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第 1号議案 ２０１９年度 事業報告 

 

 

～ 第１回枚方市デイサービス連絡協議会 研修会 ～ 

内 容  認知症研修（映画上映会）「ぼけますから、よろしくお願いします。」 

日 時  2019年 8月 7日（水） 18：45～21：00 

場 所  輝きプラザきらら 7階 大研修室 

参加者   25事業所   63名 

デイサービス連絡協議会では初となる映画の上映会を行った。今回は初の取り組みだったので、心配なと

ころもあったが、多くの方の参加があり、各事業所、一介護士として、認知症になった本人、支える家族

の心境、サービスを提供する側はどんなサポートをして行けば良いか、感じられたのではないかと思う。

認知症になった本人の不安や家族の気持ち、そして家族の葛藤や支える側の悩み、普段見えないところが

この映画には見えたと思う。映画を通して認知症とは何か、私たちデイサービスのスタッフがどうすれば

その家族を支えることができるのかを考える良い機会となった。 

 

 

～第 2回枚方市デイサービス連絡協議会 研修会～ 

内 容  レクネタ万博 

日 時  2019年 12月 5日（木） 19：00～21：00 

場 所  メセナひらかた 2階 多目的ホール 

参加者    21事業所   45名 

協力事業所  枚方市総合福祉会館デイサービスセンター ／ はなまるデイサービス東香里 

気軽に集えるミニデイサービスきらく会 ／ リハビリデイサービス nagomi枚方小倉店 

              かんでんライフサポート堂山公園デイサービスセンター 

 

当日は、５つのグループに分かれて上記５事業所が展開するレクリエーションを参加者が利用者の目線に

なって体験していただいた。 

内容には、今までのアンケートでも「研修をしてほしい」との希望が多かった運動・体操系のレクリエー

ションとして“棒体操”“ボクササイズ”“デュアルタスク”の３つをラインナップした。今回、参加さ

れた事業所の中には、「毎日のサービスや書類作成に追われ、日々サービスとして展開しているレクリエ

ーションや健康体操がマンネリ化している」といった事業所が多く、参加者はメモを片手にひた向きに参

加していただけた。また、普段は顔を合わせる機会も少ないが、５つのレクリエーションを体験していく

中で、自然とコミュニケーションが増え、自事業所での工夫や悩みを話し合う姿が見られた。 

今後も定期的にこのような会を開催し、現場スタッフ向きの情報交換の場としても活用していきたいと 

考える。 

 



～第 3回枚方市デイサービス連絡協議会 研修会～ 

内 容  「楽ワザ」セミナー in 枚方 

日 時  2020年 2月 20日 18：45～20：45 

場 所  メセナひらかた 6階 大会議室 

参加者   25事業所   64名 

講 師  青山 幸広氏（ケア・プロデュース ＲＸ組） 

 

予想よりも参加人数は少なかったものの、結果的に実技研修を行う上で丁度良い人数であったように思い

ます。スタートは介護事例でした。今回は以前に比べ座学時間が長かったのですが、後半の実技の時に学

んだ技術が介護事例の成功に役立っていたことが理解り、繋がり、座学、実技を通して介護の楽しさ、介

護の可能性について学びました。会場中笑顔が溢れ、笑い声が響き、楽しく学んだ 2時間でした。 

 

 

 

その他活動報告 

  ◎介護予防・日常生活支援総合事業の基盤整備における第１層協議体参加 

  ◎介護事業者研究会（他職種連携）打ち合わせ会議参加 

  ◎関西医科大学看護学部 通所介護施設への実習先斡旋協力 

   

 

 

 

～ 2019年度事業報告 まとめ ～ 

  

今年度は、昨年度からのアンケートをもとにご意見の多かった、「認知症」、「レクリエーション」、 

「介護技術」を取り上げた研修会を企画いたしました。 

なかでも、第 1回協議会として、認知症を題材にした映画上映会はデイサービス連絡協議会としての初の

試みでございましたが、日ごろの認知症研修とはまた違う、「映画」として見ることで、認知症の方の心

のメッセージが講義を聞くよりも直接よく響いた、とても良い研修会になったかと思っております。 

また、第 2回協議会ではレクネタの発表の 5年ぶりの復活や、第 3回協議会では、以前の研修会でも好評

だった介護技術「楽ワザ」の紹介及び実践を楽しく学ぶことができました。 

研修会以外の活動としては、枚方市の介護事業にかかわる他職種団体との連携を図る場として、枚方市 

介護事業者研究会にも当連絡協議会は参画しております。デイサービス事業だけではなく、枚方市の介護

事業をより良く発展させるべく、多職種の方々のご意見も頂戴しながら今後のデイサービス連絡協議会の

運営にまい進してまいりたいと思います。 

2020年度も、会員事業所の皆様にとって有意義になる研修会等を企画できればと思っております。 

以上 



第 2号議案 ２０１９年度 決算報告 

 

2019 年度 会員数  69 法人加入 
  

収入の部 

年会費 加入法人 345,000 5,000 円×69 法人 

事業収入 研修会参加費 6,000  1,000 円×6 人 

  
 

    

受取利子   6    

昨年度（Ｈ30 年度）繰越金   386,767    

小計 737,773    

支出の部 

第１回協議会 認知症映画上映会 10,600   会場費（付属品代金込み） 

 
  66,852 映画上映権料及び諸費 

第 2 回協議会 レクネタ万博  11,200 会場費（付属品代金込み） 

      1,441 飲み物代等 

第 3 回協議会 「楽ワザ」セミナー 13,200  会場費（付属品代金込み） 

  100,000 講師料 

    2,769 水差し・手土産等 

総会 第 13 回通常総会 4,100 会場費（付属品代込み） 

  基調講演 100,000 講師料 

その他 通信費 40,045 各種案内 発送料 

  役員会経費 15,000  役員会（定例会 7 回） 

  事務局経費 39,833  事務用品・印刷代等 

    

      

    

    

    

    

小計 405,040    

収支残高      次年度（2020 年度）繰越金 332,733 収入-支出 

 

 

 

 

 



 ２０１９年度 監査報告 

監査報告書（監事講評） 

  枚方市デイサービス連絡協議会 

    会長  鬼村 征和  殿 

                    2020年 4月 20日 

                              監事  赤穂 佳一 印 

 

 

監査の実施について 

当連絡協議会 2019年度（2019年 4月 1日から 2020年 3月 31日まで）の事業収支報告に 

ついて会則に基づき下記のよう行いましたのでご報告いたします。 

 

  （１）監査の実施日    2020年 4月 18日  

  （２）監査の場所     医療法人田中外科デイサービスリハボ   

  （３）監査の立会人    鬼村 征和    （会長） 

橋田 優樹    （事務局長） 

               赤穂 佳一    （監事） 

               野上 一彦    （監事） 

               嶋田 昌樹    （会計） 

    （４）監事講評 

１、事業の執行について 

  事業計画については、当初の予定通りに実施され、又、内容も有意義で、実際のサービス

に対して、直結する内容も多かった。 

  2019 年度も、事業計画・事業実行とも皆様に協力いただきながら、良好な年度であった

と思います。 

 

        ２、予算の執行と会計処理について 

会員事業所の貴重な会費で成り立つ予算の執行は適正であり、会計処理も帳簿・現金を

照合し適正に処理されていることを確認致しました。 

 

    ３、繰越金について 

    2019 年度は、2020 年度への繰越金を保金しております。理由として、事業運営費等の

企画のためにという計画で推移しております。 



第 3号議案  2020年度 事業計画 

 

 

枚方市デイサービス連絡協議会は、会則の目的を遂行する為に次の事業を行う。 

 

Ⅰ. 基本指針 

   「 集まろう！ 学ぼう！ 繋がり合おう！ 」 

      枚方市デイサービス連絡協議会を通じて、更なる事業所同士の連携、専門性の向上等に

より、安心してご利用者様・ご家族様・介護に携わるもの全てにおいてプラスとなるよ

うな機関を目指し、研修会・情報交換の場の提供等、積極的な活動を展開していく。 

 

Ⅱ. 事業方針 

協議会として、組織強化及び質の高いサービスの実現を目指した事業を推進していく。

又、情報の発信の場となり会員事業所様へ、より多くの情報等をお伝えできるように

事業を遂行する。 

     

    1） 通常総会（年１回） 

    2） 各行政機関との連携、または要請・要望 

    3） 他職種の職能団体との連携、他職種合同の研修会の開催 

    4） 研修会・講演会等の運営      【年複数回】 

        ①デイサービスの質の向上を目指した内容 

        ②介護保険制度や福祉・行政・制度等の理解を深める内容 

        ③職員の皆様のモチベーション向上を目的とした内容 

5) 共に友好を深め、ストレスを発散し分かり合える交流会 

6) デイサービス運営等のための情報発信 

1.ホームページ管理・更新 

2.郵送・FAX等による情報提供 

 

Ⅲ． 枚方市デイサービス連絡協議会 会員事業所一覧冊子作製 

     2020年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、上半期の研修会等の開催が 

    難しい状況となっております。研修会開催等の自粛期間を利用して、以前よりご要望が 

    多くありました「会員事業所一覧冊子」の作製をおこない、会員事業所及び枚方市包括 

支援センター・居宅介護支援事業所・医療機関等に配布いたします。 

 会員事業所のそれぞれの取り組みや体制などが簡単に把握できるツールとしてご活用 

していただけるものを、会員事業所と連携して作製していきます。 

    

 



第 4号議案  ２０２０年度 収支予算 

 

収入の部 
   

科目 摘要欄 

会費 年会費 300,000  １法人 年会費 5,000×60 法人 

  
  

 
        

        

昨年度繰越金   332,733  2019 年度繰越金 

小計 632,733    

    
支出の部 

   
科目 摘要欄 

総会費 一式 50,000  会場費・基調講演費等 

事業費 研修費 250,000  講師料・交通費・諸経費・ 

  会場費 50,000  会場費・会場備品 

 事業所一覧冊子作製費 180,000 事業所一覧冊子作製費及び諸費 

管理費 通信費 50,000  各種案内発送料 

 雑費 52,733  事務用品・役員会費・各種印刷物経費・事務局諸経費等 

    

     

小計 632,733  
 

    
収支差額（収入－支出） 0 

 
次年度繰越金額 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 5号議案   ２０２０年度 役員選考 

 

役員候補者氏名  

        

 

橋田 優樹    デイサービスセンターきずな       （会 長） 

 

 

野上 一彦    デイサービスルアナガーデン       （副会長） 

 

 

上原 博樹    リハビリデイサービス nagomi 枚方小倉店 （事務局長） 

 

 

赤穂 佳一    デイサービス福太郎           （事務局） 

 

 

櫻木 淳     かんでんライフサポート         （事務局） 

堂山公園デイサービスセンター    

 

嶋田 昌樹    はなまるデイサービス東香里       （会 計） 

 

 

常 隼人     デイサービス喜楽家枚方公園       （監 事） 

 

 

鬼村 征和    医療法人田中外科デイサービスリハボ   （監 事） 

 

 

大西 祥子   枚方市健康福祉部 地域健康福祉室  

健康福祉総合相談担当   （顧 問） 

 

 

 

 

 

 


