
 

 

 

 

 

 

 

 

 

枚方市デイサービス連絡協議会 
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議   案 

第 1号議案   ２０２０年度 事業報告 

第 2号議案   ２０２０年度 決算報告 

２０２０年度 監査報告 

第 3号議案   ２０２１年度 事業計画（案） 

第 4号議案   ２０２１年度 収支予算（案） 

第 5号議案   ２０２１年度 役員選考（案） 

 

 
 



第 1号議案 ２０２０年度 事業報告 

 

～会員事業所一覧冊子 作成及び配布～ 

内 容     会員事業所一覧冊子 

（～私たちのデイサービスを紹介します～）2020.Vol.6 

日 時    2020年 11月 1日発行 

掲載事業所  パンフレット掲載  78事業所 

       事業所データ掲載  88事業所 

配 布    会員事業所・居宅介護支援事業所・地域包括支援センター・医療機関等 

 

  今年度当初は、新型コロナウイルス感染予防および対策のため、集合しての研修会 

  ができない状況であったため、前期の協議会活動として以前より要望の多かった 

  会員事業所一覧冊子の作成を行いました。 

  ５月より会員事業所様に記入用紙等を配布し、パンフレットデータ収集等を 

  同時進行にてすすめ、８月末までに各事業所様から情報を集めることができました。 

  編集作業を経て、１１月に発行することができ、会員事業所・居宅介護支援事業所・ 

  地域包括支援センター・医療機関等に配布させていただきました。 

  前回発行から約４年ぶりの改訂ということで、各事業所様で有用にご活用していた 

  だいているとご報告をいただいています。ご協力いただきました会員事業所様には 

大変御礼申し上げます。 

 

 

 

～ 第１回枚方市デイサービス連絡協議会 研修会 ～ 

内 容  「新型コロナウイルス等、感染症の対策と対応」～みんなでのりきろう～ 

日 時  2020年 12月 18日（金）19:00～21:00 

場 所  メセナひらかた 6階 大会議室 

参加者  会員事業所、非会員事業所 

講師に医師博士(医学)労働衛生コンサルタントの大原賢了氏をお招きし、講義を行っていただく予定で話

をすすめてまいりました。多数の参加希望がありましたが枚方市関連の施設が閉鎖となり、やむなく開催

中止となってしまいました。研修会は中止となりましたが、研修会で使用予定の資料を、会員事業所等、

出席予定事業所へ配布させていただきました。 

 

 



 

～第 2回枚方市デイサービス連絡協議会 研修会～ 

内 容  介護保険改訂セミナー（寝屋川市 絆の会共催） 

日 時  3月 11日（水） 19:00 ～ 20:30 

場 所  オンライン（Zoom） 

参加者  約 80事業所（100名）・・・寝屋川事業所含む 

講 師  小室貴之様（楓の風代表）  

   

デイサービス連絡協議会として、初のオンラインでの開催となった。役員自体もコロナ対策の為、 

集まることが出来ない環境の中、オンラインでの打ち合わせが続いた。しかし、世情を反映してか、参加

事業所も大半の事業所がオンラインに対して、抵抗なく受け入れてくださった。オンラインのメリットと

して、移動時間の手間や、場所を確保する必要がなく、経費削減にはつながった。また、自宅からでもセ

ミナーに参加できるというメリットが大きかったのか、多くの方が出席して下さった。 

同時に、寝屋川市 絆の会と共催という形を取り、市町村の枠を超えて、連携することが出来た。 

連携という新しい事にも挑戦することができ、さらなる連携の第一歩となった。 

 

～ 2020年度事業報告 まとめ ～ 

今年度は、4年振りに会員事業所一覧冊子の制作、発行を行いました。一覧冊子は会員事業所、 

居宅介護支援事業所、医療機関、枚方市地域包括支援センターに送付させて頂いています。 

ケアマネージャー様におきましてご好評頂き活用して頂けていると伺っています。 

年末になんとか第一回協議会「新型コロナウイルス等、感染症の対策と対応」を企画致しましたが、 

新型コロナウイルス蔓延の影響を受け残念ながら中止せざるを得ない状況になってしまいました。 

そのことを踏まえ第二回協議会「介護保険制度改正とデイサービス運営」は当協議会として初めて 

ｚｏｏｍでの開催を行いました。初めてのことで戸惑いもありましたが、色々な意味で次年度に 

繋がる研修会が行えたものと思います。 

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。 

2021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 ２０２０年度 決算報告 

 

2020 年度 会員数 75 法人加入   

収入の部 

年会費 加入法人 380,000  5,000×76 法人 

事業収入 研修会参加費 1,000  

  第 2 回協議会共催費    

     （寝屋川絆の会より） 30,000  

受取利子   2    

昨年度（2019 年度）繰越金   332,733    

小計 743,735   

支出の部 

第 1 回協議会 感染症対策 0 開催中止の為 

    

第２回協議会 介護保険改定セミナー 100,000 講師料 

     

  440 手数料 

デイ協一覧冊子  129,195 冊子代 

  440 手数料 

    

その他 通信費 51,072 各種案内 発送料 

 役員会経費 12,500 役員会（定例会 6 回） 

 事務局経費 57,581 事務用品・印刷代 

    

    

    

      

    

    

    

小計  351,228  

収支残高      次年度（2021 年度）繰越金 392,507 収入-支出 

   

 

 

 



 ２０２０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  橋田 優樹  殿 

                    2021年 4月 1日 

                               監事  鬼村 征和  印  

 

監査の実施について 

当連絡協議会 2020年度（2020年 4月 1日から 2021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    2021年 4月 1日  

  （２）監査の場所     デイサービスセンターきずな   

  （３）監査の立会人    橋田 優樹    （会長） 

上原 博樹    （事務局長） 

               鬼村 征和    （監事） 

 常 隼人     （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、新型コロナウイルスの影響により予定通り進まない面もあったが、

内容は有意義で、実際のサービスに対して、直結する内容も多かった。 

  2020 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 

    2020 年度は、2021 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  ２０２１年度 事業計画（案） 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 4号議案 ２０２１年度 収支予算 

 

収入の部    

科目 摘要欄 

会費 年会費 375,000  １法人 年会費 5,000×75 法人 

    

        

        

昨年度繰越金   392,507 2020 度繰越金 

小計 767,507    

    

支出の部    

科目 摘要欄 

総会費 一式 50,000  会場費・講演費等 

事業費 研修費 450,000  講師料・交通費・諸経費 

  会場費 50,000  会場費・会場備品 

     

      

管理費 通信費 50,000  各種案内発送料 

  雑費 167,507  
事務用品・役員会費・ 

各種印刷物経費・事務局諸経費等 

     

小計 767,507    

    

収支差額（収入－支出） 0   

次年度繰越金額 0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 5号議案   ２０２１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） 

 

  

常 隼人     デイサービス喜楽家枚方公園       （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） 

 

 

嶋田 昌樹    はなまるデイサービス東香里       （事務局） 

 

 

水井 裕介     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    

 

 

赤穂 佳一    デイサービス福太郎           （会 計） 

 

 

野上 一彦    デイサービスルアナガーデン       （監 事） 

 

 

小杉 朋広    デイサービスこまり           （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） 

 

 

 

 

 

 


