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日 時：令和３年５月３１日（月） 

※新型コロナ感染症対策のため書面決議 
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令和３年度 総 会 
 

総会受付 

総会 

１．議 事  

第１号議案 令和２年度事業報告（案）について 

第２号議案 令和２年度収支決算報告（案）について 

第３号議案 令和３年度事業計画（案）について 

第４号議案 令和３年度収支予算（案）について 

第５号議案 規約の追記（案）について 

 

２．令和３年度滋賀県介護サービス事業者協議会連合会事業計画 

  ３．新入会員報告 

  ４．その他 
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第１号議案 令和２年度事業報告（案） 

〔総括〕 

今年度は新型コロナ感染症の感染拡大に伴い、従来通りの活動はできませんでしたが、コロ

ナ禍の計画外事業として協議会として大きく３点の活動を行いました。 

まず 1 つ目は感染症に対する取り組みを重点的に行いました。感染対策マニュアルを大津市

と作成し市内事業所へ周知するだけでなく、感染症により介護事業者が受けている現状と支援

の要望書を大津市長へ提出しました。大津市議会や担当部局との意見交換を重ね、結果的には

国の施策とは別枠で大津市独自の支援を設けて頂けることができました。またマスクの供給困

難な時期に寄付を頂き、会員事業所様への貸し出しや配布を行いました。 

２つ目は感染拡大時に事業所支援を行う滋賀県の施策「B-ICAT」の事務局として活動を行

いました。会員・非会員問わず大津市内の介護事業所様で発生した感染状況により応援派遣や

代替サービスへの対応を情報共有しながら他団体の関係者とともに取り組みました。 

３つ目は、例年行っている研修事業を「2021 年の介護報酬改定」についてオンラインとい

う初めての試みで実施しました。 

以下は従来通りの活動ではありますが、当協議会活動を幅広く市民の方々や、未加入事業者

の方々に理解いただけるように、テレビ CM やホームページを活用した広報活動を行いました。

組織力強化のために、滋賀県介護サービス事業者協議会連合会や他の介護サービス事業者協議

会との連携、当協議会会員間の更なる連携を進めてきました。それらについて詳細をご報告申

し上げます。 

 

〔事業報告〕 

１．令和２年度総会（書面決議へ変更） 

２．新型コロナ感染症関連事業 

  ・感染対策マニュアル作成 

  ・大津市への支援要望書提出及び意見交換 

  ・滋賀県「B-ICAT」の地域事務局活動 

３．研修事業 

〔テーマ〕 

『2021 年介護保険改正と報酬改正について』  

〔日 時〕 令和２年 1２月９日（水）1８：０0～１９：３0 

〔場 所〕 オンラインにて配信 

  〔講 師〕 シルバー産業新聞社 編集者 堀田護氏 

 

4．「介護する家族をサポート」ＣＭ企画（放映期間：令和３年 11 月２日～11 日） 

  １１月１１日の「介護の日」をきっかけに、介護する人、家族に対してのサポートに

ついて、びわ湖放送のＣＭを通じて訴え、理解と認識を深める公的キャンペーンを実施

する。 

 

5．滋賀県介護サービス事業者協議会連合会からの情報を会員に発信 

研修会等の発信（メールのみ） 
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６．滋賀県介護サービス事業者協議会連合会 役員会への出席（八田会長・北村副会長） 

      第１回 

       令和２年５月 

       ※新型コロナウイルス感染症予防の為、書面にての回答 

・令和２年度役員体制について 

・平成３１年度事業報告 

・平成３１年度収支決算について 

・各研修の担当協議会について 

・令和２年度事業計画について 

・令和２年度収支予算について 

・県関係団体委員について 

      第２回    

令和２年６月 22 日（月） 13:30～16:30 

滋賀県立長寿社会福祉センター 第１研修室 

・平成 31 年度事業計画、令和 2 年度事業計画における承認事項の確認 

・知事との対談について 

      第３回 

       令和 2 年 12 月 16 日（水）10：00～12：00 

       ・今後の予定 

       ・次年度の予定 

       ・その他 

第 4 回 

       令和 3 年 3 月 9 日（火）10：00～12：00 

       ・事務局就業規則について 

       ・次年度正副会長について 

       ・次年度事業について第１回 

 

8．理事会 

   第 １回 令和２年 6 月１２日（金） 旧大津公会堂 

   第 ２回 令和２年 7 月１７日（金） 旧大津公会堂 

   第 ３回 令和２年 ９月１７日（木） 旧大津公会堂 

   第 ４回 令和２年 ９月２０日（木） 旧大津公会堂 

   第 ５回 令和２年１０月２３日（金） 旧大津公会堂 

   第 ６回 令和２年 １２月３日（木） 旧大津公会堂 

   第 ７回 令和３年 １月２１日（木） 旧大津公会堂 

   第 ８回 令和３年 ２月１９日（金） オンライン 

   第 ９回 令和３年 ３月１９日（金） オンライン 
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第２号議案 令和２年度収支決算報告（案） 

期間：令和２年 4 月１日～令和３年３月３１日 

 収入の部 

 

 

 

 

項目 予算額 決算額 増減 備考 

会費 ８00,000 598,500 ―201,500 6０法人２賛助 

雑収入 0 7,654 7,654 協議会連合会・利息 

繰越金 1,357,257 1,357,257 ０   

助成金 70,000 ０ ―70,000   

合計 2,227,257 1,963,411 －263,846  

支出の部    

項目 予算額 決算額 増減 備考 

総会費用 150,000 ０   

研修会費用 300,000 55,770 244,230 講師料 

広報活動 150,000 110,550 39,450 
ＢＢＣ放送・ホームペー

ジ管理とその振込手数料 

協議会連合会拠出金 100,000 85,940 14,060  Ｒ２年度連合会会費 

理事会催費 ５0,000 840 49,160 
会場費・駐車料等 

駐車場回数券 

事務費 100,000 16,260 83,740 切手 

    予備費 1,377257 53,690 1,323,567 
交通費等 

ネットサーバー代金 

合計 2,227,257 323,050 1,904,207  

 

 

 

 

 

 

 

令和 2 年度総収入額    1,963,411 円 

令和 2 年度総支出額     323,050 円 

収  支  差  額   1,640,361 円（R３年度へ繰り越し） 
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第３号議案 令和３年度事業計画（案） 

  

令和２年度に引き続き、新型コロナ感染症の感染拡大のため、オンライン研修を主として

活動することとします。収束の目途が立てば集合型の事業も検討してけるよう柔軟に対応す

る予定です。また、滋賀県内での取り組みでもある「B-ICAT」の地域事務局として、継続

的に活動を行います。 

まだまだ感染症の脅威はおさまることなく、滋賀県も警戒ステージのままではありますが、

市民サービスの１つである介護事業を安心して利用して頂けるよう、会員の皆様方の事業所

におきましては引き続き十分な対策を講じながらの運営を宜しくお願い致します。 

 

 

 

（事業予定） 

 

令和３年５月１７日（月） 総会（書面決議）、オンライン研修 

 

令和３年８月頃      研修会 

 

令和３年１１月頃     研修会 

 

令和４年２月頃      研修会 

 

※感染症の状況により集合型の事業を検討していきます 

 

 

（通年） 

 

入会案内・ホームページを活用した会員拡大 

ホームページの活用による情報提供 

行政・担当部局との更なる連携強化 

B-ICAT 事務局 
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第４号議案 令和３年度収支予算案（案） 

期間：令和３年４月１日～令和４年３月３１日 

収入の部    

項目 前年度予算額 今年度予算額 増減 備考 

会 費 ８00,000 400,000 -400,000 ８０法人（特例会費） 

雑収入 0 0 0 
協議会連合会（前年実

績）・利息 

繰越金 1,357,257 1,640,361 283,104 令和２年度から 

助成金 70,000 70,000 ０ 研修開催助成金 

合計 2,227,257 2,110,361 -116,896  

支出の部    

項目 前年度予算額 今年度予算額 増減 備考 

総会費用等 150,000 150,000 0  会場費・お茶代 

研修費 300,000 ５00,000 200,000 
会場費・お茶代・講師料・

駐車料・視察費等 

広報活動 150,000 150,000 0 
ＢＢＣ放送・ホームペー

ジ管理とその振込手数料 

協議会連合拠出金 100,000 100,000 ０ 
約２００事業所（実績か

ら） 

理事会費 ５0,000 50,000 ０ 
会場費・駐車料等・ 

交通費 

事務費 100,000 100,000 0 
ｺﾋﾟｰ用紙・伝票・通信費

等・事務局委託費 

予備費 1,377,257 1,060,361 -316,896   

合計 2,227,257 2,110,361 -116,896   
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第５号議案 規約の追記（案）について 

旧 新 

第 7 条 （会 費） 

本会の会員は、次に定める会費を納めなければならない。また、

すでに納入した会費およびその他の拠出金は返還しない。 

1. 正 会員 ①年会費 （法人）10,000 円 

2. 賛助会員 ①年会費 （個人）3,000 円 （法人）10,000

円 

第 7 条 （会 費） 

本会の会員は、次に定める会費を納めなければならない。また、

すでに納入した会費およびその他の拠出金は返還しない。 

1. 正 会員 ①年会費 （法人）10,000 円 

2. 賛助会員 ①年会費 （個人）3,000 円 （法人）10,000

円 

３. 災害や感染症防止等による事業中止に伴う予算執行状況

により、特例的に翌年度の会費を減額できるものとする。ただ

し特例会費額は当該年度に限るものとし、収支予算案をもとに

総会で審議し決定するものとする。 

 

 

 

2. 令和３年度滋賀県介護サービス事業所協議会連合会 事業計画 

  

(1) 連合会事業 

① 連合会事業活動報告会 

令和 3 年 ６月頃 

② 滋賀県健康医療福祉部医療福祉推進課介護保険室との意見交換会 

令和 3 年 8 月下旬 

③ 介護人材育成事業 「しが介護の職場合同入職式」への参画 

令和 3 年 

④ 地域包括ケア推進に向けて取り組む 

(2) 介護サービス従事者資質向上事業（滋賀県健康医療福祉部） 

① 事業所経営者・管理者・現場リーダー等職場環境向上セミナー事業 

令和 3 年 ２月頃 

② 経営者・管理者向け研修会事業 

令和 3 年 8 月頃 

③ 認知症研修会事業 

1)介護職対象 9 月～10 月頃 

2)看護職対象 10 月頃 

④ 要介護度改善研修会事業 

令和 3 年 11 月頃 

 

連合会関係団体等委員会 

①滋賀県社会福祉協議会評議員 

②滋賀県在宅医療等推進協議会 

③滋賀県難病対策推進協議会 
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④高齢者虐待防止推進会議 

⑤滋賀県高齢者福祉関係団体人権啓発推進連絡会議 

⑥滋賀県多職種連携学会委員会 

⑦介護支援専門員研修向上検討会議 

⑧滋賀県介護人材育成・確保対策連絡協議会  

⑨しが介護の職場合同入職式実行委員会 

⑩在宅医療を担う看護職員等確保対策推進協議会 

⑪訪問看護支援センター運営委員会 

⑫滋賀県認知症対策推進会議 

⑬滋賀県災害時要配慮者支援ネットワーク会議 

⑭介護労働懇談会 

⑮雇用管理改善企画委員会 

⑯健康いきいき２１地域・職域連携推進会議ワーキング部会 

⑰滋賀の産業を支える人づくり事業（地域創生人材育成事業）人材育成協議会 

⑱介護職員の看取り介護技術向上研修会事業 

⑲滋賀の縁創造実践センター（会員）総会出席等 

⑳介護分野で働く滋賀の福祉人育成研修検討会議 

 

 

 

3. 新入会員報告（令和２年４月 1 日～令和 3 年３月３１日） 

法人名 事業所名 入会日 

株式会社うさぎメディケア うさぎナースケア 2020/08/04 

株式会社デオルマ 高齢者デイサービススピーク 2020/10/01 

 

 

4. その他 
新型コロナ感染症の B-ICAT 大津地域事務局を令和 3 年 4 月より会員様である「社会福祉

法人 大津市社会福祉事業団」様へ受諾頂き、また委託補助金等の会計関連事務が発生すること

から、当協議会の監事についても快諾頂きましたことをご報告申し上げます。 

 
 


