
 

平成28年度 山梨県老人福祉施設協議会 事業報告書 
 

 

１ 理事会 
 

（１）平成28年4月26日（火） 山梨県福祉プラザ 

(ｱ)平成27年度 事業報告並びに収支決算について 

       (ｲ)平成28年度 事業計画（案）並びに収支予算（案）について 

(ｳ)定期総会について 

(ｴ)その他 

 

   （２）平成29年2月1日（水） 山梨県福祉プラザ 

(ｱ)平成28年度 事業の進捗状況について 

(ｲ)平成29年度 事業について 

(ｳ)平成29年-30年度 山梨県老施協 役員改選について 

(ｴ)平成29年-30年度 全国老施協 代議員選挙への対応について 

(ｵ)山梨県（健康長寿推進課）との意見交換会について 

(ｶ)第8回 山梨県老施協研究総会について 

 

 

２ 正副会長会議 

 
（１）平成28年4月26日（火） 山梨県福祉プラザ 

(ｱ)平成27年度 事業報告並びに収支決算について 

       (ｲ)平成28年度 事業計画（案）並びに収支予算（案）について 

(ｳ)定期総会について 

(ｴ)その他 

 

   （２）平成28年12月19日（月） ホテル談露館 

       (ｱ)平成28年度事業の進捗状況について 

       (ｲ)山梨県（健康長寿推進課）との意見交換会について 

       (ｳ)理事会について 

       (ｴ)全老施協 役員選挙への対応について 

       (ｵ)その他 

 

（３）平成29年3月29日（水） 山梨県福祉プラザ 

    (ｱ)平成28年度 会務の執行状況について 

    (ｲ)平成29年-30年度 山梨県老人福祉施設協議会 役員改選について 

    (ｳ)その他 

 

３  監事会 

 
（１）平成28年4月19日（火） 山梨県福祉プラザ 

(ｱ)平成27年度 山梨県老人福祉施設協議会 事業報告並びに収支決算について 

(ｲ)理事会・総会における監査報告について 

(ｳ)その他 

 

 

 

 

 



 

４  定期総会 
 

平成28年5月30日（月） アピオ甲府 80名参加 

(ｱ)平成27年度 事業報告並びに収支決算について 

(ｲ)監査報告 

(ｳ)役員の承認について 

(ｴ)平成28年度 事業計画（案）並びに収支予算（案）について 

(ｵ)その他 

(ｶ)管理職セミナー 

「介護離職ゼロ政策に係る補助金・助成金」 

        山梨県介護労働センター雇用管理コンサルタント 

        特定社会保険労務士 三井 倫実 氏 

 

５  山梨県福祉保健部 健康長寿推進課と山梨県老人福祉施設協議会との意見交換会 
 

平成29年2月1日（水） 山梨県福祉プラザ 

(ｱ)県健康長寿推進課からの概略説明 

(ｲ)質問・意見交換 

 

６  第８回 山梨県老施協研究総会 
 

平成29年2月19日（日） アピオ甲府 224名参加 

 

 

 

７  社会福祉施設初任職員研修会（県社協） 
 

（１）平成28年6月1日（水） 山梨県福祉プラザ 20名参加（老施協関係） 

（２）平成28年6月2日（木） 山梨県福祉プラザ 15名参加（老施協関係） 
 

【内容は、両日共通】 

 

「社会人としての心構えや基本的なマナーを身につける」 

       （１）山梨県職業能力開発協会 専任講師 日向 勇介 氏 

       （２）山梨県職業能力開発協会 専任講師 比田 紅 氏 

       

「福祉サービスの理念について」 

          山梨県介護福祉士会 塚田 好子 氏 

 

８  ２１世紀委員会 
 

（１）幹事会 
(1) 平成28年4月28日（木） 山梨県福祉プラザ 

       (ｱ)21世紀委員会役員の選出について 

       (ｲ)平成28年度の研修計画について 

       (ｳ)その他 

      (2) 平成29年3月22日（水） 山梨県福祉プラザ 

        (ｱ)第8回 山梨県老施協研究総会の総括について 

(ｲ)「第53回 関東ブロック老人福祉施設研究総会(新潟大会)」及び 

「平成29年度 全国老人福祉施設研究会議(高知会議)」における 

分科会発表施設の選定について 

(ｳ)平成28年度 研修報告について 

 



 

(ｴ)「平成29年度 21世紀委員会 役員の選任」及び「平成29-30年度 

山梨県老人福祉施設協議会 理事の選出」について 

(ｵ)平成29年度 研修計画について 

(ｶ)その他 

 

（２）委員会 

平成28年8月9日（火） 山梨県福祉プラザ 42名参加 

(ｱ)山梨県老施協21世紀委員会委員の委嘱 

(ｲ)山梨県老施協21世紀委員会役員・部会役員の承認について 

(ｳ)平成27年度 事業報告について 

(ｴ)平成28年度事業計画（案）について 

(ｵ)その他 

(ｶ)研修会 

          「外国人材の活用と今後の動向について」 

        社会福祉法人 光風会 

        法人本部次長 熊谷 信利 氏 

     (ｷ)情報交換会 

 

９  山梨県老施協職員研修会 
  

   以下「11 特別養護部会」と合同開催 

 

10  養護・軽費部会 
    

（１）役員会 

       平成28年度開催なし 

 

   （２）研修会 

       平成28年度開催なし 

 

（３）その他の関係団体との連携 

    養護老人ホーム管理者連絡会 

平成28年11月11日（金） 山梨県福祉プラザ 

(ｱ)「養護老人ホームの措置費支弁基準単価への対応について（要望）」の提出について 

(ｲ)各参加施設の運営状況等の情報交換及び課題等の提起について 

(ｳ)今後の連携等について 

(ｴ)その他 

 

11  特別養護部会 
    

（１）役員会 

       平成28年9月1日(木) 山梨県福祉プラザ 

        (ｱ)平成28年度 特別養護部会・職員研修会（全体研修会）の企画について 

        (ｲ)その他 

 

   （２）研修会（「7.県老施協職員研修会」と合同開催） 

       平成28年11月18日（金） 山梨県立青少年センター 21名参加 

        「接遇について」 

         接遇講師 長谷川 真知子 氏 

 

 

 

 



 

12  通所部会 
 

（１）役員会 

    平成28年9月13日(火) 山梨県福祉プラザ 

 

(２) 研修会 

       平成28年12月13日（火） 山梨県福祉プラザ 20名参加 

 「知っておきたい認知症のこと～心の声聴こえていますか～」 

  認知症ケアコンサルティングSeeds  

ケアコンサルタント 山田 あかね 氏 

 

13  臨時研修会 

 
（１）平成28年度 社会福祉法人改革対策セミナー   42名参加 

   平成29年2月6日（月）アピオ甲府2階「栄の間」 

  「社会福祉法人改革における平成29年4月1日施行分への対応」 

～全国老施協 モデル定款例・規程の公表・説明～ 

公益社団法人 全国老人福祉施設協議会 総務・組織委員会委員長 本永 史郎 氏 

 

 

14  介護力向上講習会【山梨分校】 
     

平成28年 4月21日（木） ホテルクラウンパレス甲府 31名参加 

         6月10日（金） かいてらす        30名参加 

         8月 5日（金） かいてらす        34名参加 

        10月13日（木） ホテルクラウンパレス甲府 31名参加 

        12月 9日（金） ホテルクラウンパレス甲府 25名参加 

平成29年 2月10日（金） ホテルクラウンパレス甲府 28名参加 

 

15  全国老人福祉施設協議会 
 

（１）第73回全国老人福祉施設大会（石川大会） 

平成28年11月15日（火）～16日（水） 石川県 20名参加 

大会テーマ「Style-KAIGO“ニッポン一億”～地域共生社会をつくる日本型介護・福祉～」 

 

第1日目 

(ｱ)行政報告「地域包括ケアシステムの構築に向けて～政府における最近の取り組み～」 

       厚生労働省老健局 

(ｲ)基調報告  全国老人福祉施設協議会 副会長 

社会保障審議会 介護給付費分科会 委員 瀬戸 雅嗣 氏 

 

(ｳ)記念講演「石川県の歴史と加賀前田家」 

加賀前田家18代当主 元宮内庁掌典職掌典 

公益財団法人 前田育徳会 前田 利祐 氏 

 

第2日目 

(ｱ)分科会（第1分科会～第5分科会） 

 

  （２）平成28年度 全国老人福祉施設研究会議（長崎会議） 

     平成29年1月24日（火）～25日（水） 長崎県 23名参加 

     大会テーマ「Style-KAIGO“ニッポン一億”～地域共生社会をつくる日本型介護・福祉～」 

 



 

第1日目 

 (ｱ)基調報告 全国老人福祉施設協議会 

 (ｲ)記念講演「海洋立國日本として（長崎で考える）」 

        内閣官房総合海洋政策本部 参与 

        第26代 海上幕僚長 古庄 幸一 氏 

       (ｳ)講  演「若者がおもしろくする介護の未来」 

              株式会社 Join for Kaigo 代表取締役 秋本 可愛 氏 

(ｴ)特別講演「夢持ち続け日々精進」 

       株式会社 A and Live 代表取締役 

       株式会社 ジャパネットたかた創業者 

       髙田 明 氏 

 

第2日目 

 (ｱ)分科会（第1分科会～第6分科会） 

  【山梨県発表施設】 

第1分科会 分散会②（特養 明山荘） 

           「外出により心身活性化を！小旅行 思い出づくりの旅」 

  第1分科会 分散会④（小規模多機能ホーム 湯苗田） 

「看取りケアに関わって その人らしい最期を」 

          第4分科会（デイサービスセンター 大月富士見苑） 

「心をひとつに…」 

 

 （３）公益社団法人全国老人福祉施設協議会 総会（東京都） 

 

    (ｱ) 第23回 平成28年６月９日（木）13：30～15：30 

          砂防会館「淀・信濃」（別館１階） 

(ｲ) 第24回 平成28年12月14日（水）15：00～17：00  

都市センターホテル「コスモスホールⅡ」 

(ｳ) 第25回 平成29年2月22日（水）13：00～  

砂防会館「淀・信濃」(別館１階) 

(ｴ) 第26回 平成29年3月24日（金）15：00～18：00  

都市センターホテル「オリオン」 

 

 

16  関東ブロック老人福祉施設連絡協議会 
 

（１）関東ブロック老人福祉施設連絡協議会代表者会 

   (1) 平成28年5月10日（火） 東京都 会長・会長代行参加 

      (ｱ)平成27年度 事業報告について 

      (ｲ)平成27年度 一般会計収支決算について 

 

    (2) 平成28年9月28日（水） 埼玉県 会長参加 

(ｱ)第52回 関東ブロック老人福祉施設研究総会について 

 

    (3) 平成29年3月2日（木） 東京都 会長・会長代行参加 

(ｱ)平成28年度 グループ別活動費助成金について 

(ｲ)平成28年度 都県市事業活動費助成金について 

(ｳ)平成28年度 一般会計補正予算（案）について 

(ｴ)平成29年度 事業計画（案）について 

(ｵ)平成29年度 一般会計収支予算（案）について 

(ｶ)平成29年度 グループ別活動費助成要項（案）及び 

平成29年度 都県市事業活動費助成要項（案）について 



 

（２）第52回 関東ブロック老人福祉施設研究総会 

平成28年9月28日（水）～29日（木） 埼玉県 35名参加 

     大会テーマ『「社会福祉法人が支えます 地域福祉・介護」～今こそ、未来に向かって 熱い思いを伝えよう！！～』 

 

第1日目 

(ｱ)開会式典 

(ｲ)基調講演Ⅰ「現場の声が制度を作る 2025社会保障大改革（介護新時代）は、民の力で」 

公益社団法人 全国老人福祉施設協議会 天野 尊明 氏 

(ｳ)基調講演Ⅱ「老後親子破産～解決への道はあるのか～」 

         NHK解説副委員長 鎌田 靖 氏 

(ｴ)記念講演 「笑顔のもとに笑顔が集まる」 

        林家 たい平 氏 

 

第2日目 

(ｱ)分科会（第1分科会～第7分科会） 

【山梨県発表施設】 

第1分科会（特養 尚古園） 

「不安を訴える利用者様への対応方法について～安心して生活するために～」 

 第3分科会（特養 福寿荘） 

「リスクマネジメントを通じて～その人を知る事の大切さ～」 

         第4分科会（特養 笛吹荘） 

「理想のケアを行うための意識改革」 

 

（３）関東ブロックカントリーミーティング（in新潟） 

    平成28年10月6日（木）～7日（金） 新潟県 10名参加 

    大会テーマ「Style-KAIGO“ニッポン一億”～地域共生社会をつくる日本型介護・福祉～」 

      

第1日目 

      (ｱ)趣旨説明 

        公益社団法人全国老人福祉施設協議会21世紀委員会 

      (ｲ)基調報告・インプット 

        公益社団法人全国老人福祉施設協議会 

      (ｳ)グループディスカッション（分科会） 

      (ｴ)情報交換会 

 

     第2日目 

      (ｱ)アウトプット・総合ディスカッション（分科会報告） 

      (ｲ)ブロック独自企画（特別講演） 

        「地域包括ケアシステムの構築～私たちの役割を探る～」 

         公益財団法人 テクノエイド協会 理事長 大橋 謙策 氏 

 

17  全国研修等 
  

（１）高齢者福祉施設における多職種連携推進研修会 

   「高齢者の尊厳を守る高品質かつ適切なサービスの実現に向けて」 

平成 28 年 08月 01日～平成 28 年 08月 02日 新横浜国際ホテル 

（２）在宅介護セミナー 

～在宅介護の限界を延伸する〝地域の力”を掘り起こす～ 

平成 28 年 09月 07日～平成 28 年 09月 07日 新横浜国際ホテル 

 

 



 

（３）社会福祉法人新会計基準実践的基礎講習 

   ～正しい理解と運用を～ 会計実務担当者のスキルアップ！ 

平成 28 年 09月 12日～平成 28 年 09月 14日 中央大学駿河台記念館 

（４）経営戦略セミナー【東会場】 

   ～社会福祉法人制度改革への対応と介護保険のゆくえ～ 

平成 28 年 09月 20日～平成 28 年 09月 21日 TFTビル 

（５）認知症介護フォーラム２０１６【仙台会場】 

   〝日本式KAIGO”が担う認知症ケアの未来 

平成 28 年 09月 24日～平成 28 年 09月 24日 シルバーセンター 

（６）科学的介護スキルアップ研修会 

死ぬまで生きる看取り実践セミナー 

～終末期を生きる人と、支える地域の視点から「看取り」を考える～  

平成 28 年 10月 19日～平成 28 年 10月 20日 TOC有明ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾎｰﾙ 

（７）社会福祉法人新会計基準実践的決算講習 

   正しい会計データに基づく適正な運営を！ 

～〈社会福祉法人新会計基準〉と決算処理の一連の流れ～ 

平成 29 年 02月 01日～平成 29 年 02月 03日 中央大学駿河台記念館 

（８）平成28年度養護老人ホーム職種別研修会 

   一職種としてのスキルアップと多（他）職種連携 

～原因分析からはじめる課題解決のアプローチ～ 

平成 29 年 03月 14日～平成 29 年 03月 15日 TFTビル東館9階 

（９）いま介護現場に必要なICT導入促進セミナー 

   ～ICTによる介護のパラダイムシフトにより自己実現介護の確立を目指す～ 

平成 29 年 03月 23日～平成 29 年 03月 23日 TOC有明ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾎｰﾙ 

 

18 慶弔関係 

 （１）表彰 

 

   (ｱ)全国老人福祉施設協議会表彰【５名】 

   養護   養護老人ホーム光珠荘       鈴木 直子 

特養   介護老人福祉施設光風園       佐野 美佐子 

特養   特別養護老人ホーム白根聖明園    藤巻 清子 

特養   特別養護老人ホーム長寿荘       西川 一恵 

デイ   デイサービスセンターひかり横丁    塩澤 綾子 

 

(ｲ)全国老人福祉施設協議会感謝状【11名】 

養護   養護老人ホーム春風寮     秋山 めぐみ 

養護   養護老人ホーム光珠荘     荻野 真弓 

特養   特別養護老人ホーム長寿荘     岡安 良江 

特養   特別養護老人ホーム尚古園     内堀 雅之 

特養   特別養護老人ホーム桜井寮     野澤 和子 

特養   特別養護老人ホーム桜井寮     荻野 高一 

特養   特別養護老人ホーム桜井寮     佐藤 幾子 



 

特養   特別養護老人ホーム白根聖明園  山口 るみ 

デイ   富士山荘デイサービスセンター  渡辺 さつき 

デイ   南部町富沢デイサービスセンター    稲葉 はるみ 

デイ   尚古園デイサービスセンター  小田切 千奈美 

  

（２）弔慰 

    山梨県知事 後藤 斎 氏 ご母堂様 

 

19 その他各種団体委員会への出席 

 

  一般社団法人山梨県歯科医師会 山梨県在宅歯科医療連携室運営推進協議会 

  山梨県富士・東部 地域リハビリテーション広域支援センター事業連絡協議会 

  山梨シニア世代就労研究協議会 

  山梨県高齢者権利擁護等推進部会 

地域包括ケア推進協議会 

甲府市民生委員推薦会 

介護労働安定センター やまなし介護の魅力発信委員会 

山梨県交通対策推進協議会 

山梨県介護福祉士会 介護福祉士実習指導者研修企画委員 

山梨労働局職業安定部職業安定課 福祉人材確保推進協議会 

山梨県社会福祉協議会評議委員会 

福祉人材センター運営委員会 他 


