
平成２９年度 山梨県老人福祉施設協議会 事業報告書 

 

平成２９年度 実施事業 

 

１ 正副会長会議 

⑴ 平成 29 年４月 25日（火） 山梨県福祉プラザ 

ア 平成 28年度 事業報告並びに収支決算報告について 

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 平成 29年度 事業計画（案）並びに収支予算（案）について 

エ 定期総会について 

オ その他 

 

⑵ 平成 29 年８月 18日（金） 山梨県福祉プラザ 

ア 山梨県老人福祉施設協議会 会務進捗状況について 

イ 21 世紀委員会進捗状況について 

ウ 研修会について 

エ 第９回 山梨県老施協研究総会について 

オ 県健康長寿推進課との意見交換会について 

カ 災害派遣福祉チーム（D-WAT）の設置および登録について 

キ 全国老人福祉施設研究総会（高知）ならびに全国老人福祉施設大会（福島）の参加とりま

とめについて 

ク 養護老人ホーム管理者連絡会について 

ケ 交流事業について 

コ 山梨県介護老人保健施設大会（山梨県老健協）への演題発表者推薦について 

 

⑶ 平成 30 年２月９日（金） 小瀬スポーツ公園 体育館 研修室 

ア 平成 29年度 会務の進捗状況について 

イ 平成 30年度介護報酬改定に関する要望書提出 

ウ 養護老人ホームに関する要望書提出 

エ 山梨県老人福祉施設協議会会員向けアンケート調査結果について 

オ 山梨県（健康長寿推進課）との意見交換会について 

カ 交流事業について 

キ 第９回山梨県老人福祉施設協議会 研究総会について 

 

⑷ 平成 30 年３月 20日（火） 山梨県福祉プラザ 

ア 平成 30年度事業計画案および予算案について 

イ 平成 30年度 全老施協タウンミーティングについて 

 



２ 理事会 

⑴ 平成 29 年４月 25日（火） 山梨県福祉プラザ 

ア 平成 28年度 事業報告並びに収支決算報告について 

イ 監査報告 

ウ 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 

エ 平成 29年度 事業計画（案）並びに収支予算（案）について 

オ 定期総会について 

カ その他 

 

⑵ 平成 30 年２月９日（金） 小瀬スポーツ公園 体育館 研修室 

ア 平成 29年度 会務の進捗状況について 

イ 平成 30年度介護報酬改定に関する要望書提出 

ウ 養護老人ホームに関する要望書提出 

エ 山梨県老人福祉施設協議会会員向けアンケート調査結果について 

オ 山梨県（健康長寿推進課）との意見交換会について 

カ 交流事業について 

キ 第９回山梨県老人福祉施設協議会 研究総会について 

 

⑶ 平成 30 年３月 20日（火） 山梨県福祉プラザ 

ア 第 9回山梨県老施協研究総会について 

イ 21 世紀委員会 役員の選任について 

ウ 平成 30年度事業計画案および予算案について 

エ 県老施協ホームページについて 

オ 平成 30年度定期総会について 

カ 社会福祉施設従事者相互保険制度のご案内（日本生命保険相互会社） 

 

３ 監事会 

⑴ 平成 29 年４月 12日（火） 山梨県福祉プラザ 

ア 平成 28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 

⑴ 平成 29 年５月 31日（水） アピオ甲府 栄の間 54名参加 

ア 平成 28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 監事の選出について 

オ 平成 29年度事業計画（案）並びに収支予算（案）について 

カ その他 

 



キ 管理職セミナー（施設長研修会） 

「2018 年診療報酬・介護報酬（障害者福祉サービス報酬）ダブル改定対策 規範的統合 

経営戦略セミナー」 

講師：谷本 正徳 氏（ポスト・ヒューマン・ジャパン株式会社 代表取締役社長） 

 

 

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 

  ⑴ 平成 30 年２月９日（金） 小瀬スポーツ公園 体育館 研修室 

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９回 山梨県老施協研究総会 

 ⑴ 平成 30 年２月 18日（日） アピオ甲府 タワー館 4階 吉光の間・祥華の間 

   参加者数 280名 発表題数 38事例 

 

７  社会福祉施設初任職員研修会（県社協） 

 ⑴ 平成 29 年５月 19日（金） 山梨県福祉プラザ 26名参加（老施協関係） 

⑵ 平成 29 年５月 24日（水） 山梨県福祉プラザ 23名参加（老施協関係） 

【両日同様の内容にて開催】 

①「社会人としての心構えや基本的なマナーを身につける」 

   山梨県職業能力開発協会 専任講師 此田 紅 氏 

   ②「福祉サービスの理念について」 

    「施設におけるレクリエーションの活用方法について」 

山梨県介護福祉士会 塚田 好子 氏 

 

８  ２１世紀委員会 

⑴ 幹事会 

① 平成 29年５月 11日（木） 山梨県福祉プラザ 

   ア 平成 29年度 21 世紀委員会の活動について 

     イ 各企画担当者の役割分担について 

     ウ 平成 29年度 21 世紀委員会 役員及び部会員の選出について 

     エ ６月開催予定 平成 29年度 21 世紀委員会について 

     オ その他 

 

② 平成 29年８月１日（火） 山梨県福祉プラザ 

   ア 各部会の部会長・副部会長の選任について 

     イ 各部会の研修計画の立案について 

     ウ その他 

   

 

 



③ 平成 29年 11月１日（水） 山梨県福祉プラザ 

ア 各部会研修会について 

イ 全国老人福祉施設協議会 21世紀委員会 

平成 30年度介護報酬改定等に関する当事者世代としての建議について 

ウ 全老施協カントリーミーティングの開催と実行委員について 

エ 11 月 10日介護の日周知イベントについて 

オ 研究総会について 

カ 交流事業について 

キ その他 

 

  ④ 平成 30年３月 13 日（火） 山梨県防災新館 

   ア 第９回 山梨県老施協研究総会の総括について 

   イ 全国老人福祉施設研究会議（北海道）、第 53回関東ブロック老人福祉施設研究総会 

（千葉県）における分科会発表施設の選定について 

   ウ 平成 29年度研修報告について 

   エ 平成 30年度 21 世紀委員会役員・幹事について 

   オ 平成 30年度研修計画ならびに交流事業について 

   キ その他 

 

⑵ 委員会 

① 平成 29年７月４日（火） 甲府市中道公民館 56 名参加 

   ア 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 

イ 平成 28年度事業報告について 

ウ 平成 29年度事業計画について 

エ その他 

オ 研修会 

    「挑戦する社会福祉法人ー愛川舜寿会の取り組みを基に、 

地域におけるブランディング戦略を学ぶ―」 

社会福祉法人 愛川舜寿会 常務理事 馬場 拓也 氏 

 

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 

⑴ 役員会 

平成 29 年８月１日（火） 山梨県福祉プラザ 

   ア 平成 29年度 養護・軽費部会 研修会の企画について 

      イ その他 

    

 

 



⑵ 研修会 

平成 29 年９月 29 日（金） 山梨県福祉プラザ 11名参加 

   「現場ですぐに使えるレクリエーション～対象別レクリエーションの考え方と実施 

方法を学ぶ」 

講師 軽費老人ホームあやめの里 渡辺 和彦 氏   

 

 ⑶ その他関係団体との連携 

   第２回養護老人ホーム管理者連絡会 

   平成 29 年９月 21日（木） 山梨県福祉プラザ 

   ア 管理者連絡会の取り組み等について 

   イ その他 

 

 

 

11  特別養護部会 

 ⑴ 役員会 

   平成29年10月24日（火） 山梨学院大学 講師との打合せにて合同開催 

 

 ⑵ 研修会（９ 職員研修会と合同開催） 

   平成29年12月８日（金） クラウンパレス甲府 32名参加 

 

   「介護現場を改善するロボット・ICTの活用方法」 

   講師 特定非営利活動法人ロボットビジネス支援機構 理事 安川 徹 氏 

 

「“問いかけ”から始まる権利擁護・虐待防止 

～いまここにある“問い”を見つめ、その本質を考える～」 

講師 山梨学院大学 竹端 寛 氏 

 

12  通所部会 

⑴ 役員会 

平成29年９月13日（水） 山梨県福祉プラザ 

 

⑵ 研修会 

   平成29年11月22日（水） 甲府南公民館 22名参加 

   「私の「好き」を見つけてレクシェアリング研修会 

利用者とスタッフと地域がハッピーに」 

   講師 ナーシングプラザ三珠 理学療法士 藤田 宜大 氏 

    

13  全国老人福祉施設協議会 

⑴ 平成29年度全国老人福祉施設研究会議（高知大会） 

平成29年10月17日（火）～18日（水） 高知県 13名参加 



大会テーマ「KAIGO × Possibility―未来型老施協戦略―」 

 

第１日目 

ア 基調報告 公益社団法人 全国老人福祉施設協議会 

イ 記念講演 「自立支援から看取りまで」 

        医療法人社団悠翔会 理事長・診療部長 佐々木 淳 氏 

ウ 講演   「生き方雑記帖～幕末維新期における土佐の人間模様～」 

        作家 山本 一力 氏 

 

第２日目 

ア 分科会（第1分科会～第6分科会・先駆的特別報告会場） 

 

 

【山梨県発表施設】 

 第１分科会 分散会①「笑って暮らせるように自分の居場所と思える環境作り」 

特別養護老人ホームゆめみどり 

    第１分科会 分散会①「利用者様は自分らしい時を送れているのか？  

～その人らしさと言うけれど～」 

特別養護老人ホーム笛吹荘 

    第１分科会 分散会③「汚いなんて事があるか！遠慮します！これが私の生き方です！！」 

              特別養護老人ホーム明山荘 

 

 ⑵ 第74回全国老人福祉施設大会（福島大会） 

      平成29年11月14日（火）～15日（水） 福島県 15名参加 

   大会テーマ「KAIGO × Possibility―未来型老施協戦略―」 

 

第１日目 

ア 行政報告 厚生労働省 老健局 高齢者支援課長 武井 佐代里 氏 

イ 基調報告 公益社団法人 全国老人福祉施設協議会 理事・統括幹事 瀬戸 雅嗣 氏 

ウ 記念講演 「高齢化最先端国の日本、そして福島」 

        政策研究大学院大学名誉教授 日本医療政策機構代表理事 

        グローバルヘルス技術振興基金（GHIT Fund）代表理事 黒川 清 氏 

 

第２日目 

ア 分科会（第1会場～第5会場） 

 

⑶ 公益社団法人全国老人福祉施設協議会 総会（東京都） 

ア 第27回 平成29年６月１日（木） 東京プリンスホテル プロビデンスホール 

イ 第28回 平成29年９月29日（金） 東京プリンスホテル マグノリアホール 

ウ 第29回 平成29年12月22日（金） 都市センターホテル コスモホールⅠ 

エ 第30回 平成30年３月23日（金） 砂防会館別館１階 淀信濃 



 

14  関東ブロック老人福祉施設連絡協議会 

 

⑴ 関東ブロック老人福祉施設連絡協議会代表者会 

① 平成 29年５月 12日（金） ホテルメトロポリタンエドモント 会長・会長代行参加 

   ア 平成 28年度事業報告（案）について 

      イ 平成 28年度一般会計収支決算（案）について 

      ウ 関東ブロックカントリーミーティングの取扱について 

      エ 都県事業活動費助成金額の取扱について 

      オ 平成 29年度―30年度役員の選出について 

      カ 第 53回関東ブロック老人福祉施設研究総会について 

 

 

  ② 平成 29年 10月２日（月） ホテルメトロポリタンエドモント 

   養護老人ホーム部会及び軽費老人ホーム・ケアハウス部会 丸茂副会長・千野理事参加 

   介護保険対策委員会 会長参加 

   ア 当面する諸問題について 

      イ その他 

 

③ 平成 30年３月 13日（火） ホテルメトロポリタンエドモント 会長代行参加 

ア 平成 29年度グループ別活動費助成金について 

イ 平成 29年度都県市事業活動費助成金について 

ウ 平成 29年度一般会計補正予算（案）について 

エ 平成 30年度事業計画（案）について 

オ 平成 30年度一般会計収支予算（案）について 

カ 平成 30年度グループ別活動費助成要項（案）及び平成 30年度都県市事業活動費助成要 

項（案）について 

キ 第 53回関東ブロック老人福祉施設研究総会について 

ク 第 54回関東ブロック老人福祉施設研究総会について 

 

⑵ 第 53回関東ブロック老人福祉施設研究総会 

   平成 29 年９月７日（木）～９月８日（金）新潟コンベンションセンター  28名参加 

   大会テーマ「創造と発信！社会福祉スペシャリストとしてのプロデュース 

         ～今だからできること 今からできること～」 

第１日目 

   ア 基調報告 全国老人福祉施設協議会 理事・統括幹事 阿比留 志郎 氏 

イ 記念講演  「どうなる日本の政治」 読売新聞特別編集委員 橋本 五郎 氏 

 

 

 

 



第２日目 

ア 分科会 

第１分科会「科学的介護の実践」（高品質サービスの追及） 

第２分科会「特別養護老人ホームの更なる取り組み」 

第３分科会「介護人材の定着・確保・処遇改善に関する取り組み」 

第４分科会「ニーズに応じたサービス内容の見直し」 

第５分科会「介護予防、自立支援の徹底による在宅サービスの機能強化」 

第６分科会「養護・軽費・ケアハウスで支える地域福祉と介護」 

 

【山梨県発表施設】 

第２分科会 「在宅復帰支援に向けての取り組み～お家へ帰ろう!!By 介護力向上委員会」 

特別養護老人ホームいちいの木 

第４分科会 「終末期にある高齢者が満足する食事の援助」 

特別養護老人ホーム光風園 

第６分科会 「マイエンディングノート～その人らしい最期を迎えるために～」 

盲養護老人ホーム青い鳥老人ホーム 

⑶ 関東ブロックカントリーミーティング（in埼玉） 

   平成 30 年２月 21日（水）～22日（木） 川越プリンスホテル 10名参加 

   大会テーマ「KAIGO×Possibility-未来型老施協戦略-」 

    

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） 

 

   第２日目 

   ア ブロック独自企画（特別講演） 

  「生活者主権～豊かで楽しい食生活提案型スーパーマーケット」 

      株式会社ヤオコー 代表取締役会長 川野 幸夫 氏 

      イ 分科会報告 

 

15 全国研修等 

⑴ 看護職員研修会 山梨県から 4名参加 

   平成 29 年８月４日（金） ＡＰ東京八重洲通り 

⑵ 社福改革・監査対応セミナー 山梨県から５名参加 

平成 29 年９月 25 日（月）～平成 29年９月 26日（火） ホテル JAL シティ田町 

⑶ 社会福祉法人会計基準実践的基礎講習 山梨県から１名参加 

   平成 29年 10月２日（月）～平成 29年 10月４日（水） 中央大学駿河台記念館 

 ⑷ 災害派遣福祉チーム(全国老施協 D-WAT）養成基礎研修 山梨県から８名参加 

   平成 29年 11月９日（木）～平成 29年 11月 10 日（金） TKP ｶﾞｰﾃﾞﾝｼﾃｨ仙台 

⑸ デイサービスセンター生活相談員研修会 山梨県から４名参加 



   平成 29年 11月 27 日（月）～平成 29年 11 月 28日（火） ＡＰ市ヶ谷 

⑹ 生活相談員研修会 山梨県から８名参加 

   平成 30 年１月 15日（月） TKP ｶﾞｰﾃﾞﾝｼﾃｨ PREMIUM 

⑺ 社会福祉法人会計基準実践的決算講習 山梨県から２名参加 

   平成 30 年２月７日（水）～平成 30年２月９日（金） 中央大学駿河台記念館 

⑻ 養護老人ホーム職種別研修会 山梨県から 1名参加 

   平成 30 年２月９日（金） 全国老施協 

⑼ 経営戦略セミナー 山梨県から 12名参加 

   平成 30 年３月 15日（木）～平成 30年３月 16日（金）新横浜プリンスホテル 

⑽ ICT・介護ロボット導入促進セミナー 山梨県から１名参加 

   平成 30 年３月 27日（火） TFTビル 

 

16 要望活動 

 ⑴ 介護の現場を守るための署名活動 

   平成 29年 10月 19 日（木）～10月 31日（火） 

 

 ⑵ 平成３０年度介護報酬改定に向けた全国一斉要望活動 

 

   【衆議院議員】 

    堀内 詔子 氏 平成 29年 12月 12日（火） 峡東事務所 

    宮川 典子 氏 平成 29年 12月 11日（月） 甲府昭和事務所 

    中谷 真一 氏 平成 29年 12月 12日（火） 甲府事務所 

    中島 克仁 氏 平成 29年 12月 11日（月） 山梨事務所 

 

   【参議院議員】 

    赤池 雅章 氏 平成 29年 12月 ８日（金）  郵送対応 

    森屋  宏 氏 平成 29年 12月 11日（月） 甲府事務所 

    宮沢 由佳 氏 平成 29年 12月 12日（火） 山梨事務所 

 

⑶ 養護老人ホームに関する要望書提出（山梨県養護老人ホーム管理者連絡会と共同提出） 

 

平成 30 年１月 22 日（月） 山梨県・甲府市 

平成 30 年１月 25 日（木） 甲州市・山梨市・笛吹市・中央市 

平成 30 年１月 26 日（金） 市川三郷町・富士川町・早川町・南部町・身延町 

 平成 30年１月 30日（火） 上野原市・大月市・都留市・富士吉田市 

 平成 30年２月 ５日（月）   韮崎市・北杜市・南アルプス市・甲斐市・昭和町 

 【郵送対応】 

 平成 30年１月 24日（水） 道志村・西桂町・忍野村・山中湖村・鳴沢村・富士河口湖町 

              小菅村・丹波山村 

 

 



17 慶弔関係 

⑴ 表彰 

ア 全国老人福祉施設協議会感謝状【34名】 

養護    盲養護老人ホーム青い鳥老人ホーム 手塚 美香 

養護    養護老人ホーム春風寮       半田 恵 

養護    養護老人ホーム晴風園       込山 明日香 

特養    特別養護老人ホーム尚古園     清水 悟 

特養    特別養護老人ホーム尚古園     宮原 夕紀 

特養    特別養護老人ホーム桜井寮     窪寺 悦子 

特養    特別養護老人ホーム桜井寮     宮澤 富士美 

特養    特別養護老人ホーム桜井寮     吉田 雄一 

特養    特別養護老人ホーム櫛形荘     東條 久江 

特養    特別養護老人ホーム白根聖明園   野村 順子 

特養    指定介護老人福祉施設清珠荘    桐林 美奈子 

特養    指定介護老人福祉施設清珠荘    佐野 豊 

特養    指定介護老人福祉施設清珠荘    原田 さゆり 

特養    指定介護老人福祉施設清珠荘    政所 拓哉 

特養    介護老人福祉施設光風園      小澤 孝一朗 

特養    特別養護老人ホーム奥湯村園    雨宮 理恵 

特養    特別養護老人ホーム奥湯村園    大木 愛恵 

特養    特別養護老人ホーム奥湯村園    大澤 真由美 

特養    特別養護老人ホーム奥湯村園    小泉 良子 

特養    特別養護老人ホーム奥湯村園    砂田 光子 

特養    特別養護老人ホーム奥湯村園    花形 はるみ 

特養    特別養護老人ホーム笛吹荘     掛本 孝司 

特養    特別養護老人ホーム笛吹荘     五味 初江 

特養    特別養護老人ホーム笛吹荘     柴田 愛美 

特養    特別養護老人ホーム笛吹荘     月川 龍一 

特養    特別養護老人ホーム笛吹荘     中込 裕一 

特養    特別養護老人ホーム笛吹荘     西宮 和江 

特養    特別養護老人ホーム笛吹荘     古郡 やよい 

特養    特別養護老人ホーム笛吹荘     武藤 岳人 

特養    特別養護老人ホーム笛吹荘     武藤 操 

ケアハウス ケアハウスシルバーカレッジ奥湯村 飯島 琴江 

デイ    櫛形荘デイサービスセンター    入倉 勝子 

デイ    笛吹荘デイサービスセンター    内藤 芳江 

デイ    デイサービスセンター湯苗田    安冨 保子 

 

イ 全国老人福祉施設協議会表彰状【７名】 

養護    養護老人ホーム韮崎市立静心寮   志村 夫子 

特養    特別養護老人ホーム仁生園     小林 陽子 



特養    特別養護老人ホーム仁生園     齊藤 めぐみ 

特養    特別養護老人ホーム長寿荘     髙橋 みさ子 

特養    特別養護老人ホーム笛吹荘     五味 三幸 

デイ    デイサービスセンター光風園    田草川 忍 

デイ    尚古園デイサービスセンター    土屋 明子 

 

  ウ 平成 29年度全国老人福祉施設研究会議（高知会議）分科会実践研究発表 奨励賞 

   「汚いなんて事があるか！遠慮します！これが私の生き方です！！」 

特別養護老人ホーム明山荘 山田 あゆみ 向井 直也 東館１ケアスタッフ 

 

⑵ 弔慰 

   社会福祉法人喜栄会 特別養護老人ホーム田富荘 渡邉 武 氏 ご母堂様 

   社会福祉法人山梨県社会福祉協議会 事務局長 原間 敏彦 氏 ご母堂様 

   群馬県老人福祉施設協議会 会長 井上 光弘 氏 ご尊父様 

社会福祉法人和告福祉会 養護老人ホーム和告寮 丸茂 千賀子 氏 ご母堂様 

 

 

18 その他各種団体委員会への出席 

 

山梨県社会福祉協議会 評議員会 

山梨県社会福祉協議会 福祉人材センター運営委員会 

山梨県社会福祉協議会 山梨県福祉サービス運営適正化委員会 

山梨県 山梨県高齢者権利擁護等推進委員会 

山梨県 地域包括ケア推進協議会 

山梨県 やまなしシニア世代就労研究協議会 

山梨県 山梨県交通対策推進協議会 

山梨県  福祉保健部健康長寿推進課 やまなし介護の魅力発信委員会 

山梨県  福祉保健部健康長寿推進課 やまなし介護の魅力発信委員会・スキルアップ部会 

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 

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 

他 


