
令和3年度　社会福祉法人あいち　事業報告



■

■

■

■

所在地 額田郡幸田町大字深溝字皿入1番1

開設 2018年5月1日

事業内容 居宅介護支援

事業内容 通所介護（定員30名）

事業所名 居宅介護支援事業所　きょたく幸田ぐりん

事業所名 通所介護施設　Felicite（フェリシーテ）幸田

所在地 額田郡幸田町大字深溝字皿入1番1

開設 2015年9月1日

開設 2015年3月1日

事業内容 介護老人福祉施設（100床）　短期入所生活介護（20床）

事業内容 介護老人福祉施設（90床）　短期入所生活介護（15床）

事業所名 特別養護老人ホーム　メリーホーム幸田

所在地 額田郡幸田町大字深溝字皿入1番1

事業所名

所在地

開設

特別養護老人ホーム　メリーホーム大喜

名古屋市瑞穂区大喜町1丁目5番5

2005年4月1日

法人概要

事業所一覧

理事長 岡　和夫

事業内容 介護老人福祉施設・短期入所生活介護・通所介護・居宅介護支援

社会福祉法人あいち

2003年11月4日

法人名

設立

所在地 名古屋市瑞穂区大喜町1丁目5番5



　　４　他職種と連携を密にし、チームとして利用者様の「生きがい」を支えるケアをみんなで考えよう

　　５　いつも笑顔を絶やさないようにしよう

社会福祉法人あいち

基本理念

「生きがい」の探求

基本方針

　　　　　　　　　　　　　　　１　ケアを通して「生きがい」を探求する

　　　　　　　　　　　　　　　２　「生」の尊厳を守る

　　　　　　　　　　　　　　　３　人生を総括できるようなケアに取り組む

社員心得

　　１　利用者様の「生きがい」に関心を持つとともに、自分自身の「生きがい」を探求しよう

　　３　幅広い視野を養い、他者を理解し他者と協力できる力を身に付けよう

　　２　向上心を持ち、「生きがい」につながる働き方をしよう



管理栄養士

看護リーダー 看護スタッフ

ケアマネージャー

生活相談員

事務リーダー 事務スタッフ

桜の町介護スタッフ

フロアリーダー
ユニットリーダー 鯉の村介護スタッフ

事務主任

相談部主任

ユニットリーダー 茅の村介護スタッフ

フロアリーダー ユニットリーダー 蛤の町介護スタッフ

ユニットリーダー 風の町介護スタッフ

施設長
ユニットリーダー

ユニットリーダー 松の町介護スタッフ

理事長

フロアリーダー ユニットリーダー 竜の町介護スタッフ

特別養護老人ホーム

メリーホーム大喜

法人本部
ユニットリーダー 泉の町介護スタッフ

介護主任

ユニットリーダー 千鳥の町介護スタッフ

社会福祉法人あいち組織図（大喜拠点）

2022.3.31現在

ユニットリーダー 梅の町介護スタッフ

評議員会 理事会 監　事
フロアリーダー

ユニットリーダー 楠の町介護スタッフ



デイスタッフ

居宅支援事業所

居宅 幸田ぐりん

管理者 居宅スタッフ

事務長 事務主任

管理栄養士

機能訓練指導員

通所介護施設

フェリシーテ幸田

管理者 デイリーダー

事務リーダー 事務スタッフ

特別養護老人ホーム

メリーホーム幸田

フロアリーダー

ユニットリーダー スカイ 介護スタッフ

施設長

ケアマネージャー

生活相談員

看護リーダー 看護スタッフ

副施設長

法人本部
フロアリーダー

ユニットリーダー パープル介護スタッフ

ユニットリーダー アクア 介護スタッフ

介護主任

理事長
フロアリーダー ユニットリーダー グリーン介護スタッフ

ユニットリーダー ラベンダー介護スタッフ

ユニットリーダー オレンジ介護スタッフ

社会福祉法人あいち組織図（幸田拠点）
2022.3.31現在

評議員会 理事会 監　事



令和4年3月31日現在

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　塹江　光子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　横瀬　浩司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉田　禎宏

※任期：令和7年度定時評議員会終結時まで

※任期：令和5年度定時評議員会終結時まで

評議員

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伊藤　知弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大浦　　裕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大野　幾生

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小森　　拓

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小嶋　雅広

令和3年度　社会福祉法人あいち　役員等名簿

理事

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡　　和夫【理事長】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　黒﨑　建人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齋藤　正敏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高橋　　厚

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　橋村　竜二

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　水野　恵理

※任期：令和5年度定時評議員会終結時まで

監事

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奥村　文章



令和4年3月31日

　

評議員選任・解任委員会委員定数：3名　出席：3名

評議員全員（7名）同意済

　　　・定款変更について

R3.7.30

　　　・評議員会への提案について

　　　・任期満了に伴う評議員の選任について

第2回評議員会（決議の省略）

　　　・定款変更について

令和3年度　理事会・評議員会等開催実績

第3回理事会（決議の省略）

理事全員（6名）同意済及び監事全員（2名）確認済

R3.6.11 監事監査

監事定数：6名　出席：2名

　　　・令和2年度事業報告等について

　　　・令和2年度計算書類及び財産目録について

第1回評議員選任・解任委員会

R3.7.21

開催場所：メリーホーム大喜　5F多目的ホール

　　　・評議員選任解任委員会委員変更及び招集について

開催場所：メリーホーム大喜　5F多目的ホール

　　　・メリーホーム大喜修繕計画について

　　　・諸規程の変更について

　　　・福利厚生のためのリゾート施設会員権の購入について

第2回理事会

　　　・理事、監事、評議員変更案について

R3.6.26

　　　・メリーホーム大喜修繕計画について

　　　・諸規程の変更について

　　　・福利厚生のためのリゾート施設会員権の購入について

　　　・令和2年度各拠点事業報告及び決算報告について

第1回評議員会

評議員定数：7名　出席：7名　　監事定数：2名　出席：1名

開催場所：メリーホーム大喜　5F多目的ホール

R3.6.26

R3.6.12 第1回理事会

　　　・令和2年度各拠点事業報告及び決算報告について

　　　・理事、監事、評議員変更案について

理事定数：6名　出席：6名　　　監事定数：2名　出席：1名

開催場所：メリーホーム大喜　5F多目的ホール

R3.6.26

開催場所：メリーホーム大喜　5F多目的ホール

　　　・理事長の互選及び副理事長の指名について

理事定数：6名　出席：6名　　　監事定数：2名　出席：2名



令和4年3月31日

評議員定数：7名　出席：6名　　監事定数：2名　出席：2名

開催場所：メリーホーム大喜　5F多目的ホール

　　　・令和4年度事業計画及び予算について

　　　・諸規程の変更について

R4.3.12 第6回理事会

R4.3.26 第4回評議員会

理事定数：6名　出席：6名　　　監事定数：2名　出席：2名

開催場所：メリーホーム大喜　5F多目的ホール

　　　・令和4年度事業計画及び予算について

　　　・諸規程の変更について

　　　・評議員会の招集について

理事全員（6名）同意済及び監事全員（2名）確認済

　　　・欠員に伴う評議員選任案及び評議員選任解任委員会招集について

R3.9.13

　　　・定款変更及び就業規則変更について

　　　・新規事業の計画について

開催場所：メリーホーム大喜　5F多目的ホール

開催場所：メリーホーム大喜　5F多目的ホール

　　　・定款変更及び就業規則変更について

　　　・新規事業の計画について

　　　・評議員会の招集について

評議員定数：7名　出席：6名　　監事定数：2名　出席：2名

　　　・令和3年度上半期事業報告及び収支報告について

評議員選任・解任委員会委員全員（3名）同意済

R3.11.27 第3回評議員会

　　　・欠員に伴う評議員選任について

R3.11.13 第5回理事会

理事定数：6名　出席：5名　　　監事定数：2名　出席：2名

　　　・令和3年度上半期事業報告及び収支報告について

第2回評議員選任・解任委員会（決議の省略）

R3.9.13 第4回理事会（決議の省略）



令和3年度事業報告概要

　令和3年度は、令和2年度に引き続き、新型コロナウイルスの影響が随所に見られた事

業年度であった。大喜拠点、幸田拠点ともに職員や家族の感染、あるいは濃厚接触者に

なり自宅待機になる等、業務への支障が度々あったが、感染者も全員軽症でクラスター

も発生しなかったことが不幸中の幸いであった。今年度の事業を総括すると、稼働率に

ついては、大喜（特養・短期入所）及び幸田（特養・短期入所・居宅）は、稼働率が過

去の事業年度並み又は稼働増であったが、幸田（通所介護）については、上半期に新型

コロナウイルスの影響によるキャンセルが相次いだため、過去の事業年度と比較し稼働

減であった。収入面において、事業別では稼働率の増減があったが、法人単位での収益

増の結果となった。次に、支出面では、大喜拠点では、開設17年が経過したことによる

屋外防水工事や設備の入替（介護用ベッド・複合機）を実施した。修繕費が高額になっ

ており、今後も大規模修繕の発生が想定されることから、中・長期的な計画が必要であ

る。人件費については、大喜拠点・幸田拠点ともに大幅に増加した。令和2年度以前は、

人件費率が低く職員の採用が課題であったが、今年度は、人件費率が適正な水準に達し

たため、今後は、入居者に対するサービスの向上であったり、介護職員の負担や残業の

軽減を検証していく必要がある。



R3.6 施設屋外防水工事 49,894,626円（税込）

R3.12 介護ベッド導入（10台） 1,808,400円（税込）

R3.6 介護ベッド導入（10台） 1,808,400円（税込）

R3.9 複合機入替（2機） 3,853,080円（税込）

　行事については、4月、8月、2月、3月は感染予防にて中止とした。ユニット内でのレクリエーションは随時、開催を

している。研修については、虐待防止研修、感染症研修を中心に行う。

工事名 工事等金額

3　令和3年度主な工事等

R3.12.24 クリスマス会（参加者35名） R3.10.4
新入職員オリエンテーション（参加者7名）

理念・接遇・虐待防止研修

R4.1.5 猿回し（参加者62名）　 R4.1.4
感染症研修（参加者6名）

感染予防、消毒液の用途について

R4.1～3
事故防止研修（全介護職員）全6回

車椅子の安全な介助方法について

R4.3.8
防災訓練（参加者9名）

地震、火災時の避難方法、避難経路、ハザードマップの配布

R3.11.11 メリー祭（参加者80名） R3.9.28
防災訓練（参加者13名）

地震、火災時の避難方法、避難経路、ハザードマップの配布

R3.12.20 ジャズコンサート（参加者26名） R3.9～11
施設内研修（全介護職員）資料配布

スピーチロック、独り歩きへの適切な対応について

R3.9.22 つまみ細工（参加者6名） R3.7～8
感染症研修（全職員）資料配布

新型コロナウイルスワクチン接種における注意点、副作用について

R3.10.28 バイオリン演奏（参加者28名） R3.7～9
施設内研修（全介護職員）全6回

排泄ケア研修（講師：ﾕﾆﾁｬｰﾑ）

R3.6.17 ドッグセラピー（各階にて） R3.4.6
事故防止研修（各ユニットリーダー12名）

前年度の事故傾向、対策について

R3.7.29 マリンバ演奏(参加者21名） R3.4～6
施設内研修（全介護職員）全6回

身体拘束、スピーチロック、虐待研修

行事 研修

R3.5.20 たて琴レク（参加者19名） R3.4.2
新入職員オリエンテーション（参加者8名）

理念・接遇・虐待防止研修

　特養の稼働は、例年と変わりなく維持できている。入居者の紹介など地域病院と連携できていることや現場にて適切

な介助をおこなう事により転倒、誤嚥性肺炎での入院が増加していないことが要因である。短期入所については、新型

コロナウイルス感染予防でキャンセルが相次ぎ、稼働を落とした月があったが、他月でカバーできており、年間稼働率

は維持できている。

短期入所 91.3% 2.9 89.3% 2.9 87.3%

2　令和3年度行事及び研修

平均介護度

特養 95.7% 3.6 95.2% 3.5 95.4% 3.4

稼働率 平均介護度 稼働率 平均介護度 稼働率

2.7

令和3年度　特別養護老人ホーム　メリーホーム大喜事業報告

令和1年度 令和2年度 令和3年度

1　利用実績の推移



なし

コンプライアンス研修（資料配布）

倫理と法令遵守の理解について

　緊急事態宣言やまん延防止の発令にて、研修や行事が十分に行うことができなかった。令和4年度は、可能な限り研修

や行事等を実施し職員のスキル、モチベーションの向上に努めたいと考えている。

3　令和3年度主な工事

R4.2.22
医療関連研修①（資料配布）

医療連携に必要な識と技術について

R4.3.3

/R4.3.14

医療関連研修②③（資料配布）

心身の老化と変化・介護と薬について

R4.3.3 抹茶のバナナパンケーキ作り（参加者16名） R4.1.21
看取り研修（資料配布）

看取りの捉え方について

R4.2.4
防災訓練（参加者15名）避難訓練・消火設備確認・通

報訓練・炊き出し訓練・初期消火訓練

R3.12.14/2

0/23/26/3

クリスマス会（参加者58名）

花餅作り・年賀状（参加者20名）
R3.11.19

身体拘束廃止研修（参加者5名）

虐待防止に関する理解について

R4.1.1

/R4.1.11
正月（甘酒・お汁粉）（全ユニット） R3.12.28

認知症研修（資料配布）

認知症の理解と対応について

R3.10.29 食欲の秋～ケーキ作り（参加者20名） R3.10.1
感染対策研修（参加者10名・資料は全職員配布）

インフルエンザ予防について

R3.11.30 焼き芋パーティー（全ユニット） R3.10.19
防災訓練（参加者7名）

避難訓練・消火設備確認

R3.8.17 梅シロップでかき氷レク（参加者20名）
R3.8.23/25

/27/30

事故防止・身体拘束廃止研修（参加者20名）

事故防止の知識・身体拘束とは何か

R3.9.20

/R3.9.28
敬老会・おはぎ作り（参加者37名） R3.9.16

口腔衛生・口腔ケア研修②（参加者12名）

介護者用口腔ケアについて

R3.6.12 さつま芋の苗を植えよう（参加者10名）
R3.6.3

/R3.6.11

口腔ケア研修（参加者16名）

高齢者の口腔ケアについて

R3.7.8 七夕祭り・流しそうめん（参加者24名）
R3.7.5

/12/27

救急救命講習（参加者27名）

心肺蘇生について

R3.4.28 花見・お茶会（参加者92名） R3.4.16
認知症研修、腰痛予防・対策研修（参加者9名）

認知症の理解・腰痛予防対策について

R3.5.18 ケーキバイキング（参加者18名） R3.5.21
食中毒研修（参加者8名）

食中毒の予防とまん延防止について

2.8

【特養】令和3年度は、2月のみ稼働率が90％を下回ったが概ね安定した運営ができている。3月には、職員及び入所者に

コロナ感染者が出たが、感染は最小限に留めることができた。今後もコロナには細心の注意を払い介護に従事する。

【短期入所】稼働率は前年度と比較し変化はないが、5月から定員を10名から20名に増員した結果、稼働は大幅に向上し

ている。

2　令和3年度行事及び研修

行事 研修

短期入所 71.0% 2.8 70.0% 2.7 72.5%

平均介護度

特養 82.8% 3.5 85.1% 3.3 93.1% 3.2

稼働率 平均介護度 稼働率 平均介護度 稼働率

令和3年度　特別養護老人ホーム　メリーホーム幸田事業報告

1　利用実績の推移

令和1年度 令和2年度 令和3年度



なし

3　令和3年度主な工事

R3.11 外出レク（コスモス見学）

R3.12 クリスマス会

R4.1 初詣（形原神社）

R4.2 節分会

R4.3 雛祭り会

　新型コロナ感染対策を行いながら季節感を味わってもらえるよう行事をおこないました。８月のお楽しみ会は、新型

コロナウイルスの影響により、外部の方のボランティアを中止としましたが、利用者様には大変よろこんでいただきま

した。

R3.8 お楽しみ会

R3.9 敬老会

R3.10 工作レク（壁飾り）

R3.5 端午の節句会

R3.6 おやつレク

R3.7 七夕会

　 新型コロナの影響により前期、新規利用者の減少、利用のキャンセルがあり９月末稼働率70.4％でした。後期には利

用のキャンセルは減少しましたが、体調不良の為入院、在宅介護ができないとの理由により退所する方が多くおり稼働

率に繋げれませんでした。３月末稼働率77.1％、年間73.2％にて終了しています。

2　令和3年度行事

行事

R3.4 花見見学

平均介護度

通所介護施設 82.5% 1.7 75.3% 2.0 73.2% 1.8

稼働率 平均介護度 稼働率 平均介護度 稼働率

令和3年度　通所介護施設　フェリシーテ幸田事業報告

1　利用実績の推移

令和1年度 令和2年度 令和3年度



なし

3　令和3年度主な工事

R3.11 幸田部会「民生委員とケアマネージャーの連携を考える」講師：奥田亜由子氏

R3.12 岡崎市居宅部会「スパービジョンについて」講師：安達氏

R4.1 幸田部会「介護支援専門員のための事例検討会の進め方」講師：宮川陽介

R4.2 幸田部会「ZOOM研修のスキルを学ぶ、音声、チャットの記入方法、画面の共有方法等」講師：奥田亜由子氏

R4.3 幸田部会「介護予防ケアプラン研修会　本人を動機付ける目標指向型プラン」講師：奥田亜由子氏

　今年度は要介護の原因となる病気の理解を深めることに力を入れました。（利用者一人一人の持病を把握し今後の生

活をイメージできる。着目したのは脳血管障害、心臓病、糖尿病、フレイル・サルコペニア・ロコモテイブシンドロー

ムの発症後の症状、合併症を知り介護ポイントを考えれるようになり、アドバイスができるケアマネになれるようにす

る。）

R3.8 幸田町多職種合同ケアカンファレンス「多職種の視点によりケアの質の向上。個別地域課題の把握」

R3.9 岡崎市居宅部会「苦情対応について」講師：奥田亜由子氏

R3.10 里区福祉委員会：委員紹介「委員会活動について協議」

R3.5 幸田町居宅部会「対人援助技術の向上」講師：早川昌宏氏

R3.6 幸田町連絡協議会「介護業界に活かすコミュケーションスキル」講師：皆本昌尚氏

R3.7 幸田町居宅部会「要介護になってしまう高齢者の病気や酒類、症状と経過後遺症や合併症を学ぶ」講師：廣瀬氏

　  3人体制が定着し幸田、蒲郡方面の包括、居宅との風通しも良くなり依頼が増え稼働率の増加につながりました。地

域との繋がりと信頼関係を築くことができ始め地域でのニーズを把握できるようになりました。また、緊急事態宣言時

にはＺＯＯＭを活用し会議や多職種との連携を図りました。

2　令和3年度研修及び会議

研修（会議）

R3.4 幸田町勉強会「リハ職と連携を気軽に。外来、通所リハ、訪問リハそれぞれの役割と成功事例」

平均介護度

居宅介護支援事業所 96.7% 1.9 108.1% 1.4 125.4% 1.4

稼働率 平均介護度 稼働率 平均介護度 稼働率

令和3年度　居宅介護支援事業所　居宅幸田ぐりん事業報告

1　利用実績の推移

令和1年度 令和2年度 令和3年度


