

経 過 報 告
令和3年9月22日 研修 消防訓練（通報訓練・消火設備取扱訓練） たかはら
令和3年9月22日 会議 排泄委員会 たかはら
令和3年9月22日 会議 イベント推進委員会 たかはら
令和3年10月5日 保守修理 冷温水発生器暖房切替／橋本工業(株) たかはら
令和3年10月6日 保守修理 電気工作物通常点検／上丸電気管理事務所 たかはら
令和3年10月6日 行事 運動会 たかはら
令和3年10月6日 会議 主任者会議 たかはら
令和3年10月6日 会議 感染防止委員会 たかはら
令和3年10月13日 保守修理 中央材料室作業環境測定（エチレンオキシド） たかはら
令和3年10月13日 会議 リスクマネジメント委員会 たかはら
令和3年10月13日 会議 身体拘束防止委員会 たかはら
令和3年10月13日 会議 看護会議 たかはら
令和3年10月15日 試験 職員採用試験及び正職員登用試験 たかはら
令和3年10月15日 活動 ボランティア活動（地域のごみ拾い等清掃活動） たかはら
令和3年10月18日 保守修理 エレベーター点検／北陸マックス たかはら
令和3年10月19日 保守修理 貯水槽・貯湯槽清掃／橋本工業（株） たかはら
令和3年10月20日 研修 防災訓練（模擬：福祉避難所の開設訓練など） たかはら
令和3年10月20日 会議 栄養褥瘡スキンケア管理委員会 たかはら
令和3年10月20日 会議 接遇倫理委員会 たかはら
令和3年10月20日 研修 利用者生体見守りシステムのデモンストレーション たかはら
令和3年10月21日 保守修理 地下タンク貯蔵所清掃点検 たかはら
令和3年10月25日 選挙 たかはら
令和3年10月25日 業務 利用者との直接面会の再開 たかはら
令和3年10月27日 会議 排泄委員会 たかはら
令和3年10月27日 会議 イベント推進委員会 たかはら
令和3年11月1日 来所 消防設備・危険物保管設備立入検査／神岡消防署 たかはら
令和3年11月2日 保守修理 電気工作物通常点検／上丸電気管理事務所 たかはら
令和3年11月5日 保守修理 消防設備点検／高原防災協会 たかはら
令和3年11月10日 会議 主任者会議 たかはら
令和3年11月10日 会議 感染防止委員会 たかはら
令和3年11月10日 会議 看護会議 たかはら
令和3年11月15日 保守修理 エレベーター点検／北陸マックス たかはら
令和3年11月17日 会議 リスクマネジメント委員会 たかはら
令和3年11月17日 会議 身体拘束防止委員会 たかはら
令和3年11月24日 会議 栄養褥瘡スキンケア管理委員会 たかはら
令和3年11月24日 会議 接遇倫理委員会 たかはら
令和3年11月24日 会議 排泄委員会 たかはら
令和3年11月24日 会議 イベント推進委員会 たかはら

令和3年12月24日 研修
福祉用具に関する知識と技術 中部学院大学 准教授 濱岸利夫
先生

たかはら

令和3年12月1日 会議 主任者会議 たかはら
令和3年12月1日 会議 感染防止委員会 たかはら
令和3年12月2日 保守修理 電気工作物通常点検／上丸電気管理事務所 たかはら

令和3年12月2日 研修 岐阜県看護協会研修参加（摂食・嚥下障害者の看護)2名参加 たかはら

令和3年12月7日 会議 介護福祉士会議 たかはら
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(敬称略)
年 月 日 備 考

令和3年度 事業報告書 (たかはら)

経 過 報 告
令和3年12月8日 行事 クリスマス会 たかはら
令和3年12月8日 会議 リスクマネジメント委員会 たかはら
令和3年12月8日 会議 身体拘束防止委員会 たかはら
令和3年12月8日 会議 看護会議 たかはら
令和3年12月8日 保守修理 ホイルローダーの年次点検 たかはら
令和3年12月9日 保守修理 レントゲン装置保守点検 たかはら
令和3年12月9日 保守修理 駐車場照明のＬＥＤ化工事 たかはら
令和3年12月10日 検査 岐阜県の実地指導 たかはら
令和3年12月14日 研修 リスクマネジメント研修（危険予知訓練の実践研修） たかはら
令和3年12月15日 行事 花もち飾り会 たかはら
令和3年12月15日 会議 栄養褥瘡スキンケア管理委員会 たかはら
令和3年12月15日 会議 接遇倫理委員会 たかはら
令和3年12月20日 保守修理 エレベーター点検／北陸マックス たかはら
令和3年12月22日 会議 排泄委員会 たかはら
令和3年12月22日 会議 イベント推進委員会 たかはら
令和4年12月23日 事業 業務用冷蔵庫・冷凍庫 ３台更新（飛騨市の事業） たかはら
令和4年1月5日 保守修理 電気工作物通常点検／上丸電気管理事務所 たかはら
令和4年1月5日 会議 主任者会議 たかはら
令和4年1月5日 会議 感染防止委員会 たかはら
令和4年1月7日 研修 ＢＣＰ策定支援オンライン研修参加 たかはら
令和4年1月12日 保守修理 冷温水発生器保守点検／橋本工業(株) たかはら
令和4年1月12日 会議 リスクマネジメント委員会 たかはら
令和4年1月12日 会議 身体拘束防止委員会 たかはら
令和4年1月12日 会議 看護会議 たかはら
令和4年1月17日 保守修理 エレベーター点検／北陸マックス たかはら
令和4年1月17日 予防 たかはら
令和4年1月19日 会議 栄養褥瘡スキンケア管理委員会 たかはら
令和4年1月19日 会議 接遇倫理委員会 たかはら
令和4年1月26日 会議 排泄委員会 たかはら
令和4年1月26日 会議 イベント推進委員会 たかはら
令和4年1月28日 研修 たかはら
令和4年2月1日 保守修理 電気工作物通常点検／上丸電気管理事務所 たかはら
令和4年2月2日 会議 主任者会議 たかはら
令和4年2月2日 会議 感染防止委員会 たかはら
令和4年2月7日 保守修理 浄化槽清掃 たかはら
令和4年2月9日 会議 リスクマネジメント委員会 たかはら
令和4年2月9日 会議 身体拘束防止委員会 たかはら
令和4年2月9日 会議 看護会議 たかはら
令和4年2月16日 会議 栄養褥瘡スキンケア管理委員会 たかはら
令和4年2月16日 会議 接遇倫理委員会 たかはら
令和4年2月16日 会議 排泄委員会 たかはら
令和4年2月16日 会議 イベント推進委員会 たかはら
令和4年2月16日 研修 業者による生体見守りシステムのデモンストレーション たかはら
令和4年2月17日 試験 職員採用面接試験 たかはら
令和4年2月18日 予防 職員の新型コロナウイルス予防的ＰＣＲ検査 たかはら
令和4年2月18日 研修 身体蘇生のための救急勉強会 たかはら
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年 月 日 備 考

令和3年度 事業報告書 (たかはら)

経 過 報 告
令和4年2月21日 保守修理 エレベーター点検／北陸マックス たかはら
令和4年2月25日 研修 身体蘇生のための救急勉強会 たかはら
令和4年2月28日 保守修理 ボイラー修理／橋本工業(株) たかはら
令和4年3月2日 会議 主任者会議 たかはら
令和4年3月2日 会議 感染防止委員会 たかはら
令和4年3月2日 研修 火災避難訓練 たかはら
令和4年3月4日 保守修理 消防設備点検／高原防災協会 たかはら
令和4年3月4日 保守修理 電気工作物通常点検／上丸電気管理事務所 たかはら
令和4年3月9日 会議 リスクマネジメント委員会 たかはら
令和4年3月9日 会議 身体拘束防止委員会 たかはら
令和4年3月9日 保守修理 布団交換 たかはら
令和4年3月9日 会議 看護会議 たかはら
令和4年3月14日 保守修理 エレベーター点検／北陸マックス たかはら
令和4年3月15日 予防 職員の新型コロナウイルス予防的ＰＣＲ検査 たかはら
令和4年3月16日 会議 栄養褥瘡スキンケア管理委員会 たかはら
令和4年3月16日 会議 排泄委員会 たかはら
令和4年3月17日 研修 クラスター施設への応援派遣報告研修会 たかはら
令和4年3月28日 研修 身体拘束・虐待防止研修会 たかはら
令和4年3月30日 会議 接遇倫理委員会 たかはら
令和4年3月30日 会議 イベント推進委員会 たかはら
令和4年3月31日 保守修理 空調フィルター清掃及びファンコイル点検／橋本工業(株) たかはら
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活動時間
人数×分

令和3年4月1日 東町 1,995
令和3年4月2日 洗濯物たたみ・お茶パック詰め他 ＊イブの会様 東町 120
令和3年4月2日 東町 1,635
令和3年4月3日 ドリンクバー手伝い ＊JAひだ山びこの会様 旭ヶ丘 120
令和3年4月5日 ドリンクバー手伝い ＊JAひだ山びこの会様 旭ヶ丘 120
令和3年4月6日 ドリンクバー手伝い ＊JAひだ山びこの会様 旭ヶ丘 120
令和3年4月7日 洗濯物たたみ ＊たんぽぽの会様 東町 300
令和3年4月7日 ドリンクバー手伝い ＊JAひだ山びこの会様 旭ヶ丘 120
令和3年4月8日 ドリンクバー手伝い他 ＊大上様 旭ヶ丘 120
令和3年4月9日 洗濯物たたみ・お茶パック詰め他 ＊イブの会様 東町 120
令和3年4月13日 ドリンクバー手伝い ＊JAひだ山びこの会様 旭ヶ丘 120
令和3年4月14日 洗濯物たたみ ＊たんぽぽの会様 東町 432
令和3年4月14日 ドリンクバー手伝い ＊JAひだ山びこの会様 旭ヶ丘 120
令和3年4月15日 ドリンクバー手伝い他 ＊大上様 旭ヶ丘 120
令和3年4月16日 洗濯物たたみ・お茶パック詰め他 ＊イブの会様 東町 135
令和3年4月16日 ドリンクバー手伝い ＊JAひだ山びこの会様 旭ヶ丘 120
令和3年4月20日 洗濯物たたみ・お茶パック詰め他 ＊イブの会様 東町 100
令和3年4月20日 ドリンクバー手伝い ＊JAひだ山びこの会様 旭ヶ丘 120
令和3年4月22日 ドリンクバー手伝い他 ＊大上様 旭ヶ丘 120
令和3年4月23日 洗濯物たたみ・お茶パック詰め他 ＊イブの会様 東町 165
令和3年4月23日 ドリンクバー手伝い ＊JAひだ山びこの会様 旭ヶ丘 120
令和3年4月24日 ドリンクバー手伝い ＊JAひだ山びこの会様 旭ヶ丘 120
令和3年4月25日 白線引き、草取り ＊よろうな会様 旭ヶ丘 3,200
令和3年4月26日 ドリンクバー手伝い ＊JAひだ山びこの会様 旭ヶ丘 120
令和3年4月27日 洗濯物たたみ・お茶パック詰め他 ＊イブの会様 東町 120
令和3年4月27日 ドリンクバー手伝い ＊JAひだ山びこの会様 旭ヶ丘 120
令和3年4月29日 ドリンクバー手伝い他 ＊大上様 旭ヶ丘 120
令和3年4月30日 ドリンクバー手伝い ＊JAひだ山びこの会様 旭ヶ丘 120
令和3年4月30日 洗濯物たたみ・お茶パック詰め他 ＊イブの会様 東町 165
令和3年5月4日 ドリンクバー手伝い ＊JAひだ山びこの会様 旭ヶ丘 120
令和3年5月6日 ドリンクバー手伝い他 ＊大上様 旭ヶ丘 120
令和3年5月7日 洗濯物たたみ・お茶パック詰め他 ＊イブの会様 東町 150
令和3年5月7日 ドリンクバー手伝い ＊JAひだ山びこの会様 旭ヶ丘 120
令和3年5月12日 洗濯物たたみ ＊たんぽぽの会様 東町 270
令和3年5月12日 ドリンクバー手伝い ＊JAひだ山びこの会様 旭ヶ丘 120
令和3年5月13日 ドリンクバー手伝い他 ＊大上様 旭ヶ丘 120
令和3年5月14日 洗濯物たたみ・お茶パック詰め他 ＊イブの会様 東町 180
令和3年5月17日 ドリンクバー手伝い ＊JAひだ山びこの会様 旭ヶ丘 120
令和3年5月18日 ドリンクバー手伝い ＊JAひだ山びこの会様 旭ヶ丘 120
令和3年5月19日 洗濯物たたみ ＊たんぽぽの会様 東町 385
令和3年5月20日 ドリンクバー手伝い他 ＊大上様 旭ヶ丘 120
令和3年5月21日 洗濯物たたみ・お茶パック詰め他 ＊イブの会様 東町 180
令和3年5月21日 ドリンクバー手伝い ＊JAひだ山びこの会様 旭ヶ丘 120
令和3年5月25日 洗濯物たたみ・お茶パック詰め他 ＊イブの会様 東町 110
令和3年5月25日 ドリンクバー手伝い ＊JAひだ山びこの会様 旭ヶ丘 120
令和3年5月26日 ドリンクバー手伝い ＊JAひだ山びこの会様 旭ヶ丘 120

令和3年度 ボランティア報告書

年 月 日 経 過 報 告 場所
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令和3年5月28日 洗濯物たたみ・お茶パック詰め他 ＊イブの会様 東町 150
令和3年6月2日 洗濯物たたみ ＊たんぽぽの会様 東町 240
令和3年6月4日 洗濯物たたみ・お茶パック詰め他 ＊イブの会様 東町 150
令和3年6月4日 ドリンクバー手伝い ＊JAひだ山びこの会様 旭ヶ丘 120
令和3年6月7日 ドリンクバー手伝い ＊JAひだ山びこの会様 旭ヶ丘 120
令和3年6月8日 ドリンクバー手伝い ＊JAひだ山びこの会様 旭ヶ丘 120
令和3年6月9日 洗濯物たたみ ＊たんぽぽの会様 東町 449
令和3年6月9日 ドリンクバー手伝い ＊JAひだ山びこの会様 旭ヶ丘 120
令和3年6月11日 洗濯物たたみ・お茶パック詰め他 ＊イブの会様 東町 135
令和3年6月15日 洗濯物たたみ・お茶パック詰め他 ＊イブの会様 東町 124
令和3年6月15日 ドリンクバー手伝い ＊JAひだ山びこの会様 旭ヶ丘 120
令和3年6月16日 ドリンクバー手伝い ＊JAひだ山びこの会様 旭ヶ丘 120
令和3年6月18日 洗濯物たたみ・お茶パック詰め他 ＊イブの会様 東町 122
令和3年6月18日 ドリンクバー手伝い ＊JAひだ山びこの会様 旭ヶ丘 120
令和3年6月19日 ドリンクバー手伝い ＊JAひだ山びこの会様 旭ヶ丘 120
令和3年6月22日 洗濯物たたみ・お茶パック詰め他 ＊イブの会様 東町 130
令和3年6月22日 ドリンクバー手伝い ＊JAひだ山びこの会様 旭ヶ丘 120
令和3年6月25日 洗濯物たたみ・お茶パック詰め他 ＊イブの会様 東町 165
令和3年6月26日 ドリンクバー手伝い ＊JAひだ山びこの会様 旭ヶ丘 120
令和3年6月28日 ドリンクバー手伝い ＊JAひだ山びこの会様 旭ヶ丘 120
令和3年6月29日 ドリンクバー手伝い ＊JAひだ山びこの会様 旭ヶ丘 120
令和3年6月30日 洗濯物たたみ ＊たんぽぽの会様 東町 240
令和3年7月2日 洗濯物たたみ・お茶パック詰め他 ＊イブの会様 東町 195
令和3年7月6日 ドリンクバー手伝い ＊JAひだ山びこの会様 旭ヶ丘 120
令和3年7月7日 洗濯物たたみ ＊たんぽぽの会様 東町 200
令和3年7月7日 ドリンクバー手伝い ＊JAひだ山びこの会様 旭ヶ丘 120
令和3年7月9日 洗濯物たたみ・お茶パック詰め他 ＊イブの会様 東町 150
令和3年7月13日 ドリンクバー手伝い ＊JAひだ山びこの会様 旭ヶ丘 120
令和3年7月14日 洗濯物たたみ ＊たんぽぽの会様 東町 311
令和3年7月16日 洗濯物たたみ・お茶パック詰め他 ＊イブの会様 東町 100
令和3年7月17日 ドリンクバー手伝い ＊JAひだ山びこの会様 旭ヶ丘 120
令和3年7月19日 ドリンクバー手伝い ＊JAひだ山びこの会様 旭ヶ丘 120
令和3年7月20日 洗濯物たたみ・お茶パック詰め他 ＊イブの会様 東町 130
令和3年7月20日 ドリンクバー手伝い ＊JAひだ山びこの会様 旭ヶ丘 120
令和3年7月23日 洗濯物たたみ・お茶パック詰め他 ＊イブの会様 東町 105
令和3年7月23日 託児手伝い ＊後藤様 東町 470
令和3年7月27日 洗濯物たたみ・お茶パック詰め他 ＊イブの会様 東町 130
令和3年7月27日 ドリンクバー手伝い ＊JAひだ山びこの会様 旭ヶ丘 120
令和3年7月28日 託児手伝い ＊鍛冶様 東町 420
令和3年7月28日 ドリンクバー手伝い ＊JAひだ山びこの会様 旭ヶ丘 120
令和3年7月30日 洗濯物たたみ・お茶パック詰め他 ＊イブの会様 東町 195
令和3年7月30日 託児手伝い ＊後藤様 東町 395
令和3年8月2日 ドリンクバー手伝い ＊JAひだ山びこの会様 旭ヶ丘 120
令和3年8月3日 託児手伝い ＊鍛冶様 東町 435
令和3年8月3日 ドリンクバー手伝い ＊JAひだ山びこの会様 旭ヶ丘 120
令和3年8月4日 洗濯物たたみ ＊たんぽぽの会様 東町 200
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令和3年8月5日 ドリンクバー手伝い他 ＊大上様 旭ヶ丘 120
令和3年8月6日 洗濯物たたみ・布カット ＊イブの会様 東町 165
令和3年8月10日 ドリンクバー手伝い ＊JAひだ山びこの会様 旭ヶ丘 120
令和3年8月11日 洗濯物たたみ ＊たんぽぽの会様 東町 420
令和3年8月11日 託児手伝い ＊鍛冶様、巣之内様 東町 1,035
令和3年8月12日 託児手伝い ＊鍛冶様 東町 390
令和3年8月12日 ドリンクバー手伝い他 ＊大上様 旭ヶ丘 120
令和3年8月13日 託児手伝い ＊鍛冶様、巣之内様 東町 910
令和3年8月13日 ドリンクバー手伝い ＊JAひだ山びこの会様 旭ヶ丘 120
令和3年8月14日 ドリンクバー手伝い他 ＊大上様 旭ヶ丘 120
令和3年8月17日 洗濯物たたみ ＊イブの会様 東町 154
令和3年8月17日 ドリンクバー手伝い ＊JAひだ山びこの会様 旭ヶ丘 120
令和3年8月20日 洗濯物たたみ・布カット ＊イブの会様 東町 180
令和3年8月24日 洗濯物たたみ ＊イブの会様 東町 120
令和3年8月27日 洗濯物たたみ・布カット ＊イブの会様 東町 210
令和3年9月1日 洗濯物たたみ ＊たんぽぽの会様 東町 240
令和3年9月8日 洗濯物たたみ ＊たんぽぽの会様 東町 242
令和3年9月14日 洗濯物たたみ・布カット ＊イブの会様 東町 135
令和3年9月17日 洗濯物たたみ・布カット ＊イブの会様 東町 120
令和3年9月21日 洗濯物たたみ・布カット ＊イブの会様 東町 130
令和3年9月24日 洗濯物たたみ・布カット ＊イブの会様 東町 201
令和3年9月29日 洗濯物たたみ ＊たんぽぽの会様 東町 438
令和3年10月1日 洗濯物たたみ・布カット ＊イブの会様 東町 165
令和3年10月5日 ドリンクバー手伝い ＊JAひだ山びこの会様 旭ヶ丘 120
令和3年10月6日 洗濯物たたみ ＊たんぽぽの会様 東町 240
令和3年10月8日 洗濯物たたみ ＊イブの会様 東町 180
令和3年10月12日 ドリンクバー手伝い ＊JAひだ山びこの会様 旭ヶ丘 120
令和3年10月13日 洗濯物たたみ ＊たんぽぽの会様 東町 425
令和3年10月13日 ドリンクバー手伝い ＊JAひだ山びこの会様 旭ヶ丘 120
令和3年10月15日 洗濯物たたみ・布カット ＊イブの会様 東町 195
令和3年10月15日 ドリンクバー手伝い ＊JAひだ山びこの会様 旭ヶ丘 120
令和3年10月16日 ドリンクバー手伝い ＊JAひだ山びこの会様 旭ヶ丘 120
令和3年10月19日 洗濯物たたみ ＊イブの会様 東町 120
令和3年10月19日 ドリンクバー手伝い ＊JAひだ山びこの会様 旭ヶ丘 120
令和3年10月21日 ドリンクバー手伝い他 ＊大上様 旭ヶ丘 120
令和3年10月22日 洗濯物たたみ ＊イブの会様 東町 130
令和3年10月23日 ドリンクバー手伝い ＊JAひだ山びこの会様 旭ヶ丘 120
令和3年10月25日 ドリンクバー手伝い ＊JAひだ山びこの会様 旭ヶ丘 120
令和3年10月26日 洗濯物たたみ ＊イブの会様 東町 130
令和3年10月26日 ドリンクバー手伝い ＊JAひだ山びこの会様 旭ヶ丘 120
令和3年10月28日 ドリンクバー手伝い他 ＊大上様 旭ヶ丘 120
令和3年10月29日 洗濯物たたみ・布カット ＊イブの会様 東町 260
令和3年10月30日 ドリンクバー手伝い ＊JAひだ山びこの会様 旭ヶ丘 120
令和3年11月3日 洗濯物たたみ ＊たんぽぽの会様 東町 240
令和3年11月3日 ドリンクバー手伝い ＊JAひだ山びこの会様 旭ヶ丘 240
令和3年11月4日 ドリンクバー手伝い他 ＊大上様 旭ヶ丘 120
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令和3年11月5日 洗濯物たたみ・布カット ＊イブの会様 東町 130
令和3年11月5日 ドリンクバー手伝い ＊JAひだ山びこの会様 旭ヶ丘 120
令和3年11月9日 ドリンクバー手伝い ＊JAひだ山びこの会様 旭ヶ丘 120
令和3年11月10日 洗濯物たたみ ＊たんぽぽの会様 東町 488
令和3年11月11日 ドリンクバー手伝い他 ＊大上様 旭ヶ丘 120
令和3年11月12日 洗濯物たたみ・布カット ＊イブの会様 東町 180
令和3年11月16日 洗濯物たたみ ＊イブの会様 東町 130
令和3年11月16日 ドリンクバー手伝い ＊JAひだ山びこの会様 旭ヶ丘 120
令和3年11月18日 ドリンクバー手伝い他 ＊大上様 旭ヶ丘 120
令和3年11月19日 洗濯物たたみ・布カット ＊イブの会様 東町 195
令和3年11月20日 雪囲い   ＊なおい会様 東町 1,080
令和3年11月20日 ドリンクバー手伝い ＊JAひだ山びこの会様 旭ヶ丘 120
令和3年11月23日 洗濯物たたみ・布カット ＊イブの会様 東町 125
令和3年11月23日 ドリンクバー手伝い ＊JAひだ山びこの会様 旭ヶ丘 120
令和3年11月24日 ドリンクバー手伝い ＊JAひだ山びこの会様 旭ヶ丘 120
令和3年11月25日 ドリンクバー手伝い他 ＊大上様 旭ヶ丘 120
令和3年11月26日 洗濯物たたみ・布カット ＊イブの会様 東町 180
令和3年11月26日 ドリンクバー手伝い ＊JAひだ山びこの会様 旭ヶ丘 120
令和3年11月27日 ドリンクバー手伝い ＊JAひだ山びこの会様 旭ヶ丘 120
令和3年11月30日 ドリンクバー手伝い ＊JAひだ山びこの会様 旭ヶ丘 120
令和3年12月1日 洗濯物たたみ ＊たんぽぽの会様 東町 240
令和3年12月1日 ドリンクバー手伝い ＊JAひだ山びこの会様 旭ヶ丘 120
令和3年12月2日 ドリンクバー手伝い他 ＊大上様 旭ヶ丘 120
令和3年12月3日 洗濯物たたみ・布カット ＊イブの会様 東町 180
令和3年12月4日 ドリンクバー手伝い ＊JAひだ山びこの会様 旭ヶ丘 120
令和3年12月6日 ドリンクバー手伝い ＊JAひだ山びこの会様 旭ヶ丘 120
令和3年12月7日 ドリンクバー手伝い ＊JAひだ山びこの会様 旭ヶ丘 120
令和3年12月8日 洗濯物たたみ ＊たんぽぽの会様 東町 490
令和3年12月8日 ドリンクバー手伝い ＊JAひだ山びこの会様 旭ヶ丘 120
令和3年12月10日 洗濯物たたみ・布カット ＊イブの会様 東町 210
令和3年12月13日 ドリンクバー手伝い ＊JAひだ山びこの会様 旭ヶ丘 120
令和3年12月14日 洗濯物たたみ ＊イブの会様 東町 130
令和3年12月14日 ドリンクバー手伝い ＊JAひだ山びこの会様 旭ヶ丘 120
令和3年12月15日 ドリンクバー手伝い ＊JAひだ山びこの会様 旭ヶ丘 120
令和3年12月16日 ドリンクバー手伝い他 ＊大上様 旭ヶ丘 120
令和3年12月17日 洗濯物たたみ・布カット ＊イブの会様 東町 180
令和3年12月17日 ドリンクバー手伝い ＊JAひだ山びこの会様 旭ヶ丘 120
令和3年12月18日 ドリンクバー手伝い ＊JAひだ山びこの会様 旭ヶ丘 120
令和3年12月20日 ドリンクバー手伝い ＊JAひだ山びこの会様 旭ヶ丘 120
令和3年12月21日 洗濯物たたみ ＊イブの会様 東町 120
令和3年12月21日 ドリンクバー手伝い ＊JAひだ山びこの会様 旭ヶ丘 120
令和3年12月23日 ドリンクバー手伝い他 ＊大上様 旭ヶ丘 120
令和3年12月24日 洗濯物たたみ ＊イブの会様 東町 170
令和3年12月25日 ドリンクバー手伝い ＊JAひだ山びこの会様 旭ヶ丘 120
令和3年12月27日 託児手伝い ＊鍛冶様 東町 450
令和3年12月27日 ドリンクバー手伝い他 ＊大上様 旭ヶ丘 120
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令和3年12月28日 洗濯物たたみ・布カット ＊イブの会様 東町 120
令和3年12月29日 託児手伝い ＊鍛冶様 東町 480
令和3年12月30日 託児手伝い ＊後藤様 東町 450
令和4年1月5日 洗濯物たたみ ＊たんぽぽの会様 東町 250
令和4年1月6日 ドリンクバー手伝い他 ＊大上様 旭ヶ丘 120
令和4年1月7日 洗濯物たたみ ＊イブの会様 東町 165
令和4年1月7日 ドリンクバー手伝い ＊JAひだ山びこの会様 旭ヶ丘 120
令和4年1月8日 ドリンクバー手伝い ＊JAひだ山びこの会様 旭ヶ丘 120
令和4年1月10日 ドリンクバー手伝い ＊JAひだ山びこの会様 旭ヶ丘 120
令和4年1月12日 洗濯物たたみ ＊たんぽぽの会様 東町 340
令和4年1月13日 ドリンクバー手伝い他 ＊大上様 旭ヶ丘 120
令和4年1月15日 ドリンクバー手伝い ＊JAひだ山びこの会様 旭ヶ丘 120
令和4年1月18日 ドリンクバー手伝い ＊JAひだ山びこの会様 旭ヶ丘 120
令和4年1月22日 ドリンクバー手伝い ＊JAひだ山びこの会様 旭ヶ丘 120
令和4年1月27日 ドリンクバー手伝い他 ＊大上様 旭ヶ丘 120
令和4年2月3日 ドリンクバー手伝い他 ＊大上様 旭ヶ丘 120
令和4年2月10日 ドリンクバー手伝い他 ＊大上様 旭ヶ丘 120
令和4年2月17日 ドリンクバー手伝い他 ＊大上様 旭ヶ丘 120
令和4年2月24日 ドリンクバー手伝い他 ＊大上様 旭ヶ丘 120
令和4年3月2日 ドリンクバー手伝い他 ＊梶山敏子 旭ヶ丘 120
令和4年3月3日 ドリンクバー手伝い他 ＊大上様 旭ヶ丘 120
令和4年3月4日 ドリンクバー手伝い他 ＊梶山敏子 旭ヶ丘 120
令和4年3月9日 ドリンクバー手伝い他 ＊梶山敏子 旭ヶ丘 120
令和4年3月10日 ドリンクバー手伝い他 ＊大上様 旭ヶ丘 120
令和4年3月11日 ドリンクバー手伝い他 ＊梶山敏子 旭ヶ丘 120
令和4年3月16日 ドリンクバー手伝い他 ＊梶山敏子 旭ヶ丘 120
令和4年3月17日 ドリンクバー手伝い他 ＊大上様 旭ヶ丘 120
令和4年3月21日 託児手伝い ＊後藤様 東町 460
令和4年3月23日 ドリンクバー手伝い他 ＊梶山敏子 旭ヶ丘 120
令和4年3月25日 ドリンクバー手伝い他 ＊梶山敏子 旭ヶ丘 120
令和4年3月27日 託児手伝い ＊後藤様 東町 465
令和4年3月29日 託児手伝い ＊巣之内様 東町 510
令和4年3月29日 託児手伝い ＊鍛冶様 東町 465
令和4年3月30日 託児手伝い ＊鍛冶様 東町 540
令和4年3月30日 託児手伝い ＊巣之内様 東町 570
令和4年3月30日 ドリンクバー手伝い他 ＊梶山敏子 旭ヶ丘 120
令和4年3月31日 ドリンクバー手伝い他 ＊大上様 旭ヶ丘 120

年間合計時間数 779時間31分
年間介護サポータースタンプ数 315スタンプ

年間満天カードポイント付与数 70件
年間満天カードポイント2倍付与数 0件
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(敬称略)
番号 日付 住所 寄附者表示 物品等 備考
1 4月1日 神岡町 匿名 新聞紙製ゴミ袋 32枚 入居者家族

2 4月6日 神岡町 平川富夫 バスタオル1枚フェイスタオル20枚 入居者家族

3 4月7日 神岡町 中田美知江 新聞紙製袋200枚 その他
4 4月10日 神岡町 匿名 新聞紙製袋360枚 その他
5 4月11日 神岡町 匿名 新聞紙製袋30枚 入居者家族

6 4月11日 神岡町 匿名
ペットボトルコーヒー2本×2 お菓子
15種類×4 入居者家族

7 4月12日 神岡町 藤木司

男性用ズボン下20枚ランニングシャツ
15枚半そでシャツ8枚

カバーオムツ1
袋パット1袋

その他

8 4月12日 神岡町 匿名 新聞紙製ふくろ500枚プラ袋500枚 その他
9 4月14日 神岡町 匿名 お菓子25袋 入居者家族
10 4月15日 神岡町 匿名 お菓子1箱 入居者遺族
11 4月19日 上宝町 匿名 新聞紙製ごみ袋200枚 入居者家族
12 4月22日 神岡町 匿名 新聞紙製ごみ袋30枚 入居者家族

13 4月25日 神岡町 匿名

紙おむつフラットタイプ30枚紙おむつ
カバー6枚紙おむつ尿とりパッド34枚
紙おむつパンツ20枚

その他

14 4月30日 神岡町 匿名 新聞紙製ごみ袋500枚 その他
15 5月2日 上宝町 匿名 新聞紙製ごみ袋75枚 入居者家族
16 5月3日 神岡町 匿名 新聞紙製ごみ袋30枚 入居者家族
17 5月6日 刈谷市 匿名 お菓子1箱 入居者家族
18 5月6日 神岡町 柏木優美子 お茶8袋 入居者家族
19 5月7日 神岡町 匿名 お菓子3箱 入居者家族
20 5月7日 神岡町 匿名 新聞紙製ごみ袋160枚 その他
21 5月9日 神岡町 前田光代 上着5枚ズボン1枚 その他
22 5月9日 神岡町 匿名 ポータブルトイレ1台 その他
23 5月11日 高山市 匿名 コーヒー3箱 入居者家族

24 5月7日 神岡町
水口実佐子 二木
文子 前田文子
谷上雅子

新聞紙製ごみ袋600枚
広告製入れ物2袋

その他

25 5月11日 神岡町 匿名 お菓子30箱 入居者家族
26 5月12日 神岡町 中田美知江 新聞紙製ごみ袋200枚 その他

令和3年度東町拠点寄附物品状況報告

65



(敬称略)
番号 日付 住所 寄附者表示 物品等 備考

令和3年度東町拠点寄附物品状況報告

27 5月13日 神岡町 清水マチ子 新聞紙製ごみ袋100枚 その他
28 5月15日 神岡町 匿名 新聞紙製ごみ袋30枚 入居者家族
29 5月18日 神岡町 匿名 新聞紙製ごみ袋500枚 その他
30 5月18日 上宝町 匿名 新聞紙製ごみ袋100枚 入居者家族
31 5月28日 上宝町 匿名 新聞紙製ごみ袋50枚 入居者家族
32 5月31日 神岡町 匿名 新聞紙製ごみ袋500枚 その他
33 6月2日 神岡町 中田美知江 新聞紙製ごみ袋200枚 その他
34 6月5日 神岡町 匿名 新聞紙製ごみ袋30枚 入居者家族
35 6月7日 神岡町 匿名 お菓子4箱 入居者遺族

36 6月9日 神岡町 綿アイ子
フォーク4本毛布2枚箸セット4組タオ
ルケット2枚ぬいぐるみ3個バスタオル
4枚

入居者遺族

37 6月9日 神岡町 匿名 新聞紙製ごみ袋160枚 その他
38 6月10日 名古屋市 匿名 野菜生活ジュレ27本お菓子2箱 入居者家族
39 6月11日 神岡町 匿名 お菓子1箱 入居者家族
40 6月13日 神岡町 匿名 新聞紙製ごみ袋30枚 入居者家族

41 6月13日 神岡町
水口実佐子 二木
文子 前田文子
谷上雅子

新聞紙製ごみ袋810枚 その他

42 6月15日 神岡町 匿名 新聞紙製ごみ袋500枚 その他
43 6月15日 神岡町 匿名 栄養ドリンク3箱お菓子1袋 入居者家族
44 6月16日 神岡町 匿名 お菓子26箱 入居者遺族
45 6月21日 静岡県 匿名 お茶35袋お菓子3箱 入居者家族
46 6月21日 神岡町 匿名 ポカリスエット4箱、お菓子34袋 入居者家族
47 6月21日 上宝町 匿名 新聞紙製ごみ袋200枚 入居者家族
48 6月22日 神岡町 匿名 ウエス2袋 その他
49 6月24日 神岡町 匿名 新聞紙製ごみ袋30枚 入居者家族
50 6月28日 神岡町 匿名 お菓子2箱 その他
51 6月30日 神岡町 匿名 新聞紙製ごみ袋500枚 その他
52 7月3日 神岡町 匿名 タオル50枚 入居者家族
53 7月3日 神岡町 匿名 新聞紙製ごみ袋30枚 入居者家族
54 7月7日 神岡町 中田美知江 新聞紙製ごみ袋200枚 その他
55 7月9日 ㈱アカツキ 麺セット 業者
56 7月10日 神岡町 匿名 お菓子1箱 入居者遺族
57 7月11日 神岡町 匿名 新聞紙製ごみ袋300枚 その他
58 7月12日 神岡町 匿名 お菓子2箱 入居者家族
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59 7月13日 神岡町 箕成幸一 タオル 入居者家族
60 7月14日 神岡町 匿名 新聞紙製ごみ袋160枚 その他

61 7月14日 神岡町
飛騨神岡高等学
校
華道部

フラワーアレンジメント11個 各種団体

62 7月14日 上宝町 匿名 新聞紙製ごみ袋50枚 入居者家族

63 7月14日 神岡町 匿名
肌シャツ2袋、ベスト1袋、パンツ1
袋、パジャマ1袋

入居者遺族

64 7月15日 神岡町 匿名 新聞紙製ごみ袋500枚 その他
65 7月19日 神岡町 匿名 お菓子2箱ポカリスエット4箱 入居者家族
66 7月20日 神岡町 匿名 ズボン下3枚半袖シャツ4枚 役職員
67 7月26日 神岡町 匿名 新聞紙製ごみ袋30枚 入居者家族
68 7月27日 神岡町 匿名 新聞紙製ごみ袋210枚 その他
69 7月29日 神岡町 匿名 タオル その他
70 7月31日 神岡町 匿名 すいか1玉 入居者家族
71 8月2日 神岡町 匿名 新聞紙製ごみ袋500枚 その他
72 8月4日 神岡町 中田美知江 新聞紙製ごみ袋200枚 その他

73 8月4日 神岡町 葡萄原俊雄
薄型紙パンツ20枚アテント17枚尿取り
パット120枚

その他

74 8月7日 神岡町 匿名 新聞紙製ごみ袋30枚 入居者家族
75 8月11日 新世会 じゃがいも 各種団体
76 8月12日 神岡町 匿名 新聞紙製ごみ袋200枚 その他
77 8月16日 神岡町 匿名 新聞紙製ごみ袋500枚 その他
78 8月30日 神岡町 匿名 CD15枚 入居者家族
79 9月1日 神岡町 匿名 新聞紙製ごみ袋180枚 その他
80 9月1日 神岡町 中田美知江 新聞紙製ごみ袋200枚 その他
81 9月6日 神岡町 匿名 新聞紙製ごみ袋30枚 入居者家族
82 9月11日 上宝町 匿名 新聞紙製ごみ袋50枚 入居者家族
83 9月11日 刈谷市 匿名 お菓子詰め合わせ1箱 入居者家族

84 9月13日 神岡町 匿名
尿とりパット(女性用)70枚、尿取り
パット(男性用)50枚、オムツ15枚、
テープ式オムツ18枚

Mサイズ

85 9月15日 神岡町 匿名 新聞紙製ごみ袋500枚 その他
86 9月19日 神岡町 匿名 新聞紙製ごみ袋30枚 入居者家族
87 9月27日 神岡町 匿名 せんべい 入居者家族
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88 9月28日 神岡ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ 車いす

89 9月29日 刈谷市 菱川春美
おしり拭き2個
ウェットティッシュ1個

入居者家族

90 10月1日 神岡町 匿名 新聞紙製ごみ袋500枚 その他
91 10月1日 神岡町 匿名 新聞紙製ごみ袋30枚 入居者家族
92 10月4日 神岡町 匿名 お菓子2箱 入居者家族
93 10月6日 神岡町 匿名 新聞紙製ごみ袋60枚 その他
94 10月6日 神岡町 匿名 新聞紙製ごみ袋200枚 その他
95 10月7日 神岡町 匿名 新聞紙製ごみ袋27枚 入居者家族
96 10月11日 上宝町 匿名 タオル25枚 入居者家族
97 10月11日 上宝町 匿名 新聞紙製ごみ袋100枚 入居者家族
98 10月14日 神岡町 匿名 新聞紙製ごみ袋30枚 入居者家族

99 10月16日 神岡町 水口実佐子
新聞紙製ごみ袋500枚、
広告製入れ物3袋

その他

100 10月17日 神岡町 匿名 お菓子、コーヒー 入居者家族
101 10月18日 神岡町 匿名 新聞紙製ごみ袋500枚 その他
102 10月18日 神岡町 匿名 新品タオル1袋 入居者家族
103 10月26日 神岡町 匿名 新聞紙製ごみ袋30枚 入居者家族
104 10月27日 神岡町 匿名 お菓子 入居者家族
105 10月27日 神岡町 匿名 新聞紙製ごみ袋90枚 その他
106 11月2日 神岡町 匿名 新聞紙製ごみ袋500枚 その他
107 11月7日 神岡町 匿名 新聞紙製ごみ袋200枚 その他

108 11月8日 神岡町
富山第一銀行
労働組合

チューリップ球根100球 各種団体

109 11月8日 神岡町 清水マチ子 新聞紙製ごみ袋100枚 その他
110 11月8日 神岡町 匿名 新聞紙製ごみ袋30枚 入居者家族
111 11月8日 上宝町 匿名 新聞紙製ごみ袋100枚 入居者家族
112 11月10日 神岡町 匿名 紙パンツ1袋
113 11月12日 神岡町 匿名 お菓子 入居者家族
114 11月12日 神岡町 匿名 お菓子 入居者家族
115 11月13日 豊明市 匿名 タオル52枚お菓子 入居者家族
116 11月18日 神岡町 匿名 除菌クロス1セット その他
117 11月19日 神岡町 匿名 新聞紙製ごみ袋40枚 入居者家族
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118 11月19日 高山市 匿名
インスタントコーヒー1箱インスタン
トカフェラテ2箱インスタントミルク
ティー1箱

入居者家族

119 11月22日 神岡町 匿名 新聞紙製ごみ袋500枚 その他
120 11月25日 神岡町 匿名 新聞紙製ごみ袋500枚 その他
121 11月29日 上宝町 匿名 新聞紙製ごみ袋100枚 入居者家族
122 11月29日 匿名 麺セット1箱 業者
123 11月29日 神岡町 匿名 お菓子1箱 入居者遺族
124 11月30日 神岡町 匿名 お菓子1箱 入居者家族
125 12月2日 神岡町 匿名 新聞紙製ごみ袋40枚 入居者家族

126 12月6日 神岡町 匿名
尿とりパット1袋お尻ふき3袋パジャマ
肌シャツズボン下

利用者遺族

127 12月5日 神岡町 水口実佐子
新聞紙製ごみ袋大500枚 新聞紙製ご
み袋小300枚 広告製入物3袋

128 12月8日 上宝町 匿名 新聞紙製ごみ袋50枚 入居者家族
129 12月12日 神岡町 匿名 プリン2箱 入居者家族
130 12月13日 神岡町 匿名 新聞紙製ごみ袋50枚 入居者家族

131 12月14日 神岡ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ
パズル4個、
木のひも通し2個

各種団体

132 12月14日 一宮市 匿名 お菓子2箱 入居者家族
133 12月14日 神岡町 匿名 新聞紙製ごみ袋500枚 その他
134 12月15日 神岡町 匿名 新聞紙製ごみ袋140枚 その他
135 12月16日 神岡町 廣澤浜子 布きれ風呂敷1包 その他
136 12月16日 神岡町 中田美知江 新聞紙製ごみ袋200枚 その他
137 12月16日 神岡町 匿名 お菓子1袋
138 12月17日 上宝町 匿名 新聞紙製ごみ袋20枚 入居者家族
139 12月17日 船橋市 匿名 ピーナッツ1袋 入居者家族
140 12月21日 神岡町 匿名 ロンパース3着 入居者遺族
141 12月23日 上宝町 匿名 新聞紙製ごみ袋30枚 入居者家族
142 12月23日 神岡町 匿名 新聞紙製ごみ袋30枚 入居者家族
143 12月23日 蟹江町 匿名 お菓子 入居者家族
144 12月23日 神岡町 匿名 最中1箱 入居者遺族

145 12月24日 神岡町 霜出喬嘉
折りたたみ杖1本大判バスタオル1枚浴
衣2枚肌着使い捨てシーツ1枚

入居者遺族

146 12月24日 静岡市 匿名 みかん1箱 入居者家族
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147 12月26日 刈谷市 匿名 お菓子 入居者家族
148 12月27日 神岡町 匿名 新聞紙製ごみ袋1箱 その他
149 12月27日 神岡町 匿名 お菓子5箱 入居者家族
150 12月27日 神岡町 匿名 お菓子2箱 入居者家族
151 12月29日 神岡町 匿名 お菓子1箱 入居者遺族
152 12月30日 神岡町 匿名 新聞紙製ごみ袋30枚 入居者家族
153 1月5日 神岡町 中田美知江 新聞紙製ごみ袋200枚 入居者家族
154 1月9日 名古屋 匿名 ゼリー30個 入居者家族
155 1月10日 神岡町 匿名 お菓子2袋インスタントコーヒー14箱 入居者家族
156 1月10日 神岡町 匿名 新聞紙製ごみ袋20枚 入居者家族
157 1月11日 神岡町 匿名 開封済み紙おむつ5袋エプロン2枚 入居者家族
158 1月11日 神岡町 匿名 囲碁セット その他
159 1月12日 上宝町 匿名 新聞紙製ごみ袋60枚 入居者家族
160 1月13日 神岡町 匿名 お菓子4袋 入居者家族
161 1月21日 神岡町 匿名 お菓子 入居者遺族
162 1月21日 神岡町 匿名 新聞紙製ごみ袋500枚 その他
163 1月24日 岐阜市 匿名 お菓子詰め合わせ
164 1月24日 上宝町 匿名 新聞紙製ごみ袋30枚 入居者家族
165 1月26日 神岡町 匿名 新聞紙製ごみ袋100枚 その他
166 1月31日 神岡町 匿名 新聞紙製ごみ袋500枚 その他
167 2月1日 神岡町 匿名 新聞紙製ごみ袋30枚 入居者家族
168 2月1日 上宝町 匿名 新聞紙製ごみ袋20枚 入居者家族
169 2月2日 神岡町 中田美知江 新聞紙製ごみ袋200枚 その他
170 2月2日 神岡町 匿名 布きれ1袋 その他

171 2月6日 神岡町 匿名
袋菓子詰め合わせ2袋インスタント
コーヒー詰め合わせ2箱

入居者家族

172 2月9日 神岡町 匿名 新聞紙製ごみ袋100枚 その他
173 2月12日 神岡町 匿名 新聞紙製ごみ袋20枚 入居者家族
174 2月15日 神岡町 匿名 シーツ2枚 入居者家族
175 2月18日 神岡町 匿名 新聞紙製ごみ袋300枚 その他
176 2月24日 神岡町 匿名 新聞紙製ごみ袋20枚 入居者家族
177 2月28日 上宝町 匿名 新聞紙製ごみ袋30枚 入居者家族
178 3月1日 神岡町 匿名 新聞紙製ごみ袋大50枚 中30枚
179 3月2日 神岡町 中田美知江 新聞紙製ごみ袋200枚 その他
180 3月5日 神岡町 匿名 新聞紙製ごみ袋20枚 入居者家族
181 3月8日 神岡町 匿名 新聞紙製ごみ袋300枚 その他
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(敬称略)
番号 日付 住所 寄附者表示 物品等 備考

令和3年度東町拠点寄附物品状況報告

182 3月8日 神岡町 匿名 紙オムツ6パック 入居者家族
183 3月9日 神岡町 匿名 ベッド1台 役職員
184 3月14日 神岡町 匿名 新聞紙製ごみ袋120枚 その他
185 3月14日 神岡町 匿名 タオルシーツ布団カバー大袋1袋 利用者本人
186 3月16日 神岡町 匿名 新聞紙製ごみ袋30枚 入居者家族
187 3月16日 神岡町 匿名 お菓子1箱 利用者遺族
188 3月23日 神岡町 匿名 新聞紙製ごみ袋180枚 その他
189 3月23日 神岡町 匿名 広告ゴミ袋70枚 その他
190 3月25日 神岡町 匿名 オムツ8袋 利用者本人
191 3月28日 神岡町 匿名 新聞紙製ごみ袋30枚 入居者家族
192 3月28日 神岡町 匿名 新聞紙製ごみ袋300枚 その他
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(敬称略)
番号 日付 住所 寄附者 物品等 備考
1 4月12日 神岡町 匿名 布(８枚) 利用者家族

2 4月14日 神岡町
麻生野
いきいき会

新聞紙製ふくろ(50枚),広告で作った袋
(50枚 ),広告で作った小物入れ (100枚)

その他

3 4月26日 神岡町 匿名
おむつ(30枚),紙パンツ(18枚),パット
(120枚)

その他

4 5月27日 神岡町
麻生野
いきいき会

新聞紙製袋(50),広告製袋(150)
各種団体

5 5月27日 神岡町 匿名 お菓子(2箱) 利用者家族

6 5月8日 神岡町 中田美知江
新聞紙製ごみ袋(300枚),広告製入れ物
(750枚)

その他

7 6月3日 神岡町 中田美知江
新聞紙製ごみ袋(300枚),広告製小物入れ
(240枚)

その他

8 6月24日 神岡町
麻生野
いきいき会

新聞紙製ごみ袋(150枚),広告製入れ物
(30枚)

各種団体

9 6月26日 神岡町 匿名
尿もれパッド(4袋),紙パンツ(3袋),ケア
シーツ(2枚),肌シャツ(9枚),ズボン下(2
枚),ファン(1台)

利用者家族

10 6月27日 いちごの会 箸置き(350個) 各種団体
11 6月27日 神岡町 飛騨流葉牧場 ウエス(1箱) 業者

12 6月29日 神岡町
麻生野
いきいき会

新聞紙製ごみ袋(20枚),広告製入れ物(50
枚)

各種団体

13 7月1日 神岡町 匿名 一本杖(2本) 利用者家族

14 7月5日 神岡町 中田美知江
新聞紙製ごみ袋(700枚),広告製入れ物
(400枚)

その他

15 7月6日 神岡町 匿名
尿取りパット(4袋),ポリデント(1箱),杖

シュ(1箱)
利用者家族

16 7月15日 神岡町
麻生野
いきいき会

新聞紙製ごみ袋(5袋分)
各種団体

17 7月15日 神岡町 匿名 タオル(71枚) 利用者家族

18 7月19日 神岡町 匿名
新聞紙製ごみ袋(1袋分),広告製入れ物(1
袋分)

その他

19 7月24日 古川町 匿名 コーヒー(1箱) 利用者家族

20 8月3日 神岡町 中田美知江
新聞紙製ごみ袋(300枚),広告製入れ物
(100枚)

その他

令和3年度旭ヶ丘拠点寄附物品状況報告
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(敬称略)
番号 日付 住所 寄附者 物品等 備考

令和3年度旭ヶ丘拠点寄附物品状況報告

21 8月3日 神岡町 葛谷幸子
使い捨てシーツ(3袋),紙パンツ(1袋),
パット(2袋),夜用パット(2袋),テープ止
めおむつ(2袋)

利用者遺族

22 8月12日 安城市 匿名 お菓子(1箱) 利用者家族

23 8月17日 高山市
(株)谷口
保険事務所

マスク(12箱)
業者

24 8月22日 神岡町 匿名
うす型さらさらパンツ(1袋),すきまモレ
安心パンツ(1袋),紙おむつ(13枚),夜用
パット(22枚)

入居者家族

25 9月1日 神岡町 中田美知江 新聞紙製ごみ袋(600枚),広告製入れ物 その他
26 9月8日 神岡町 中林弘 本 皇室行事 (1冊) 利用者本人
27 9月22日 神岡町 山下雅子 バスタオル(6枚),シーツ(5枚) その他
28 9月21日 古川町 匿名 お菓子(1箱) 利用者家族
29 9月30日 神岡町 飛騨流葉牧場 ウエス(1箱) 業者

30 10月8日 神岡町 那須忠利
目費出版,「傘寿を過ぎて想う事」令和3
年版(2冊)

利用者本人

31 10月7日 神岡町 匿名 広告で作った小物入れ(紙袋1袋分) その他
32 10月30日 神岡町 那須忠利 自伝 傘寿を過ぎて想う事(12冊) 利用者本人
33 10月30日 神岡町 匿名 タオル 白・緑(各12枚) 利用者家族
34 11月4日 神岡町 中田美智江 新聞紙製ごみ袋(400枚) その他

35 11月5日 神岡町
麻生野
いきいき会

古布(1袋),新聞紙袋(1袋)
各種団体

36 11月21日 上宝町 匿名 かりん(30個) 利用者本人
37 12月2日 神岡町 倉田晃 もち米(2升) 利用者本人
38 12月9日 神岡町 中田美知江 新聞紙製ごみ袋(400枚) その他
39 1月4日 名古屋市 匿名 紙パンツ(1袋) 利用者家族
40 1月6日 神岡町 中田美知江 新聞紙製ごみ袋(500枚) その他
41 1月4日 神岡町 飛騨流葉牧場 ウエス(1箱) 業者

42 1月14日 神岡町
麻生野
いきいき会

新聞紙製ごみ袋(1箱)
各種団体

43 1月18日 神岡町 匿名 リポビタンD 10本入(5箱) 利用者家族
44 1月25日 神岡町 梶山敏子 色鉛筆 25本入(6セット) その他
45 1月31日 神岡町 匿名 プラスチック手袋 Sサイズ(1箱) 利用者家族
46 2月2日 神岡町 中田美知江 新聞紙製ごみ袋(400枚) その他
47 2月5日 神岡町 匿名 お菓子 (4箱) 利用者遺族
48 2月7日 神岡町 匿名 スティックコーヒーセット(1箱) 利用者家族
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(敬称略)
番号 日付 住所 寄附者 物品等 備考

令和3年度旭ヶ丘拠点寄附物品状況報告

49 2月9日 神岡町 大江一良 みかん(1箱) 利用者遺族
50 2月21日 神岡町 匿名 介護食品レトルト等 利用者家族

51 3月22日 神岡町
麻生野
いきいき会

タオル（ボロ用に切って）(1箱)
各種団体

52 3月28日 神岡町 匿名 肌着(上4枚、下2枚) 利用者本人
53 3月28日 神岡町 匿名 利用者遺族
54 3月29日 神岡町 飛騨流葉牧場 ウエス(1箱) 業者
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(敬称略)
番号 日付 住所 寄附者 物品等 備考
1 4月2日 神岡町 匿名 布新聞紙製ふくろ(２枚) その他

2 4月9日 神岡町 森口 邦夫

CDラジカセ（ラジオ付き）(2
台),CD(ピアノ名曲集1枚・ギター
全集2枚）

入所者家族

3 4月13日 神岡町 霜出真智子 広告製 袋(1箱) 入所者家族
4 4月13日 神岡町 匿名 お菓子(2箱) 入所者家族
5 4月19日 神岡町 匿名 お菓子(2箱) 入所者家族
6 4月23日 神岡町 匿名 お菓子(2箱) 入所者家族
7 4月30日 神岡町 匿名 お菓子(1箱) 入所者家族
8 5月7日 神岡町 辻井幸雄 褥瘡予防マットレス(２枚) 入所者家族
9 5月22日 神岡町 石田浩子 古タオル(１袋) 入所者家族
10 6月7日 神岡町 匿名 お菓子(1箱) 入所者家族
11 6月18日 神岡町 匿名 新聞紙製ごみ袋(2袋) 入所者遺族
12 7月1日 高山市 匿名 コーヒー(1組) 各種団体
13 7月15日 神岡町 匿名 ジュース詰め合わせ(2箱) 入所者家族
14 7月14日 神岡町 匿名 お菓子(1箱) 入所者遺族
15 7月14日 高山市 匿名 お菓子(1箱) 入所者家族
16 7月13日 名古屋市 匿名 日本茶詰め合わせ(1箱) 業者
17 7月13日 神岡町 匿名 ドリンク詰め合わせ(3箱) 入所者家族
18 7月10日 高山市 匿名 お菓子(2箱) 入所者家族

19 8月4日 神岡町 匿名
おしりふき(1袋),プラスチック手袋
(1箱),おむつ尿とりパッド(3袋) 入所者家族

20 7月28日 高山市 匿名 お菓子(1箱) 入所者家族
21 7月29日 神岡町 匿名 お菓子(2箱) 入所者遺族
22 8月2日 神岡町 匿名 お菓子(3箱) 入所者家族
23 7月27日 神岡町 高田正司 写真(10枚) その他
24 8月10日 富山市 匿名 お菓子(2箱) 入所者家族
25 8月10日 神岡町 匿名 プチトマト(1箱) 入所者家族
26 8月11日 神岡町 匿名 ジュース詰め合わせ(2箱) 入所者家族
27 8月12日 神岡町 匿名 新聞紙製ごみ袋(3袋) 入所者遺族
28 8月15日 神岡町 匿名 お菓子(4箱) 入所者家族
29 8月16日 高山市 匿名 お菓子(1箱) 入所者家族
30 8月16日 神岡町 匿名 プチトマト(3袋) 入所者家族
31 8月18日 匿名 お菓子(1箱) 入所者家族
32 8月19日 神岡町 匿名 お菓子(1箱) 入所者遺族
33 8月23日 神岡町 匿名 タオル(2袋) 入所者遺族

令和3年度 たかはら寄附物品状況報告
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(敬称略)
番号 日付 住所 寄附者 物品等 備考

令和3年度 たかはら寄附物品状況報告

34 8月30日 神岡町 匿名 お菓子(1箱) 入所者家族
35 9月21日 神岡町 宮前龍一 褥瘡予防マットレス(3枚) 入所者遺族

36 9月21日 神岡町 柿下文子
コードレスセンサーマット用ス
イッチ(2台) 入所者遺族

37 9月24日 神岡町 植村マサ子 新聞紙製ゴミ袋(3袋) 入所者遺族
38 10月18日 神岡町 石田浩子 ホワイトボードマーカー(10本) 入所者家族
39 10月18日 神岡町 匿名 お菓子(1箱) 入所者家族
40 10月27日 神岡町 匿名 お菓子(1箱) 入所者家族
41 10月28日 神岡町 神岡小学校5年生 プランターの花(2鉢) 各種団体
42 11月1日 高山市 匿名 お菓子(1箱) 入所者家族
43 11月8日 古川町 匿名 お菓子(1箱) 入所者家族
44 11月10日 神岡町 匿名 新聞紙製ごみ袋(200枚) 入所者遺族
45 11月12日 神岡町 匿名 お菓子(1箱) 入所者家族
46 11月18日 神岡町 匿名 スティックコーヒーセット(1箱) 入所者家族
47 11月29日 神岡町 匿名 お菓子(1箱),コチョウラン(1鉢) 入所者遺族

48 12月1日 高山市 匿名
スティックコーヒー詰め合わせ(1
箱) 各種団体

49 12月9日 高山市 匿名 みかん(2箱) 入所者家族
50 12月8日 神岡町 神岡ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ 紙芝居(一式) 各種団体
51 12月13日 富山市 匿名 お菓子(2箱) 入所者家族
52 12月13日 辰己美帆 お菓子(2箱) 入所者家族
53 12月23日 神岡町 匿名 新聞紙製ごみ袋(300枚) 入所者遺族
54 12月23日 匿名 お菓子(1箱) 入所者家族

55 1月6日 神岡町 匿名
介護拘束服(中古)(2着),おむつ類
(中古)(2袋),尿とりパッド(2袋) 入所者家族

56 1月12日 神岡町 匿名 お菓子(2箱) 入所者家族

57 1月19日 神岡町 辻井幸雄
除湿機(1台),音楽DVD(2枚),脳トレ
ボードゲーム(1個),介護用赤ちゃん
人形(2個)

入所者家族

58 1月31日 神岡町 匿名 お菓子(2箱) 入所者家族

59 2月2日 春日井市 匿名
お菓子(1箱),インスタントコーヒー
セット(1箱) 入所者家族

60 2月9日 神岡町 匿名 みかん(1箱) 入所者遺族
61 2月16日 神岡町 匿名 新聞紙製ごみ袋(300枚) 入所者遺族
62 3月4日 神岡町 匿名 お菓子(1箱) 入所者家族
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(敬称略)
番号 日付 住所 寄附者 物品等 備考

令和3年度 たかはら寄附物品状況報告

63 3月6日 高山市 匿名 お菓子(2箱) 入所者家族
64 3月9日 神岡町 匿名 お菓子(1箱) 入所者家族
65 3月9日 神岡町 匿名 ドライフラワー花束(1束) 入所者家族
66 3月8日 高山市 匿名 お菓子(1箱) 入所者家族
67 3月16日 神岡町 神岡中学校文化部 防災かるた(1箱) 各種団体
68 3月30日 神岡町 匿名 お菓子(1箱) 入所者遺族
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理事会
第1回 令和3年5月31日

番号 議案等
報告第1号 予備費の使用について

報告第2号
特別養護老人ホームたんぽぽ苑冷温水発生機の修繕契約につい
て

議案第1号 令和2年度社会福祉法人神東会第3次補正予算について
議案第2号 令和2年度社会福祉法人神東会事業報告について
議案第3号 令和2年度社会福祉法人神東会決算について

監事監査報告
議案第4号 社会福祉法人神東会役員の選出について
議案第5号 社会福祉法人神東会評議員候補者の推薦について

議案第6号
社会福祉法人神東会報酬及び費用弁償支給規程（理事及び監事
並びに評議員に対する報酬等の支給の基準）の一部改正につい
て

議案第7号 令和3年度社会福祉法人神東会第1次補正予算について
議案第8号 社会福祉法人神東会定款細則の一部改正について
議案第9号 社会福祉法人神東会就業規程の一部改正について

議案第10号
社会福祉法人神東会介護医療院たかはら就業規程の一部改正に
ついて

議案第11号
社会福祉法人神東会契約職員の労働条件等に関する規程の一部
改正について

議案第12号 ホームヘルパー訪問車両の購入に係る入札について

議案第13号 令和3年度社会福祉法人神東会定時評議員会の招集について

第2回 令和3年6月18日
番号 議案等

議案第14号

議案第15号 社会福祉法人神東会評議員選任・解任委員会委員について

議案第16号 ホームヘルパー訪問車両の購入について

第3回 令和3年9月2日
番号 議案等

報告第3号
特別養護老人ホームたんぽぽ苑高圧受電設備真空遮断器
更新工事の請負契約の締結について

会議等の開催状況
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報告第4号 職務執行状況報告について
報告第5号 目標評価マニュアルについて
報告第6号 介護医療院たかはら指定管理について
報告第7号 業務継続計画（ＢＣＰ）について
報告第8号 職員の採用について
議案第17号 社会福祉法人神東会定款の一部改正について

議案第18号
社会福祉法人神東会報酬及び費用弁償支給規程（理事及び監事
並びに評議員に対する報酬等の支給の基準）の一部改正につい
て

議案第19号 社会福祉法人神東会組織に関する規程の一部改正について

議案第20号 評議員選任・解任委員会運営細則の一部改正について
議案第21号 社会福祉法人神東会経理規程の一部改正について

議案第22号 社会福祉法人神東会職員給与支給規定の一部改正について

議案第23号 社会福祉法人神東会就業規程の一部改正について

議案第24号 業務災害総合保険(あんしんプロテクトＷ)の加入について

議案第25号 令和3年度社会福祉法人神東会第2次補正予算について

議案第26号 令和3年度社会福祉法人神東会第2回評議員会の招集について

議案第27号 ショートステイ送迎車両の購入について
議案第28号 介護ベッド購入に係る入札の執行について

議案第29号 介護医療院たかはら職員ウェア賃貸業務に係る入札について

議案第30号
特別養護老人ホームたんぽぽ苑 一般浴室・洗濯室改修工事の
入札の執行について

署面 令和3年9月14日
番号 議案等

議案第30号 旭ヶ丘ショートステイ送迎車両の購入契約の締結について

第4回 令和3年9月29日
番号 議案等

議案第32号
特別養護老人ホームたんぽぽ苑一般浴室・洗濯室改修工事請負
契約の締結について

議案第33号 介護医療院たかはら職員ウェア賃貸業務に係る入札について
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議案第34号
特別養護老人ホームたんぽぽ苑 手動式温冷配膳車の更新に係
る入札について

議案第35号
旭ヶ丘デイサービスセンターたんぽぽ苑照明LED化工事に係る
入札について

議案第36号
社会福祉法人神東会介護業務システムの更新に係る入札につい
て

議案第37号 介護ベッドの購入に係る契約の締結について

議案第38号
社会福祉法人神東会契約職員の労働条件等に関する規程の一部
改正について

第5回 令和3年10月19日
番号 議案等

議案第39号 介護医療院たかはら職員ウェア賃貸契約の締結について

議案第40号
特別養護老人ホームたんぽぽ苑 手動式温冷配膳車の購入契約
の締結について

議案第41号
旭ヶ丘デイサービスセンターたんぽぽ苑照明ＬＥＤ化工事事業
者の決定について

議案第42号
社会福祉法人神東会介護業務システムの更新に係るリース契約
の締結について

第6回 令和3年12月7日
番号 議案等

報告第9号 職務執行状況報告について
報告第10号 令和3年度社会福祉法人神東会上半期監事監査について
報告第11号 令和3年度 上半期の運営状況について

報告第12号
旭ヶ丘デイサービスセンターたんぽぽ苑シーリングファン取付
工事について

議案第43号 令和3年度社会福祉法人神東会第3次補正予算について

議案第44号 令和3年度社会福祉法人神東会第3回評議員会の招集について

議案第45号 旭ヶ丘集会施設の土地及び建物の無償譲渡について

議案第46号
社会福祉法人神東会契約職員の労働条件等に関する規程の一部
改正について

第7回 令和4年1月25日
番号 議案等

議案第47号
社会福祉法人神東会特別養護老人ホームたんぽぽ苑管理者の任
免について

議案第48号
指定介護老人福祉施設特別養護老人ホームたんぽぽ苑運営規程
の一部改正について
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議案第49号
指定短期入所生活介護事業所・指定介護予防短期入所生活介護
事業所特別養護老人ホームたんぽぽ苑運営規程の一部改正につ
いて

議案第50号
指定通所介護事業所・第１号通所事業（飛 市通所介護相当
サービス）旭ヶ丘デイサービスセンターたんぽぽ苑運営規程の
一部改正について

議案第51号
指定短期入所生活介護事業所・指定介護予防短期入所生活介護
事業所旭ヶ丘ショートステイたんぽぽ苑運営規程の一部改正に
ついて

議案第52号
指定訪問介護事業所・第1号訪問事業（飛 市訪問介護相当
サービス）ホームヘルプサービスたんぽぽ苑運営規程の一部改
正について

議案第53号
指定居宅介護支援事業所シルバーサポートたんぽぽ苑運営規程
の一部改正について

議案第54号 介護医療院たかはら運営規程の一部改正について

議案第55号
指定短期入所療養介護事業所・指定介護予防短期入所療養介護
事業所介護医療院たかはら運営規程の制定について

議案第56号 社会福祉法人神東会ハラスメント防止規程の一部改正について

議案第57号 社会福祉法人神東会法令遵守規程の制定について

議案第58号
障害者デイサービス事業所旭ヶ丘デイサービスセンターたんぽ
ぽ苑運営規程の一部改正

議案第59号 社会福祉法人神東会職員給与支給規程の一部改正について

第8回 令和4年3月3日
番号 議案等

報告第13号

報告第14号
岐阜県介護福祉士等就学資金貸付に係る法人連帯保証人につい
て

報告第15号
請負契約の締結について

議案第60号 社会福祉法人神東会定款の一部改正について
議案第61号 社会福祉法人神東会トータルチーフの任免について

議案第62号
社会福祉法人神東会旭ヶ丘ショートステイたんぽぽ苑管理者の
任免について

議案第63号 社会福祉法人神東会特定目的積立金の積立について
議案第64号 令和3年度社会福祉法人神東会第4次補正予算について
議案第65号 令和4年度社会福祉法人神東会事業計画について
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議案第66号 令和4年度社会福祉法人神東会予算について

議案第67号 令和3年度社会福祉法人神東会第4回評議員会の招集について

議案第68号 社会福祉法人神東会管理者会議規程の制定について

議案第69号 社会福祉法人神東会企画調整会議規程の一部改正について

議案第70号 社会福祉法人神東会経理規程の一部改正について

議案第71号 社会福祉法人神東会クレジットカード使用規程の制定について

議案第72号 社会福祉法人神東会事故防止対策規程の一部改正について

議案第73号 社会福祉法人神東会安全衛生管理規程の一部改正について

議案第74号 社会福祉法人神東会安全運転管理規程の一部改正について

議案第75号 社会福祉法人神東会託児所設置運営規程の一部改正について

議案第76号
共生型生活介護事業所旭ヶ丘デイサービスセンターたんぽぽ苑
運営規程の制定について

議案第77号 社会福祉法人神東会職員給与支給規程の一部改正について

議案第78号 社会福祉法人神東会就業規程の一部改正について

議案第79号
社会福祉法人神東会介護医療院たかはら就業規程の一部改正に
ついて

議案第80号
社会福祉法人神東会契約職員の労働条件等に関する規程の一部
改正について

議案第81号 社会福祉法人神東会育児休業規程の一部改正について
議案第82号 社会福祉法人神東会介護休業規程の一部改正について
議案第83号 社会福祉施設総合損害補償団体契約の締結について
議案第84号 一般自動車保険法人契約の締結について

議案第85号
旭ヶ丘ショートステイたんぽぽ苑利用者健康管理業務委託契約
の締結について

議案第86号
特別養護老人ホームたんぽぽ苑入苑者健康管理業務委託契約の
締結について

議案第87号 病児病後児保育所健康管理業務委託契約の締結について

議案第88号 特別養護老人ホームたんぽぽ苑空調等保守契約の締結について

議案第89号 介護医療院たかはら空調等保守契約の締結について

議案第90号 特別養護老人ホームたんぽぽ苑昇降機保守契約の締結について
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議案第91号 特別養護老人ホームたんぽぽ苑浄化槽維持管理業務について

議案第92号 社会福祉法人神東会税務顧問契約について

議案第93号
旭ヶ丘ショートステイたんぽぽ苑及び旭ヶ丘デイサービスセン
ターたんぽぽ苑食事サービス提供業務委託契約の締結について

議案第94号 介護医療院たかはら私物洗濯業務委託契約の締結について

議案第95号 介護医療院たかはら室内装飾品リース契約の締結について

議案第96号 自家用電気工作物保安管理業務委託について
議案第97号 消防用設備等保守点検業務委託について

書面 令和4年3月11日
番号 議案等

議案第98号 紙おむつの単価契約の締結について

評議員会
第1回 令和2年6月15日

番号 議案等
議案第1号 令和2年度社会福祉法人神東会第3次補正予算について
議案第2号 令和2年度社会福祉法人神東会事業報告及び決算について
議案第3号 社会福祉法人神東会理事の選任について
議案第4号 社会福祉法人神東会監事の選任について

議案第5号
社会福祉法人神東会報酬及び費用弁償支給規程（理事及び監事
並びに評議員に対する報酬等の支給の基準）の一部改正につい
て

議案第6号 令和3年度社会福祉法人神東会第1次補正予算について

第2回 令和2年11月17日
番号 議案等

議案第7号 定款の一部改正について

議案第8号
社会福祉法人神東会報酬及び費用弁償支給規程（理事及び監事
並びに評議員に対する報酬等の支給の基準）の一部改正につい
て

議案第9号 令和3年度社会福祉法人神東会第2次補正予算について
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第3回 令和3年12月16日
番号 議案等

報告第1号 令和3年度上半期社会福祉法人神東会監事監査報告について

報告第2号 令和3年度上半期運営状況について
議案第10号 令和3年度社会福祉法人神東会第3次補正予算について

第4回 令和4年3月11日
番号 議案等

議案第11号 社会福祉法人神東会定款の一部改正について
議案第12号 令和3年度社会福祉法人神東会第4次補正予算について
議案第13号 令和4年度社会福祉法人神東会事業計画について
議案第14号 令和4年度社会福祉法人神東会予算について

監事監査
開催日 主な議題

令和3年5月21日 令和2年度決算監査
令和3年11月17日 令和3年度上半期監査

評議員選任・解任委員会
開催日 主な議題

書面 令和3年5月7日 評議員選任・解任委員会 (辞任)
令和3年6月11日 評議員選任・解任委員会 (任期満了)

一般競争入札
開札日 案件

令和3年9月29日 特別養護老人ホームたんぽぽ苑 介護ベッド
令和3年10月19日 旭ヶ丘デイサービスセンターたんぽぽ苑 照明LED化工事
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管理者会議
開催日 主な議題

令和3年6月7日 管理者会議のあり方、新型コロナウイルス対策、
令和3年7月26日 離職を減らす対応について
令和3年8月30日 総合防災計画・BCPについて
令和3年9月27日 利用者のコロナウイルス感染症対策について
令和3年10月25日 事故報告様式の見直し、休日保育事業について

令和3年11月29日 介護支援専門員の実務未経験者対象の再研修の受講について

令和3年12月27日 完全側臥位の利用者受け入れに関する課題
令和4年1月24日 たかはら指導監査後の対応について

zoom 令和4年2月21日 令和4年度予算について
zoom 令和4年3月28日 令和4年度の会議について

企画調整会議
開催日 主な議題

令和3年4月30日 新型コロナワクチン接種について
令和3年5月31日 令和3年度備品購入スケジュール
令和3年6月29日 評議員会での意見、目標設定と自己評価について
令和3年7月30日 総合防災計画について
令和3年8月31日 コロナ感染症対策について、職域接種について
令和3年9月30日 福祉避難所について
令和3年10月29日 休日保育事業について、社会福祉連携推進法人について
令和3年11月30日 デイサービスセンターLED化について
令和3年12月28日 岐阜県介護人材育成事業者認定 グレード3

zoom 令和4年1月31日 たかはら指導監査後の対応について
zoom 令和4年2月28日 令和4年度事業について
zoom 令和4年3月29日 業務の自動化について
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職員連絡会議
開催日 主な議題

令和3年6月25日

令和3年度事業について
令和4年2月14日 書面 (コロナ感染拡大のため)

休暇制度の変更について
介護職員処遇改善支援事業の実施について

開催日 主な議題
令和3年5月27日 会議の進め方について
令和3年7月8日 中止
令和3年9月9日 通所リハビリテーションについて
令和3年11月11日 中止
令和4年1月13日 新人看護師研修について
令和4年3月10日 医療依存度の高い利用者について

岐阜県ワーク・ライフ・バランス推進企業
登録年月日 令和3年4月1日
登録番号   b5427
登録したタイプ   Ⅱ
登録の有効期限 令和6年3月31日

岐阜県介護人材育成事業者認定制度
登録年月日 令和3年12月20日
登録番号   G30101
登録したタイプ   グレード３
登録の有効期限 令和6年12月31日

事業所登録等の状況
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介護保険サービス

所管 サービスの種類 更新年月日

特別養護老人ホームたんぽぽ苑
県 介護老人福祉施設 R2.4.1 R2.4.1 R8.3.31
県 短期入所生活介護 R2.4.1 R2.4.1 R8.3.31
県 介護予防短期入所生活介護 H30.4.1 H30.4.1 R6.3.31

デイサービスセンターたんぽぽ苑
市 地域密着型通所介護 H30.8.1 H30.8.1 R3.10.31

旭ヶ丘デイサービスセンターたんぽぽ苑
県 通所介護 R3.4.1 R3.4.1 R9.3.31

通所型サービス事業(第1号通所事業)
通所介護相当サービス

旭ヶ丘ショートステイたんぽぽ苑
県 短期入所生活介護 R3.8.8 R3.8.8 R9.8.7
県 介護予防短期入所生活介護 R3.8.8 R3.8.8 R9.8.7

ホームヘルプサービスたんぽぽ苑
県 訪問介護 R2.4.1 R2.4.1 R8.3.31

訪問型サービス事業(第1号訪問事業)
訪問介護相当サービス

シルバーサポートたんぽぽ苑
市 居宅介護支援 R2.4.1 R2.4.1

介護医療院たかはら
県 介護医療院 R2.4.1 R2.4.1 R8.3.31
県 短期入所療養介護(みなし指定) R2.4.1 R2.4.1 R8.3.31
県 介護予防短期入所療養介護(みなし指定) R2.4.1 R2.4.1 R8.3.31

有効期間

市

市

事業所指定の状況

指定事業所番号

2173300191

事業所名

2173000080

2193300106 廃止

2173000551

2173000312

R3.4.1 R3.4.1

21B3300010

R9.3.31

R2.4.1 R2.4.1 R8.3.31

2173000122
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障害福祉サービス

所管 サービスの種類 更新年月日

ホームヘルプサービスたんぽぽ苑
県 居宅介護 H30.10.1 H30.10.1 R6.9.30
県 重度訪問介護 H30.10.1 H30.10.1 R6.9.30
県 同行援護 H29.10.1 H29.10.1 R5.9.30

高山市の介護老人保健施設へ職員を派遣した。
5日間

旭ヶ丘デイサービスセンター 1名
介護医療院たかはら 1名

派遣期間終了後、飛騨市の宿泊施設で待機した。
4日間

今回の職員派遣に対しての自治体等からの助成
岐阜県

宿泊費と交通費の助成を受けた。

飛騨市 
 派遣職員に対し、慰労金が支給された。
 待機宿泊費の助成を受けた。
 事業所に対し、職員確保の補助金が支給された。

全国老人福祉施設協議会
職員派遣施設に対しての補助金が支給された。

新型コロナウイルス感染拡大施設への支援

2113300012

事業所名 指定事業所番号
有効期間
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 ワクチン接種による体調不良、保育園等の休園時の子ども等の世話のための休暇は、
特別休暇とした。

 病気休暇・特別休暇として対応したもの
件数 療養日数
3 40

件数 休暇日数
5 72

件数 休暇日数
29 45
件数 休暇時間
4 20

件数 休暇日数
22 68

件数 休暇日数
6 20
件数 休暇時間
6 25

件数 休暇日数
6 8

件数 休暇日数
5 11

件数 休暇日数
76 264
件数 休暇時間
6 25

 サービス利用者が感染者であったと県と市へ報告した事例

新型コロナウイルス感染症による休暇等の対応

ワクチン接種後の体調不良

保育園での感染・休園

中学校での感染

濃厚接触者の疑い等

旭ヶ丘デイサービスセンターたんぽぽ苑

職員が感染した

職員が濃厚接触者となった

旭ヶ丘デイサービス休止 5日間

合 計

件数
2
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 岐阜県が高齢者・障がい者福祉サービス事業所に対し予防的検査の実施を促し、
下記の日程で、各事業所で予防的検査を実施した。 (費用は県負担)

特別養護老人ホーム
6月7日 6月15日 抗原定性検査
6月21日 6月25日 抗原定性検査
6月28日 抗原定性検査  EPAのみ
2月18日 岐阜県 PCR検査
3月9日 岐阜県 PCR検査
3月23日 岐阜県 PCR検査

旭ヶ丘デイサービス
8月21日 岐阜県 PCR検査
9月16日 岐阜県 PCR検査

旭ヶ丘ショートステイ
8月21日 岐阜県 PCR検査
9月16日 岐阜県 PCR検査
10月28日 岐阜県 PCR検査

ホームヘルプサービスたんぽぽ苑
8月21日 岐阜県 PCR検査
9月16日 岐阜県 PCR検査
10月28日 岐阜県 PCR検査

シルバーサポートたんぽぽ苑
8月21日 岐阜県 PCR検査
9月16日 岐阜県 PCR検査
10月28日 岐阜県 PCR検査

介護医療院たかはら
4月28日 5月7日 抗原定性検査
5月17日 5月21日 抗原定性検査
6月7日 6月11日 抗原定性検査
6月14日 6月18日 抗原定性検査
2月18日 岐阜県 PCR検査
3月18日 岐阜県 PCR検査

予防的検査の実施状況
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介護事故

発生日 部署 発生場所 事故内容 見舞金等 保険金 備考

R3.4.6 デイ
静養
スペース

ベッドから転落しているところを、利
用者の通報により発見。外傷は無く、
腰部の痛みを訴える。

5,000 5,000

R3.4.20 特養 不詳
入浴のため寝台浴に移乗後、左膝下広
範囲に内出血があった。左腓骨骨折と
診断され、シーネ固定。

30,000

R3.8.7 特養 トイレ

トイレに座らせた後、ステーションへ
戻ったら、本人より呼び声があり、左
側臥位で倒れていた。左脛骨腓骨骨折
で、入院した。

R3.8.8
旭ヶ丘
ショート

リビング

居室に行くように言われ、椅子から立
ち上がった時、ふらついて転倒し右大
腿骨骨折した。

100,000

R3.8.22 特養 居室
居室内を歩行器で移動中、センサー
マットに引っ掛かり転倒し、左恥骨坐
骨骨折した。

辞退

R3.8.28 特養 居室
ベッドからずり落ちて、左手を裂傷
し、左橈骨遠位端骨折した。 20,000

R3.8.29 特養 居室
朝、離床時に左手に内出血を確認。左
手甲裂傷で通院。 20,000

R3.10.26 特養 リビング
ソファーから前のめりに転倒、右顎部
打撲創。縫合し通院。

R3.12.24 特養 居室

居室入口で転倒しているところを発
見。移譲児時に痛みの訴えがあり受診
し、右大腿骨骨折と診断、手術を行っ
た。

R3.12.24 特養 リビング
夕食後居室へ戻る時、車いすから転倒
し、顎両膝を打撲した。

令和3年度 保険対応事故等の状況
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発生日 部署 発生場所 事故内容 見舞金等 保険金 備考

R4.1.16
旭ヶ丘
ショート

居室

ドアをたたく音がするので訪室する
と、ベッド下に転倒していた。腰と右
下腿に痛みを訴えられ、右大腿骨骨折
と診断。手術を行った。

80,000

R4.3.20
旭ヶ丘
ショート

居室
音がしたので居室の確認を順に行っ
た。ベッド足元に転倒していた。左大
腿骨骨折で入院し手術を行った。

合計 12件 255,000 5,000

車両事故

発生日 部署 発生場所 事故内容 保険金 備考

R2.12.11 ヘルパー
吉田白山
神社付近
三叉路

訪問を終え、白山神社から吉田本道へ
出る三叉路で、苑へ帰るため、右折す
るつもりで、一旦停止していたところ
に、古川方面へ向かおうとしてみえた
軽トラックがぶつかってくる。
その後の確認で、ヘルパー車は一旦停
止後右折を開始していた可能性があ
り、軽トラックが慌てて避けようとし
衝突した可能性が高い。
相手方は右大腿骨骨折、右足首骨折
し、リハビリを行っていた。
令和4年2月3日 治療終了
  示談調整中

 継続中

R3.7.1 デイ
送迎途中、利用者さんを降ろした後、
道路に出るときに、利用者宅のフェン
スに接触した。

83,000

R4.2.15 デイ
送迎途中、バックした時に、雪の塊に
当たった。 23,800

R4.2.23 デイ
送迎途中、利用者宅で、バックした時
に、段差に落ちた。

合計 4件 106,800
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労働災害

発生日 部署 発生場所 事故内容

R3.6.28 デイ
リハビリ
スペース

歩行器を使っての歩行リハビリに職員
が付き添って歩いていた。利用者がバ
ランスを崩し転倒するとき、職員が支
えようとするが支えきれず左側を下に
する形で2人とも転倒した。
用部打撲、第1腰椎圧迫骨折。

R3.8.5 特養 居室

車いすからベッドに移乗中に、利用者
の足を持ち立ち上がった時に、腰がギ
グッとした。
急性腰痛症(ぎっくり腰)

R4.1.3 デイ 機械室

ボイラー室へ行き戻ろうとしたとこ
ろ、渡り廊下の扉前が凍結しており
滑って転倒し、右足首を打撲した。右
足関節外果骨折

R4.2.6 デイ 送迎時

利用者を車に乗せ、運転手が後部の扉
を閉めたときに、職員の右肩に扉がぶ
つかった。

R4.2.9 デイ 送迎時

送迎時に利用者宅へ行くも鍵がか
かっていたため、横の通路から声を
かけようとした。犬小屋の横を通っ
た際に、左足膝上を犬にかまれた。
左膝上負傷

第3者行為

第3者行為

備考
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令和3年度 固定資産取得支出・補助金の内訳
(単位 円)

数量 メーカー 規格等 金額 部署 受領日 事業者 理事会 補助金名称 補助金額

建物取得支出(基本)

高圧受電設備真空遮断器更新工事 1 1,279,850 特養 R3.10.24 神工電気㈱ 第3回

一般浴室・洗濯室改修工事 一式 4,620,000 特養 R4.1.24 ㈱奥野工務店 第4回

一般浴室・洗濯室改修工事 一式 627,352 特養 R4.1.24 ㈱奥野工務店

6,527,202

車輌運搬具取得支出

ヘルパー車 ミライース3台
    @965,874

3 ﾀﾞｲﾊﾂ ミライース 3台 2,897,622 ヘルパー R3.8.10 ㈲ﾜｶﾀｵｰﾄｻｰﾋﾞｽ 第2回

ショートステイ送迎車両
ダイハツ アトレー スローパー

1 ﾀﾞｲﾊﾂ ｱﾄﾚｰｽﾛｰﾊﾟｰ 1,880,680 ショート R3.11.10 ㈲ﾜｶﾀｵｰﾄｻｰﾋﾞｽ 書面

4,778,302

器具及び備品取得支出

冷蔵庫 1 日立 R-HWS47N 171,000 坂富寮 R3.6.15 牛丸石油㈱

業務用冷凍庫 1 ﾌｸｼﾏｶﾞﾘﾚｲ㈱ GRD-062FM 231,000 特養 R3.6.25 ㈲岩崎製作所

エアコン設置工事 1 日立  RAS-D36K(W) 250,000 デイ R3.7.21 牛丸石油㈱

車いす  @120,000 2 松永製作所 NEXT-52B-HB 240,000 特養 R3.9.28 神岡ライオンズクラブ寄附

バリアフリースケール 1 A&D AD-6108H 365,000 デイ R3.11.11 介護ショップ優結

介護ベッド @375,177 15 ﾌﾗﾝｽﾍﾞｯﾄﾞ
離床センサー付き
低床3モーターベッド

5,627,655 特養 R3.11.12 家具の三建 第4回 岐阜県介護ロボット
導入促進事業費補助金

3,510,000

介護ベッド @167,827×1台
      @143,374×11台

12 ﾌﾗﾝｽﾍﾞｯﾄﾞ 低床3モーターベッド 1,744,941 特養 R3.11.12 家具の三建 第4回

品名

計

計

VCB  手動固定式

洗濯機・乾燥機各1台1階設置

100V線引き込み工事
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数量 メーカー 規格等 金額 部署 受領日 事業者 理事会 補助金名称 補助金額品名

介護ベッド  @362,054 6 ﾌﾗﾝｽﾍﾞｯﾄﾞ 和室用ベッド 2,172,324 特養 R3.11.12 家具の三建 第4回

手動式温冷配膳車 2 ﾌｼﾞﾀｶ 温冷蔵配膳車 2,959,000 特養 R3.12.2 ㈲エス・キューブ 第5回 愛のともしび基金 750,000

空気清浄機 1 ダイキン ACZ-70X-T 115,500 特養 R3.12.10 イワタニ東海㈱
飛騨市医療・介護・福祉
サービス事業所等
感染防止対策臨時支援補助金

115,500

車いす(リクライニング式) 1 松永製作所㈱ FR-31TR 166,000 特養 R3.12.20 ㈱小池メディカル

車いす(自走はねあげ式) 1 ﾗｯｸﾍﾙｽｹｱ㈱ ネッティem  w40 210,000 特養 R3.12.22 平川医療器商会㈱

フードプロセッサー 1 ｸｲｼﾞﾅｰﾄ DCL-NEJ2PG 127,050 特養 R4.2.21 ㈲エス・キューブ

ノートパソコン 1 富士通 LIFEBOOK A5510/FX 149,600 特養 R4.3.16 リコージャパン 岐阜県EPA受入施設
学習支援事業補助金

149,600

14,529,070

その他固定資産取得支出

ヘルパー車 @7,140 3 ﾀﾞｲﾊﾂ リサイクル料 21,420 ヘルパー ㈲ﾜｶﾀｵｰﾄｻｰﾋﾞｽ

ショートステイ送迎車両
ダイハツ アトレー スローパー

1 ﾀﾞｲﾊﾂ リサイクル料 9,120 ショート ㈲ﾜｶﾀｵｰﾄｻｰﾋﾞｽ

30,540

25,865,114 補助金 計 4,525,100

前年度購入備品の補助金

数量 メーカー 規格等 金額 部署 受領日 事業者 理事会 補助金名称 補助金額

仰臥位入浴装置 令和2年度購入 特養
岐阜労働局
人材確保等支援助成金
(介護福祉機器助成コース)

1,500,000

補助金 計 6,025,100

固定資産支出 計

計

計

品名
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令和3年度 固定資産・無形資産リース契約の内訳

内消費税 内消費税

有形リース資産

LED照明器具等 東町 R3.1.22 R3.2.1 R8.1.31 60 15,787,200 1,432,200 263,120 23,920 15,524,080 3,157,440 12,366,640 ｼｬｰﾌﾟﾌｧｲﾅﾝｽ㈱ ㈱ｴｽｺ

LED照明器具等 旭デイ R4.1.20 R4.1.20 R9.1.19 60 5,154,000 468,540 85,900 7,809 0 171,800 4,982,200 ｼｬｰﾌﾟﾌｧｲﾅﾝｽ㈱ ㈱ｴｽｺ

ほのぼの サーバ等 全部署 R4.2.1 R4.3.1 R8.11.30 57 3,950,100 359,100 69,300 6,300 0 69,300 3,880,800 ﾘｺｰﾘｰｽ㈱ ﾘｺｰｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱

計 24,891,300 2,259,840 418,320 38,029 15,524,080 3,398,540 21,229,640

無形リース資産

ほのぼのNEXT使用権パック他 全部署 R3.11.15 R3.12.1 R8.11.30 60 8,118,000 738,000 135,300 12,300 0 541,200 7,576,800 ﾘｺｰﾘｰｽ㈱ ﾘｺｰｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱

33,009,300 28,806,440

令和3年度 設備資金借入金の内訳

スチームコンベクション
オーブン、給湯器他

特養 H30.10.22 H30.10.22 R5.9.26 60 10,000,000 0.8% 4,990,000 2,004,000 2,986,000

(単位 円)
支払総額 月額リース料

契約件名 部署 契約日 リース期間
支払
回数

前年度末
残高

当年度
支払額

当年度末
残高

リース会社 取扱事業者

令和3年度 支払利息分
31,232円

備考

借入日 借入額

合計

前年度末
残高

当年度
返済額

借入金融機関件名 部署 借入期間
支払
回数

備考

飛騨信用組合

当年度末
残高

借入利率
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令和3年度 固定資産の処分
(単位 円)

内補助金 内補助金 内補助金 内補助金 内補助金

器械及び備品

電動リモートコントロールベッド(特養) 東町 H6.3.1 19 5,381,750 0 0 0 5,381,749 0 1 0

除湿機(特養) 東町 H7.9.12 1 111,240 0 0 0 111,239 0 1 0

リクライニング車いす(特養) 東町 H8.3.13 1 112,000 0 0 0 111,999 0 1 0

ビデオCDカラオケ(特養) 東町 H9.3.31 1 370,800 0 0 0 370,799 0 1 0

適温冷蔵配膳車(特養) 東町 H18.7.25 1 811,913 0 0 0 811,912 0 1 0

適温冷蔵配膳車(特養) 東町 H18.7.25 54,127 0 0 0 54,126 0 1 0

適温冷蔵配膳車(短期) 東町 H18.7.25 216,510 0 0 0 216,509 0 1 0

適温冷蔵配膳車(特養) 東町 H19.7.31 1 895,104 0 0 0 895,103 0 1 0

適温冷蔵配膳車(特養) 東町 H19.7.31 74,592 0 0 0 74,591 0 1 0

適温冷蔵配膳車(短期) 東町 H19.7.31 273,504 0 0 0 273,503 0 1 0

クイジナート(特養) 東町 H28.8.29 1 112,714 0 7,518 0 7,517 0 112,713 0 1 0

クイジナート(特養) 東町 H28.8.29 15,422 0 1,030 0 1,029 0 15,421 0 1 0

クイジナート(短期) 東町 H28.8.29 1,464 0 102 0 101 0 1,463 0 1 0

フルリクライニング車いす(特養) 東町 H10.7.10 1 110,000 0 0 0 110,000 0 0 0

計 8,541,140 0 8,650 0 8,647 0 8,541,127 0 13 0

有形リース資産 0 0

ほのぼのNEXTシステム(特養) 東町 H28.12.1 1 4,415,340 0 588,712 0 588,712 0 4,415,340 0 0 0

ほのぼのNEXTシステム(短期) 東町 H28.12.1 32,400 0 4,320 0 4,320 0 32,400 0 0 0

ほのぼのNEXTシステム(特養) 東町 H28.12.1 943,560 0 125,808 0 125,808 0 943,560 0 0 0

計 5,391,300 0 718,840 0 718,840 0 5,391,300 0 0 0

取得日 数量 備考契約件名 部署
期首帳簿価格 当期減価償却額取得価格 減価償却累計額 帳簿価格
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内補助金 内補助金 内補助金 内補助金 内補助金
取得日 数量 備考契約件名 部署

期首帳簿価格 当期減価償却額取得価格 減価償却累計額 帳簿価格

無形リース資産

ほのぼのNEXT業務システム(特養) 東町 H23.11.1 1 4,565,247 0 0 0 4,565,247 0 0 0

ほのぼのNEXT業務システム(短期) 東町 H23.11.1 1,451,986 0 0 0 1,451,986 0 0 0

ほのぼのNEXT業務システム(特養) 東町 H23.11.1 1,074,360 0 0 0 1,074,360 0 0 0

計 7,091,593 0 0 0 0 0 7,091,593 0 0 0

東町合計 21,024,033 0 727,490 0 727,487 0 21,024,020 0 13 0

車両及び運搬具

Cube  「7806」 (シルバー) 旭ヶ丘 H15.3.20 1 1,975,750 688,117 0 0 0 1,975,749 688,117 1 0

有形リース資産

ほのぼのNEXTシステム(デイ) 旭ヶ丘 H28.12.1 1 1,707,660 0 227,688 0 227,688 0 1,707,660 0 0 0

ほのぼのNEXTシステム(ショート) 旭ヶ丘 H28.12.1 1,588,200 0 211,760 0 211,760 0 1,588,200 0 0 0

ほのぼのNEXTシステム(ヘルパー) 旭ヶ丘 H28.12.1 646,920 0 86,256 0 86,256 0 646,920 0 0 0

ほのぼのNEXTシステム(シルバー) 旭ヶ丘 H28.12.1 755,280 0 100,704 0 100,704 0 755,280 0 0 0

計 4,698,060 0 626,408 0 626,408 0 4,698,060 0 0 0

無形リース資産

ほのぼのNEXT業務システム(デイ) 旭ヶ丘 H23.11.1 1 2,084,354 0 0 0 2,084,354 0 0 0

ほのぼのNEXT業務システム(ヘルパー) 旭ヶ丘 H23.11.1 649,298 0 0 0 649,298 0 0 0

ほのぼのNEXT業務システム(シルバー) 旭ヶ丘 H23.11.1 676,855 0 0 0 676,855 0 0 0

計 3,410,507 0 0 0 3,410,507 0 0 0

旭ヶ丘合計 10,084,317 688,117 626,408 0 626,408 0 10,084,316 688,117 1 0

法人合計 31,108,350 688,117 1,353,898 0 1,353,895 0 31,108,336 688,117 14 0

9
8



令和３年度 主な修繕工事の内訳     (1件10万円以上の工事)

数量 金額 部署 修理日 事業者 理事会

冷温水発生機修理 一式 1,108,702 特養 R3.7.1 橋本工業㈱ 第1回

居室(ききょう)
ファンコイルユニット修理

一式 123,080 特養 R3.10.6 橋本工業㈱

冷温水発生機劣化部品取替 一式 114,671 特養 R3.10.7 橋本工業㈱

チェアー浴槽用
フイルターハイジング交換

一式 154,899 特養 R3.12.6 ㈱小池ﾒﾃﾞｨｶﾙ

1,501,352

冷温水発生機修理 一式 14,398 特養短期 R3.7.1 橋本工業㈱ 第1回
居室(ききょう)
ファンコイルユニット修理

一式 1,220 特養短期 R3.10.6 橋本工業㈱

冷温水発生機劣化部品取替 一式 1,489 特養短期 R3.10.7 橋本工業㈱
チェアー浴槽用
フイルターハイジング交換

一式 2,346 特養短期 R3.12.6 ㈱小池ﾒﾃﾞｨｶﾙ

19,453

入浴リフト修理 一式 282,755 旭デイ R3.11.18 平川医療器商会㈱

薬液注入ポンプ取替 一式 124,300 旭デイ R3.12.4 橋本工業㈱

風除室LEDシーリング増設工事 一式 110,000 旭デイ R3.12.15 ㈱エスコ

地下ポンプ動力絶縁点検修理 一式 169,400 旭デイ R4.1.25 神工電気㈱

ろ過ポンプ取替 一式 323,400 旭デイ R4.2.24 橋本工業㈱

1,009,855

浴槽塗装剥離修理 一式 184,800 旭ショート R3.5.10 ㈲砂原石材

畳部屋フローリング改修工事 一式 242,000 旭ショート R3.6.14 秀栄建築

浴室手摺取付工事 一式 235,400 旭ショート R3.9.14 橋本工業㈱

662,200

浴槽用ストレッチャー修理 280,772 たかはら R3.5.28 ㈱小池メディカル

3,473,632

(単位 円)
工事名

合計

小計

小計

小計

小計
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寄附金 (施設整備積立金) の状況について

寄附日 住所 寄附者 関係 備考
R3.3.3 匿名 積立
R3.5.14 神岡町 匿名 入居者遺族 積立

R3.5.17 神岡町
河上哲也
(介護負担軽減のために)

利用者遺族
特養
デイ

R3.5.24 神岡町 各種団体 団体 積立
R3.5.25 神岡町 匿名 利用者本人 積立
R3.5.27 神岡町 阪上一夫 利用者遺族 積立
R3.6.7 神岡町 匿名 入居者遺族 積立
R3.6.9 神岡町 横平マイ子 入居者遺族 積立
R3.6.15 神岡町 匿名 利用者本人 積立
R3.7.5 神岡町 匿名 利用者遺族 積立
R3.7.20 神岡町 河上文雄 入居者遺族 積立
R3.8.6 神岡町 匿名 入居者家族 積立
R3.8.12 神岡町 上田明夫 入居者家族 積立
R3.8.19 神岡町 福井久枝 利用者本人 積立
R3.8.28 神岡町 匿名 入居者家族 積立
R3.9.3 神岡町 福井久枝 利用者本人 積立

R3.9.16 神岡町
神岡ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ
車いす寄附

団体 特養

R3.9.16 神岡町
神岡ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ
歩行器寄附

団体 デイ

R3.10.5 神岡町 H＆Nﾌｫﾄﾎﾞﾙﾃｯｸﾊﾟﾜｰ㈱ 取引業者 積立
R3.10.21 神岡町 匿名 入居者家族 積立

R3.10.22 神岡町
美夢成会
車いす寄附

各種団体 たかはら

R3.10.25 神岡町 華美会 各種団体 積立
R3.10.28 神岡町 匿名 役職員 積立
R3.11.1 神岡町 和仁勇 入居者家族 積立
R3.11.1 神岡町 村上勇 入居者家族 積立
R3.11.8 御嵩町 仲田博 入居者遺族 積立
R3.12.24 神岡町 霜出喬嘉 入居者遺族 積立
R3.1.12 神岡町 匿名 利用者遺族 積立
R4.1.17 神岡町 匿名 利用者遺族 積立
R4.2.9 神岡町 平川富夫 入居者家族 積立
R4.2.9 神岡町 大江一良 入居者遺族 積立
R4.2.9 神岡町 大江一良 入居者遺族 積立
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寄附日 住所 寄附者 関係 備考
R4.2.17 神岡町 沖秀喜 入居者遺族
R4.2.21 神岡町 匿名 入居者遺族
R4.3.16 神岡町 上手知二 利用者遺族
R4.3.28 静岡市 匿名 入居者家族

6,012,058
5,982,058

当年度使用した寄附金
積立しない寄附金 (物品寄附等) ① 2,398,000

5,462,058
令和3年度 積立した寄附金 3,064,058

令和3年度の寄附金 ④ 3,584,058
令和4年2月17日以降の寄附金は、令和4年度積み立てる。
施設整備等寄付金収入 ④ + ⑤ + ⑥ 5,637,274

積立しない寄附金の明細
河上哲也様からの寄附金の使途  介護負担軽減に

186,784
特養 イージグライド L 1台
特養 イージーモーション 1台
デイ 超音波赤外線コール 1台
デイ トランスファーボード付 横乗り車いす 1台

⑤ 1,813,216
特養 超・超低床 3モーターベッド 4台

差込式ベッドサイドレール組
マットレス 厚さ60mm

デイ バリアフリースケール 1台

神岡ライオンズクラブ様からの寄付

デイ 歩行器 2台
⑥ 240,000

特養 車いす 2台

美夢成会様からの寄付

たかはら 車いす 3台

令和3年度 寄附金合計
寄附金 合計

② ― ①

事業所 購入備品

58,000

100,000

事業活動支出

施設整備等支出

施設整備等支出

事業活動支出

事業活動支出

101



資産 拠点
岐阜労働局
人材確保等支援助成金(介護福祉機器助成コース)

仰臥位入浴設備機器導入助成  特養 1,477,612 円 〇 東
仰臥位入浴設備機器導入助成  特養短期 22,388 円 〇 東

両立支援助成金(新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース)
旭ヶ丘ショートステイ 98,560 円 旭
介護医療院たかはら 89,530 円 た

高齢・障害・求職者雇用支援機構
障害者雇用調整金

特別養護老人ホーム 2名 216,000 円 東
旭ヶ丘ショートステイ 1名 108,000 円 旭

特例給付金
特別養護老人ホーム 1名 84,000 円 東

岐阜県
結核予防費補助金

特別養護老人ホーム 82,880 円 東

介護ロボット導入促進事業費補助金(補助率3/4)
特別養護老人ホーム 離床センター付ベッド 15台 3,510,000 円 〇 東

介護サービス事業所・施設における感染防止対策補助金 (補助率10/10)
特別養護老人ホーム 60,000 円 東
旭ヶ丘デイサービスセンター 15,000 円 旭
旭ヶ丘ショートステイ 10,000 円 旭
ホームヘルプサービス 10,000 円 旭
シルバーサポート 10,000 円 旭
介護医療院たかはら 60,000 円 た

岐阜県緊急時介護人材確保・職場環境復旧等事業費補助金 (補助率10/10)
他事業所応援事業
法人本部  職員2名分 宿泊費・交通費 素泊4泊2名 30,000 円 東

愛のともしび基金事業費補助金 (補助率1/2   限度額750千円)
特別養護老人ホーム
手動式温冷配膳車更新事業 2台 750,000 円 〇 東

補助事業等の明細
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岐阜県外国人介護福祉士候補者学習支援補助金
日本語学習等事業
        電子辞書、Ipad 240,400 円 東
  ノートパソコン 149,600 円 〇 東
研修担当者の活動事業 80,000 円 東

飛騨市
医療・介護・障害福祉サービス感染防止対策臨時支援補助金(補助率10/10)

特別養護老人ホーム
  空気清浄機 ダイキン ACZ-70X-T   1台 115,500 円 〇 東
    その他 感染対策用具 4,500 円 東
旭ヶ丘デイサービスセンター 20,000 円 旭
旭ヶ丘ショートステイ 20,000 円 旭
ホームヘルプサービス 20,000 円 旭
シルバーサポート 20,000 円 旭
介護医療院たかはら 120,000 円 た

感染症対策介護職員等確保事業補助金
（感染症発生施設への職員派遣法人支援金給付事業）
旭ヶ丘デイサービスセンター 100,000 円 旭
介護医療院たかはら 100,000 円 た

感染症対策宿泊支援事業補助金
(医療機関及び介護サービス事業所における職員の宿泊施設提供支援事業)
神東会 法人本部  古川町内宿泊施設 3泊2名 232,748 円 東

介護保険・移動対策助成金
旭ヶ丘デイサービスセンター 20,000 円 旭
旭ヶ丘ショートステイ 275,500 円 旭
ホームヘルプサービス 53,600 円 旭
シルバーサポート 2,400 円 旭

介護支援専門員確保対策事業費補助金
1名 雇用 70,000 円 旭

学卒等就職者 1名 100,000 円 東

福祉有償運送補助金
福祉有償運送業務補助金 1,257,443 円 東
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医療・介護・福祉人材確保対策事業
空き家等社宅化支援事業 坂富住宅 360,000 円 東
外国人空き家等社宅化支援事業 中園住宅 360,000 円 東
外国人介護人材確保事業(監理料) 840,488 円 東
外国人介護人材確保事業(日本語教育) 80,000 円 東
外国人留学生支援事業 250,000 円 東
特養等夜勤者処遇改善交付金事業
特別養護老人ホーム 859,550 円 東
旭ヶ丘ショートステイ 130,200 円 旭
介護医療院たかはら 151,500 円 た

飛騨市社会福祉協議会
敬老会助成金

特別養護老人ホーム敬老会 66名 132,000 円 東

健康チェック助成金
特別養護老人ホーム 25,500 円 東
病児保育 1,000 円 東
旭ヶ丘デイサービスセンター 9,500 円 旭
旭ヶ丘ショートステイ 8,000 円 旭
ホームヘルプサービス 2,500 円 旭
シルバーサポート 3,500 円 旭
介護医療院たかはら 10,000 円 た

公益社団法人 全国老人福祉施設協議会
現場支援者派遣元施設への補助金支給
旭ヶ丘デイサービスセンター 200,000 円 旭

補助金事業 計 13,059,399 円

内 固定資産の購入に係る補助金 計 6,025,100 円 〇

東町拠点区分 11,321,609
旭ヶ丘拠点区分 1,206,760

公益旭ヶ丘拠点区分(たかはら) 531,030
合計 13,059,399
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その他の事業
岐阜県
衆議院議員選挙不在者投票特別経費

特別養護老人ホームたんぽぽ苑 16名 16,800 円
介護医療院たかはら 2名 2,100 円

施設職員抗原定性検査の医師による判断手数料
特別養護老人ホーム 159件 238,500 円
介護医療院たかはら 227件 355,680 円

飛騨市
病児・病後児保育委託金

たんぽぽキッズ 9,383,000 円

袖川診療所への事務員派遣委託
たかはら事務員 253,000 円

ケアプラン作成委託
介護予防プラン委託料 575,400 円
敬語ケアマネジメント委託料 62,940 円

地域生活支援事業(障がい者)委託事業
旭ヶ丘デイサービスセンター 2,621,440 円
ホームヘルプサービス 123,580 円

101,200 円

富山市
要介護認定調査委託料 2,300 円

公益社団法人 全国老人福祉施設協議会
広域感染症災害救援事業
感染者等が発生した介護施設等への見舞金支給
旭ヶ丘デイサービスセンター 100,000 円
特別養護老人ホームたんぽぽ苑 50,000 円

その他事業 計 13,885,940
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(単位:人)
特別養護老人ホーム

19歳以下 75歳以上 計
男 1 3 1 1 1 7
女 1 1 4 3 5 2 5 21
男 3 2 4 9
女 1 2 2 4 7 5 3 1 5 7 5 2 44

1 4 6 6 7 11 10 6 7 5 7 9 2 81

旭ヶ丘デイサービス
19歳以下 75歳以上 計

男 1 1
女 1 1 1 3
男 2 1 6 9
女 1 3 2 1 2 3 3 2 17

0 0 1 0 4 3 1 3 1 5 4 8 0 30

旭ヶ丘ショートステイ
19歳以下 75歳以上 計

男 1 2 3
女 1 1 1 1 1 5
男 1 1 2
女 2 1 1 1 2 3 2 3 15

0 0 3 1 1 3 4 1 3 4 2 3 0 25

令和4年3月31日
事業別 年度末職員数

計

計

計

正職

契約

契約

正職

契約

正職

1
0
6



ホームヘルプサービス
19歳以下 75歳以上 計

男 0
女 2 1 1 4
男 0
女 3 1 1 1 6

0 0 0 0 0 0 0 5 2 1 0 1 1 10

シルバーサポート
19歳以下 75歳以上 計

男 0
女 2 2
男 0
女 1 3 1 5

0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 1 0 7

介護医療院たかはら
19歳以下 75歳以上 計

男 0
女 1 5 2 8
男 1 2 1 2 2 8
女 3 2 1 5 5 5 4 1 26
男 2 1 3
女 2 1 3 2 8

0 0 2 0 2 3 3 3 14 11 6 6 3 53

計

出向

計

契約

計

正職

契約

正職

契約

正職

1
0
7



託児
19歳以下 75歳以上 計

男 0
女 1 1 1 1 4

0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 4

福祉有償運送
19歳以下 75歳以上 計

男 1 1
女 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

病児保育
19歳以下 75歳以上 計

男 0
女 1 1 1 3 6

0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 3 0 6

法人合計
19歳以下 75歳以上 計

男 0 0 1 0 5 1 2 1 1 0 0 0 0 11
女 0 1 1 5 0 5 6 6 15 4 0 0 0 43
男 0 3 3 0 0 1 0 0 1 4 3 12 2 29
女 1 0 5 3 8 14 9 11 10 21 18 19 4 123
男 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
女 0 0 0 0 2 0 0 1 3 2 0 0 0 8
男 0 3 6 0 5 2 3 1 2 4 3 12 2 43
女 1 1 6 8 10 19 15 18 28 27 18 19 4 174

計

計

計

契約

正職

契約

出向

契約

契約

計

1
0
8



(単位:人)
特別養護老人ホーム

19歳以下 75歳以上 計
採用 1 1
退職 1 1 1 3
採用 1 1 1 1 2 6
退職 2 3 1 1 7

1 2 2 1 1 5 3 1 1 17

旭ヶ丘デイサービス
19歳以下 75歳以上 計

採用
退職
採用 1 2 3
退職 1 1

1 2 1 4

旭ヶ丘ショートステイ
19歳以下 75歳以上 計

採用
退職
採用 1 1
退職 1 1 2

1 1 1 3

契約

計

正職

令和3年度中の職員の動静

正職

契約

計

正職

契約

計

1
0
9



ホームヘルプサービス
19歳以下 75歳以上 計

採用
退職
採用 1 1 2
退職 1 1 2

2 1 1 4

シルバーサポート
19歳以下 75歳以上 計

採用
退職
採用 1 1
退職

1 1

介護医療院たかはら
19歳以下 75歳以上 計

採用 1 1
退職
採用 1 1 1 3
退職 1 1 1 1 1 5

2 1 1 1 2 2 9
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正職

契約

計

正職

契約
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託児
19歳以下 75歳以上 計

採用
退職

福祉有償運送
19歳以下 75歳以上 計

採用
退職

病児保育
19歳以下 75歳以上 計

採用 1 1 2
退職 1 1

1 1 1 3

法人合計
19歳以下 75歳以上 計

採用 1 1 2
退職 1 1 1 3
採用 1 1 1 1 3 3 2 3 3 18
退職 1 2 4 4 2 4 1 18
採用 1 2 1 1 3 3 3 3 3 20
退職 1 1 3 5 4 2 4 1 21

※ 定年退職者で継続雇用の職員は採用・退職に含めない。 
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