
社会福祉法人さざなみ会

平成28年度事業報告

1．法人事業活動

平成28年度さざなみ会事業活動基本方針として、以下の4点を柱として取り組
んだ。

1．安全・安心を重視したサービスの提供

2．地域福祉への積極的な貢献

3．人材の確保と育成

4，経営基盤の安定

1・安全・安心を重視したサービスの提供については、職員が共通目標に向かっ

て取り組んだところである。平成28年度さざなみ会の行政への事故報告事案は、

骨折事故があり、姉川の里で2件、さざなみ苑で13件となり、さざなみ苑におい
ては前年9件からの4件増となり。利用者の介護度が上昇する中、事故に対するリ
スク管理も更に重要となってきている。

2・地域福祉への積極的な貢献については、さざなみ苑において彦根市との介護

予防・日常生活総合事業第1号通所事業のモデル事業所として取り組み平成29年

度より事業実施となった。又「滋賀の縁創造実践センター」・「彦根市社協」との連

携により、福祉の狭間で居場所のない子供たちへ居場所づくりの活動として「フリ
ースペース」の開設を3月から準備し5月より実施の運びとなった。

さざなみ苑地元の城町2丁目自治会より、老人会、子供会から会合等の為の施設

使用の打診があり前向きに検討を行う予定である。

夏、秋の両施設での感謝祭イベントにおいては、利用者家族、地元の自治会の皆
さんの参加のもと地域交流を図った。

3・人材の確保については、28年度職員採用については、新卒4名を含み正職

13名、準職1名、パート2名、派遣1名で計17名の採用となった。反面退職者

は18名（正職15名、準職2名、パート1名）となった。退職事由については、

転職8名、結婚、引越し、病気等で4名、その他失踪等で3名となった。離職率で

、1旦％＿とをり滋賀県平均はユー7一％前後で推移しており決して高くはないが慢性的
な人材不足が続いているのが現状である。又、ハローワーク、求人広告での求職が

なく、人材紹介会社、派遣での求職にシフトしており経費の負担も多くなってきて
いる。

人材育成について、28年度は資格取得制奨学金制度と滋賀県の助成制度を活用し
13名の介護職員が介護福祉士実務者研修を修了した。

4・資金収支については、対前年0．7％増（581万）となった。事業活動収入

対前年でみると、姉川の里全体で723万の増、ユニットで700万円の増、さざな

み苑で842万円の減となった。姉川の里はケアセンターの利用率回復によるもの

洩り、ユニットに関しては、入院日数の大幅減（377日→182日）等により利用
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率の向上が図られたことによる。さざなみ苑では入院者の増（延588日）となっ
たことや、ディサービス利用者の低迷、インフルエンザ感染によるショート利用率

低迷により減収となった。支出に関しては、人件費が対前年677万円の減となっ
た、これは職員の不足によるものである。事務費で修繕費が空調関係等の修繕で

400万円の支出増となった。又手数料が職員確保のための人材紹介手数料等で200

万円の支出増となった。結果的に事業活動収支は5044万円、資金収支は1335万

円で対前年3．3％増となった。

2．理事会開催状況

第1回（平成28年5月27日）
・第1号議案　平成27年社会福祉法人さざなみ会事業報告について

・第2号議案　平成27年度社会福祉法人さざなみ会決算報告について

監事監査報告

第2回（平成28年12月20日）
・第3号議案　社会福祉陰人さざなみ会定款変更について

・第4号議案　社会福祉法人さざなみ会評議員選任・解任委員選任について
・第5号議案　社会福祉法人さざなみ会評議員選任・解任委員会運営細則について

・第6号議案　社会福祉法人さざなみ会評議員候補者推薦について

・第7号議案　社会福祉法人さざなみ会役員等報酬および費用弁償規程の変更につ

いて
・第8号議案　社会福祉法人さざなみ会姉川の里施設長の選任について

第3回（平成29年3月21日）
・第9　号議案　社会福祉法人さざなみ会平成28年度補正予算について

・第10号議案　社会福祉法人さざなみ会平成29年度予算について

・第11号議案　社会福祉法人さざなみ会平成29年度事業計画について

・第12号議案　社会福祉法人さざなみ会定款細則改定について

・第13号議案　社会福祉法人さざなみ会経理規程改定について

・第14号議案　社会福祉法人さざなみ会給与規則改定について

・第15号議案　社会福祉法人さざなみ会さざなみ苑ディサービスセンター彦根市

介護予防・日常生活支援総合事業指定第一号通所事業（通所型サー
ビスA）運営規定の制定について

・第16号議案　社会福祉法人さざなみ会評議員候補者追加推薦について

3．評議員会開催状況

第1回（平成28年5月27日）
・第1号議案　平成27年社会福祉法人さざなみ会事業報告について

・第2号議案　平成27年度社会福祉法人さざなみ会決算報告について

監事監査報告

第2回（平成28年12月20日）
・第3号議案　社会福祉法人さざなみ会定款の変更について
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第3回（平成29年3月21日）
・第4号議案　社会福祉法人さざなみ会「平成28年度補正予算」について

・第5号議案　社会福祉法人さざなみ会「平成29年度予算」について
・第6号議案　社会福祉法人さざなみ会「平成29年度事業計画」について
・第7号議案　社会福祉法人さざなみ会理事選任について

4．評議員選任解任委員会開催
・平成29年3月27日

5．監事監査状況
・平成29年5月26日　平成28年度監査



平成28年度　さざなみ会事業報告

特別養護老人ホームさざなみ苑（従来型）部門

1．利用実績・稼働率　※定員50名 
4月 店ﾈ��6月 度ﾈ��8月 祷ﾈ��10月 ���ﾈ��12月 ��ﾈ��2月 �8ﾈ��平均 

延べ人数 ��C���1445 ��3cr�1426 ��CC��1423 ��CC2�1442 ��Cs��1478 ��3Sr�1517 ��C3b�

28年度％ 涛8�CC��93．22 涛��C�2�92．00 涛8�CC��94．86 涛8�C���96．13 涛X�CC��95．35 涛h�C�"�97．87 涛H�CC��

27年度％ 涛8�C���96．06 涛x�3���95，74 涛��CC��98．46 涛��CCR�96．13 涛X�Cc��94．38 涛X�CS��93、61 涛h�C#R�

100．00 98．00 96．00 94，00 92．00 90．00 88．00 86．00 ��

御　　　　　　ノ』、L　／　　－ 

Y 

t　l　　　　l　　ll　　　t　I 4月　5月　6月　7月　8月　9月10月11月12月1月　2月　3月　平均 

確－28年度％　顔か27年度％ 

2．人退所、 ��8ｻR�
4月 店ﾈ��6月 度ﾈ��8月 祷ﾈ��10月 ���ﾈ��12月 ��ﾈ��2月 �8ﾈ��合計 

入所 �2�2 ���1 �2�0 ���1 �"�0 �2�1 ����

退所 �"�2 �"�3 ���0 �"�2 ���0 �"�1 ��r�

3．入院状況 
4月 店ﾈ��6月 度ﾈ��8月 祷ﾈ��10月 ���ﾈ��12月 ��ﾈ��2月 �8ﾈ��合計 

実人数 �2�4 澱�6 澱�4 �2�3 �2�3 ���1 鼎2�

延べ人数 �#r�61 鉄b�74 鉄b�77 �32�46 田"�60 迭�31 鉄モ�

4．利用者の状況（H29．3月末）

（1）介護度別
人数 乖Hﾘr�

要介護1 �"�4．1 

要介護2 迭�10．2 

要介護3 途�14．3 

要介護4 �#2�46．9 

要介護5 ��"�24．5 

合計 鼎�� 

平均介護度 �8�C�� 

（4）保険者別

（2）所得段階別
人数 

第1段階 釘�

第2段階 ��"�

第3段階 ��r�

第4段階 ��b�

合計 鼎��

彦根市 兔HﾋH�2�長浜市 儁仗�ﾘ譏��ﾘxﾇb�

3月末（人） 鼎2�4 ���1 鼎��

割合（％） 塔x�C��8，2 �(�C��2．0 ��

（3）年齢1性別
年齢 

最年少 田��

最年長 ���"�

平均 塔r�

性別 ��ﾉ�B�

男 唐�

女 鼎��

合計 鼎��
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平成28年度　さざなみ会事業報告

さざなみ苑ショートステイ部門

1．利用実績・稼働率　※定員20名 
4月 店ﾈ��6月 度ﾈ��8月 ��C佇��10月 ���ﾈ��12月 ��ﾈ��2月 �8ﾈ��平均 

延べ人数 鉄���522 鼎�2�474 鼎�2�503 鉄3��464 鼎sR�371 �3ヲ�391 鼎c��

28年度％ 塔h�CS��84．19 塔(�C�b�76．45 都��CS��83．83 塔X�CC��77．33 都h�Cc��59，83 田��CCb�63．06 都x�C�2�

27年度％ 田x�C�2�79．67 都X�C�b�73．22 塔��C���82．16 塔��CcB�86．16 都��Cs��78二38 都h�C#��81．61 都��C3��

100．00 95．00 90．00 85．00 80．00 75．00 70．00 65．00 60．00 flE、．00 ＿ノ。00 ��

二呈ご・－ 

．′　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／ 

g　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼　　　　　　　／ 

一睾 

1　　1111　　　　111 4月　5月　6月　7月　8月　9月10月11月12月1月　2月　3月　平均 

一匝－28年度％　車27年度％ 

2．利用者の状況（H29．3月末）

（1）介護度別
人数 乖Hﾘx���8�｢�

要支援1 ���0 

要支援2 ���1．72 

要介護1 唐�13．79 

要介護2 ��b�27．59 

要介護3 ��b�27．59 

要介護4 湯�15．52 

要介護5 唐�13．79 

合計 鉄�� 

平野介護度 �2� 

（4）保険者別

（2）所得段階別
人数 

第1段帽 �2�

第2段階 唐�

第3段帽 ����

第4段隔 �3b�

合計 鉄��

（3）年齢・性別
年齢 

最年少 田��

最年長 �����

平均 塔��CSR�

性別 ��ﾉ�B�

男 ����

女 鼎r�

合計 鉄��

彦根市 兔HﾋH�2�長浜市 儁仗�ﾘ譎dﾈｻﾙ*ﾂ�俘xﾇb�

3月末（人） 鉄B�2 �"�0 ���58 
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平成28年度　さざなみ会事業報告

さざなみ苑ディサービス部門

1．利用実績・稼働率　※定員35名
4月 店ﾈ��6月 度ﾈ��8月 祷ﾈ��10月 ���ﾈ��12月 ��ﾈ��2月 �8ﾈ��平均 

延べ人数 都�B�673 都���709 都3"�695 都���700 都�b�600 田���702 田���

28年度％ 都��CCb�73．95 都��C���77．91 都x�CCb�76．37 都��C���76．92 都H�Cs��68．57 都(�Cc��74．28 都X�CsR�

27年度％ 塔(�CS"�83．73 塔(�CsB�80．31 都X�C#r�77．25 都h�C�2�80．11 都��C���81．25 都��CC��73．33 都��C�R�

2．利用者の状況（H29．3月末）

（1）介護度別
人数 乖Hﾘx���8�｢�

要支援1 �"�2．5 

要支援2 澱�7．7 

要介護1 ��r�21．8 

要介護2 �#��25．6 

要介護3 ����24．3 

要介護4 唐�10．3 

要介護5 澱�7．7 

合計 都�� 

平均介護度 �(�CR� 

（4）保険者別

彦根市 兔HﾋH�2�長浜市 侈x､��合計 

3月末（人） 都"�2 �2�1 都��

割合（％） 涛(�C2�2．6 �8�C��1．3 ��

（3）年齢■性別
年齢 

最年少 都"�

最年長 �����

平均 塔r�

性別 ��ﾉ�B�

男 ��b�

女 田"�

合計 都��

＄

3月末葉人数



平成28年度さざなみ会事業報告

グループホームさざなみ苑部門

1．利用実績・稼働率　※定員9名 
4月 店ﾈ��6月 度ﾈ��8月 祷ﾈ��10月 ���ﾈ��12月 ��ﾈ��2月 �8ﾈ��平均 

延べ人数 �#cb�272 �#S2�273 �#c��270 �#s��270 �#s��263 �#S"�267 �#cr�

28年度％ 涛��CS��97，49 涛8�Cs��97．84 涛8�C���100．00 �����C���100．00 �����C���94．26 �����C���95．69 涛x�CSb�

27年度％ �����C���93．18 涛X�C�"�100．00 �����C���100．00 涛��C#��100．00 �����C���95．69 塔h�C途�95．69 涛h�C�B�

4月　5月　6月　7月　8月　9月　10月11月12月　1月　2月　3月　平均

率28年度％　車27年度％

2．人退所状況 
4月 店ﾈ��6月 度ﾈ��8月 祷ﾈ��10月 ���ﾈ��12月 ��ﾈ��2月 �8ﾈ��合計 

入所 ���0 ���0 ���0 ���0 ���1 ���0 �"�

退所 ���0 ���0 ���0 ���0 ���1 ���0 �"�

3．入院状況

延べ人数

4．利用者の状況（H29．3月末）

（1）介護度別
人数 乖Hﾘx���8�｢�

要支援2 ��� 

要介護1 ��� 

要介護2 釘�44．4 

要介護3 釘�44．4 

要介護4 ���11．1 

要介護5 ��� 

合計 湯� 

平均介護度 �(�Cr� 

（2）所得段階別 （3）年齢・性別
年齢 

最年少 都��

最年長 涛��

平均 塔��C��

性別 ��ﾉ�B�

男 ���

女 湯�

合計 湯�

官

3月末実人数
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平成28年度　さざなみ会事業報告

さざなみ苑居宅介護支援センター部門

1．プラン件数
4月 店ﾈ��6月 度ﾈ��8月 祷ﾈ��10月 ���ﾈ��12月 ��ﾈ��2月 �8ﾈ��平均 

28年度 田��60 田��60 鉄��59 鉄r�58 鉄r�60 田2�59 鉄��

27年度 田2�56 鉄��55 田��62 鉄r�59 田��56 鉄��56 鉄��

2．利用者の状況（H29．3月末）

介護度別
人数 乖Hﾘx���8�｢�

要介護1 �#��34 

要介護2 ��R�26 

要介護3 ��2�22 

要介護4 澱�10 

要介護5 迭�8 

合計 鉄�� 

平均介護度 �(�C2� 

年齢・性別
年齢 

最年少 鉄��

最年長 涛R�

平均 塔2�

性別 ��ﾉ�B�

男 �#R�

女 �3B�

合計 鉄��

3月末実人数
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平成28年度さざなみ会事業報告

特別養護老人ホームさざなみ苑（ユニット型）部門

11葉蘭巨豪働率　※定員40名 
4月 店ﾈ��6月 度ﾈ��8月 祷ﾈ��10月 ���ﾈ��12月 ��ﾈ��2月 �8ﾈ��平均 

延べ人数 28年度％ 27年度％ ���sb�1236 ���c��1181 ��##"�1190 ��#�R�1174 ���ヲ�1195 ������1217 ���モ�

9800 涛田r�9741 涛S#��9854 涛��b�97．20 涛x�C�2�95．90 涛h�C3r�98．20 涛��C�B�97．64 

98．41 涛x�C���96．66 涛H�Ccr�93．95 涛��C���96．37 涛x�C�b�98．14 涛X�33"�98．44 涛X�CC��96．04 

2．人退所－ ��8ｻR�
4月 店ﾈ��6月 途�8月 湯�10月 ����12月 ��ﾈ��2月 �8ﾈ��合呂 

入所 ���0 ���0 ���0 ���0 �"�2 ���1 唐�

退所 ���0 ���0 ���0 ���1 �2�0 ���3 湯�

3．入院、’況 
4月 店ﾈ��6月 度ﾈ��8月 祷ﾈ��10月 ���ﾈ��12月 ��ﾈ��2月 �8ﾈ��合冨 

実人数 ���0 �"�2 �"�1 �"�1 �"�1 �"�0 ��b�

延べ人数 ��R�0 �#��59 ��2�4 �#��10 澱�13 唐�0 ��s��

4．利用者の状況（H29．3月末）

（1）介護度別 
人数 乖Hﾘx���8�｢�

鼓ノi、護1 �"�5 

要介護2 迭�13 

要介護3 ����29 

要介護4 ����26 

要介護5 ����26 

合計 �3�� 

平均介護度 �8�CSR� 

（4）保険者別

（2）所得段階別
人数 

第1段悔 ���

第2段愕 �2�

第3段階 �#"�

第4段脂 ��2�

合計 �3��

（3）年歯 凩����ｹ¥｢�

年齢 

最年少 田r�

最年長 �����

平均 塔h�C��

性別 ��ﾉ�B�

男 途�

女 �3��

合計 �3��

彦根市 兔HﾋH�2�長浜市 儁仗�ﾘ謦�豊郷町 ��合計 

3月末（人〉 �#��3 釘�1 ��� �3��

割合（％） 都b�7 ����3 �2� ��

9

3月末実人数 
年齢 ��ﾉ�B�
～59 ���

60′〉69 ���

70′〉79 迭�

80′〉89 ��B�

90～99 ��r�

100′） ���

合計 �3��



平成28年度　さざなみ会事業報告

特別養護老人ホーム姉川の里部門

1．利用実績■稼働率　※定員40名
4月 店ﾈ��6月 度ﾈ��8月 祷ﾈ��10月 ���ﾈ��12月 ��ﾈ��2月 �8ﾈ��平均 

延べ人数 塔���825 塔#b�918 涛3��890 涛���890 塔迭�900 塔#"�918 塔ィ�

28年度％ 涛x�Csr�88．70 涛��3sr�98．70 �����C���98．88 涛x�Cィ�98．88 涛h�C#2�96．77 涛x�Cコ�98．70 涛h�Cィ�

27年度％ 涛��C���99．03 涛h�CSR�94．73 涛��CC��99．33 涛x�Cィ�90．88 涛(�CCr�93．76 涛x�C���95．16 涛h�C#b�

2．人退所状況
4月 店ﾈ��6月 度ﾈ��8月 祷ﾈ��10月 ���ﾈ��12月 ��ﾈ��2月 �8ﾈ��合計 

入所 ���0 ���2 ���0 ���0 ���1 ���1 途�

退所 ���0 �"�1 ���0 ���1 ���0 ���1 澱�

3．入院状況
4月 店ﾈ��6月 度ﾈ��8月 祷ﾈ��10月 ���ﾈ��12月 ��ﾈ��2月 �8ﾈ��合計 

実人数 �2�4 釘�1 ���1 �"�2 ���2 �"�2 �#B�

延べ人数 ��r�105 田R�4 ���10 �#��9 ��B�24 ����12 �#唐�

4．利用者の状況（H29，3月末）

（1）介護度別
人数 乖Hﾘx���8�｢�

要介護1 ���3．3 

要介護2 ���3．3 

要介護3 唐�26．7 

要介護4 唐�26．7 

要介護5 ��"�40 

合計 �3�� 

平均介護度 �8�C途� 

（4）保険者別

（2）所得段階別
人数 

第1段階 ���

第2段帽 澱�

第3段帽 ��B�

第4段帽 ����

合計 �3��

長浜市 兔HﾋH�2�彦根市 俘xﾇb�

3月末（人） �#b�2 �"�30 

（3）年齢・性別
年齢 

最年少 都"�

最年長 涛r�

平均 塔h�C2�

性別 ��ﾉ�B�

男 釘�

女 �#b�

合計 �3��

旦0

3月末実人数

…・＼－1



平成28年度　さざなみ会事業報告

ケアセンター姉川の里部門

2．利用者の状況（H29．3月末）

介護度別 ��

人数 乖Hﾘx���8�｢�

要支援1 ���5．3 

要支援2 �"�10．50 

要介護1 迭�26．30 

要介護2 迭�26．30 

要介護3 �"�10．50 

要介護4 釘�21．05 

要介護5 ���0．00 

合計 ���� 

平均介護度 �(�C2� 

年齢・性別
年齢 

最年少 都b�

最年長 涛��

平均 塔r�

性別 ��ﾉ�B�

男 迭�

女 ��B�

合計 ����

乱星



平成28年度　さざなみ会事業報告

グループホーム姉川の里部門

1，利用実績■稼働率　※定員9名 
4月 店ﾈ��6月 度ﾈ��8月 祷ﾈ��10月 ���ﾈ��12月 ��ﾈ��2月 �8ﾈ��平均 

延べ人数 �#s��279 �#s��279 �#s��270 �#s��265 �#s��279 �#S"�275 �#s2�

28年度％ �����C���100．00 �����C���100．00 �����C���100．00 �����C���98．14 �����C���100．00 �����C���98．56 涛��Cs2�

27年度％ �����C���96．77 涛h�C#��94．26 塔��C3b�97．03 �����C���100．00 �����C���99．64 涛��CCb�100．00 涛h�C唐�

2．人退所状況
4月 店ﾈ��6月 度ﾈ��8月 祷ﾈ��10月 ���ﾈ��12月 ��ﾈ��2月 �8ﾈ��合計 

入所 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���2 �"�

退所 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���2 �"�

3．入院状況
4月 店ﾈ��6月 度ﾈ��8月 祷ﾈ��10月 ���ﾈ��12月 ��ﾈ��2月 �8ﾈ��合計 

実人数 ���0 ���0 ���0 ���1 ���0 ���0 ���

延べ人数 ���0 ���0 ���0 ���5 ���0 ���0 迭�

4．利用者の状況（H29．3月末）
（1）介護度別

人数 乖Hﾘx���8�｢�

要支援2 ���1．1 

要介護1 �2�3．3 

要介護2 ���1．1 

要介護3 �"�2．2 

要介護4 ���1．1 

要介護5 ���1．1 

合計 湯� 

平均介護度 �� 

（4）保険者別

長浜市 俘xﾇb�

3月末（人） 湯�9 

割合（％） ����� 

（2）所得段階別

対象なし

（3）年齢・性別
年齢 

最年少 塔"�

最年長 涛B�

平均 塔r�

性別 ��ﾉ�B�

男 ���

女 唐�

合計 湯�

置詔

3月末実人数



平成28年度　さざなみ会事業報告

職員配置状況（さざなみ苑）

1．職員配置状況（h29年3月末）

施 倬b����;hﾝﾒ�?ｩiB�轤���b�ｨ��管 理 ���機 能 訓 豫R�ﾎﾂ�ｧr�､ﾂ����ﾎﾂ�ｻ��､ﾂ���｢�歯 科 ����+ｲ���H�ｨ�B��ﾘ5"�ﾇb�
訊 己又 冖���r���｢�栄 冽ｲ�練 劔��R�衛 �5ﾒ��,ﾂ�

長 �R���｢����､ﾂ��&ｲ�蹴�養 士 俶ﾒ�指 導 員 劔�2�生 士 俶ﾒ���ﾂ�

常 勤 ��ﾒ�ｼ��非 常 勤 ��ﾒ�ｼ��非 常 勤 ��ﾒ�ｼ��常 勤 ��ﾒ�ｼ��常 勤 ��ﾒ�ｼ��非 常 勤 ��ﾒ�ｼ��非 常 勤 儖���ﾒ�ｼ��非 常 勤 ��ﾒ�ｼ��非 常 勤 ��ﾒ�ｼ��非 常 勤 

共 通 們��ﾉ�B�1 釘�1 �� ��2 �� �� �� ��1 ���1 �"�2 ��R�

常勤換算 ���4 ���Cb� �� �"� �� �� �� ���C��1 ���CR�2 ���C"�12 

「が●1号 ㍉痘 們��ﾉ�B� �� ��� ��� ��（1） �"�1 ��2�4 �� �� �� �#"�

常勤換算 �� ��1 ��1 �� ���C��2 ���Cr�13 �8�C"� �� �� ��21 

ユ ツ ト 們��ﾉ�B� �� �����｢� ��� ��（1） �"� ��r�4 �� �� �� �#B�

常勤換算 �� ��0．5 ��0．4 �� ���C��1．7 ��17 �(�C2� �� �� ��22 

短 期 入 所 們��ﾉ�B� �� �� ��� ��（1） ��� 湯� �� �� �� ����

常勤換算 �� �� ��1 �� ���C��1 ��9 �� �� �� ��11 

適 所 們��ﾉ�B� �� �� ��� ��（1） ���1 唐�7 �� �� �� ����

常勤換算 �� �� ��1 �� ���C��0．9 ���C"�7．9 �8�CB� �� �� ��14 

G H 們��ﾉ�B� �� ��（1） �� �� �� 途�2 �� �� �� 湯�

常勤換算 �� �� ���S�� �� �� ��7 ���C2� �� �� ��8．4 

■‾‾＝Ⅰ 一占 們��ﾉ�B� �� �"� �� �� �� �� �� �� �� �"�

常勤換算 �� ��1．9 �� �� �� �� �� �� �� ��1．9 

職員採用■退職状況（全職員）

4月 店ﾈ��6月 度ﾈ��8月 祷ﾈ��10 ����12 ��ﾈ��2月 �8ﾈ��計 

採用 �2�1 �"�0 ���1 ���1 ���2 ���0 ��"�

退職 ���1 ���0 ���1 ���1 �"�4 ���1 ��"�

職員採用・退職状況（介護職員）

4月 店ﾈ��6月 度ﾈ��8月 祷ﾈ��10 ����12 ��ﾈ��2月 �8ﾈ��計 

採用 �2�1 ���0 ���0 ���1 ���2 ���0 湯�

退職 ���0 ���0 ���1 ���1 ���3 ���1 湯�

盈8



平成28年度　さざなみ会事業報告

職員配置状況（姉川の里）

1．職員配置状況（h29年3月末）

施 倬b����ﾎﾂ�轤���b�ｨ��管 理 ���機 能 訓 豫R�ﾎﾂ�ﾈ"�､ﾂ����ﾎﾂ�ｻ��､ﾂ���｢�歯 科 ����+ｲ��ｩ<ｨ���ﾏｲ�ﾇb�
・≡′L B又 冖���r���｢�栄 冽ｲ�練 劔��R�衛 �5ﾒ��,ﾂ�

長 ��ﾈ���｢�､ﾂ���｢����､ﾂ��&ｲ�蹴�養 士 俶ﾒ�指 導 員 劔�2�生 士 俶ﾒ���ﾂ�

常 勤 ��ﾒ�ｼ��非 常 勤 ��ﾒ�ｼ��非 常 勤 ��ﾒ�ｼ��常 勤 ��ﾒ�ｼ��常 勤 ��ﾒ�ｼ��非 常 勤 ��ﾒ�ｼ��非 常 勤 儖���ﾒ�ｼ��非 常 勤 ��ﾒ�ｼ��非 常 勤 ��ﾒ�ｼ��非 常 勤 

共 通 們��ﾉ�B�1 ��� �� �� �� �� �� ��1 �� �� �2�

常勤換算 ��1 �� �� �� �� �� �� ���C�� �� ��1．1 

特 養 們��ﾉ�B�（1） �� ��� ���1 ��（1） �"�（1） ��H����｢�1 �� �� ��1（1） �6������vH�R�#��

常勤換算 ���CR� ��0．5 ��1 ��� ���C��1．9 ���C��14．5 ���C�� �� �� ���Cr�

小 規 模 們��ﾉ�B�1 �� �����｢� �� �� ��1 湯�1 �� ��1 �� ��2�

常勤換算 ���CB� ��0．4 �� �� �� ���CB�8．6 ���CB� �� ���C"� ��10 

G H 們��ﾉ�B�（1） �� ������｢� �� �� ��（1） 店��(�｢�1（1） �� �� �� 途�

常勤換算 ���CR� ��1 �� �� �� ���CB�5．6 ���C�� �� �� ��8．6 

職員採用・退職状況（全職員）

4月 店ﾈ��6月 度ﾈ��8月 祷ﾈ��10 ����12 ��ﾈ��2月 �8ﾈ��計 

採用 �"�0 ���0 ���2 ���0 ���0 ���1 迭�

退職 ���1 ���1 �"�0 ���0 ���0 ���1 澱�

職員採用・退職状況（介護職員）

4月 店ﾈ��6月 度ﾈ��8月 祷ﾈ��10 ����12 ��ﾈ��2月 �8ﾈ��計 

採用 �"�0 ���0 ���2 ���0 ���0 ���1 迭�

退職 ���1 ���1 �"�0 ���0 ���0 ���1 澱�

量感


