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令和元年度 山梨県老人福祉施設協議会 事業報告書 

 

1 正副会長会議 

(1) 平成 31年４月 25日(木) 山梨県福祉プラザ 

ア 平成 30年度事業報告並びに収支決算報告について 

イ 平成 31-32年度山梨県老施協役員改選について 

ウ 平成 31年度山梨県老施協活動強化について 

 

(2) 令和２年３月 25日(水) 山梨県福祉プラザ 

⇒新型コロナウイルス感染拡大予防のため中止 

ア 令和２年度事業計画案および予算案について 

イ 令和２年度定期総会・管理職セミナー・管理職交流会について 

 

２ 理事会 

(1) 平成 31年度４月 25日(木) 山梨県福祉プラザ 

ア 平成 30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 31-32年度山梨県老施協役員改選(案)について 

エ 第 57回関東ブロック老人福祉施設協議会実行委員について 

オ 定期総会について 

 

(2) 令和元年８月 23日(金) YCC県民文化ホール会議室 

ア 地域ブロック会活動報告 

イ 山梨県福祉保健部健康長寿推進課との意見交換会について 

ウ 署名活動について(特別養護老人ホームあずみの里裁判) 

 

(3) 令和元年 12月 20日(金) 山梨県福祉プラザ 

ア 事業の進捗状況について 

イ 会則及び内規・規定の改定(案)について 

ウ 第 57回関東ブロック老人福祉施設研究総会(山梨大会)について 

 

(4) 令和２年３月 25日(水) 山梨県福祉プラザ 

⇒新型コロナウイルス感染拡大予防のため中止 
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３ 監事会 

(1) 平成 31年４月 17日(水) 山梨県福祉プラザ 

ア 平成 30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 帳簿の確認 

ウ 監査結果講評 

エ 監査報告書への署名捺印 

オ 理事会・総会における監査報告について 

カ その他 

 

４ 定期総会 

(1) 令和元年５月 31日(金) アピオ甲府 タワー館 58名参加 

ア 平成 30年度事業報告並びに収支決算について 

イ 監査報告 

ウ 令和１-２年度山梨県老施協役員の承認・監事の選出について 

エ 令和元年後事業計画(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(施設長研修会) 

 「働き方改革に係る労働管理研修会」 

  講師：田中保険労務士事務所/(株)社会福祉事務サポート 

     代表取締役・社会保険労務士 田中 雅彦 氏 

 

５ 地域ブロック会 

(1) 甲府ブロック 

① 平成 31年４月 23日(水) 山梨県福祉プラザ 25名参加 

ア 中核市移行に伴う甲府市による行政説明 

・中核市移行後の介護保険業務の手続き及び変更点について 

・老人ホームなどの諸届出について 

・老人福祉施設の指導・監査について 

・甲府市指定介護老人福祉施設等入所指針について 

 

② 令和元年７月 30日(火) シルバーカレッジ奥湯村 11名参加 

ア 特養生活相談員の情報交換 

 

(2) 富士北麓ブロック 

令和元年 11月５日(火) 18名参加 

ア 富士北麓市町村役場 介護保険担当との意見交換 
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(3) 東部ブロック  

令和元年 11月 14日(木) 都留市消防本部２階会議室 14名参加 

ア『外国人材の受け入れについて』 講師：明山荘 施設長 石井 貴志 氏 

  

(4) 峡東ブロック 

令和元年２月 27日（木） 恵信ロジェ山梨 

⇒新型コロナウイルス感染拡大予防のため中止 

ア 施設見学 

イ 来年度研修案について 

ウ 情報交換会 

 

(5) 峡北ブロック 

開催なし 

 

(6) 峡南ブロック 

開催なし 

 

(7) 中巨摩ブロック 

開催なし 

 

６ 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 

(1) 令和元年８月 23日(金)YCC県民文化ホール 会議室 26名参加 

ア 山梨県健康長寿推進課 情報提供 

イ テーマ討議 

・養護老人ホーム・軽費老人ホーム(ケアハウス)の措置費支弁基準の改定について 

・人材確保について 

・医療と介護の連携について 

・県の各施策と介護領域の連携について 

      ・その他 

   

７ 衆議院議員 堀内詔子先生と山梨県老人福祉施設協議会との懇談会 

   令和元年 11月 17日(日) 県福祉プラザ 介護実習室 

   ア 国政報告 

・介護人材の確保対策 

・介護現場の革新 

・地域医療介護総合確保基金の活用 

・災害時福祉視線活動の基盤強化 

・これからの社会福祉法人 

   イ 意見交換会＆座談会 
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８ 第 11回 山梨県老施協研究総会 

(3) 令和２年２月９日(日) アピオ甲府 タワー館 4階 吉光の間・祥華の間 

参加者 約 300名 発表題数 36事例 

 

 

９ 社会福祉施設初任者研修会(県社協) 

(1) 令和元年５月 28日(火) 山梨県福祉プラザ 

(2) 令和元年６月４日(火) 山梨県福祉プラザ 

  【両日同様の内容にて開催】 

① 「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」 

   講師：山梨県介護福祉士会 塚田 好子 氏 

 

② 「自分が輝き、職場を明るくするために」 

     ～できないことをできるようになる人材へ～ 

   講師：山梨学院大学 経営学部 准教授 土橋 久忠 氏 

   

10 21世紀委員会 

(1) 幹事会 

① 令和元年６月 28日(金) 養護老人ホーム 和告寮 10名参加 

ア 令和元年度事業計画（案）並びに予算(案)について 

イ 令和元年度 21世紀委員会開催について 

ウ 令和元年度 21世紀委員会の活動について 

 

② 令和元年８月１日(金) 県福祉プラザ大会議室 ８名参加 

ア 令和元年度 21世紀委員会の活動について 

イ 令和元年度 21世紀委員会の開催について 

ウ 弟 11回山梨県老施協研究総会について 

 

③ 令和 2年３月９日(月) 県福祉プラザ第１会議室 

⇒新型コロナウイルス感染拡大予防のため中止 

ア 「令和元年度都道府県・指定都市デイサービスセンター協議会代表者会等研修会～

バーセルインデックスをマスターする」参加報告について 

     イ 令和２年度山梨県老施協 21世紀委員会活動計画について 

 

(2) 委員会 

① 令和元年 10月 15日(火) 小瀬スポーツ公園武道館 第 1会議室 61名参加 

ア 21世紀委員会役員の承認について 

イ 今後の 21世紀委員会活動計画について 
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ウ その他 

エ 研修会 

  「介護リーダーに必要な人材マネジメント力養成講座」 

  講師：健康科学大学 准教授 梅沢 佳裕 氏 

 

11 電力調達に係る合同見積り事業 

  (1) 事前説明会（施設向け）   参加者 29名 

令和２年２月 17日(月) 山梨県福祉プラザ４階 大会議室 

 

12 全国老人福祉施設協議会 

(1) 令和元年度全国老人福祉施設研究会議(愛媛大会) 

令和元年 10月 29日(火)～30日(水) 愛媛 山梨県から 17名参加 

大会テーマ「あなたが創る共生社会-飛躍する令和の介護-」 

 

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 「夢のある人生」 テノール歌手 秋川 雅史 氏 

ウ シンポジウム 「全国老施協の災害支援体制とその取り組み 平成 30年度 

７月豪雨災害」 

エ 老施協ビジョン 2035～共生戦略 2019：あなたとともに歩むビジョン実現の道程～ 

オ 次期開催県挨拶 

 

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】 

あの日の空と同じ青空 ～笑顔で最期を迎えるために～ 

特別養護老人ホーム明山荘 

 

あなたは幸せでしたか ～家族ではない私達にできること～ 

特別養護老人ホーム福寿荘 

 

「すっきりウンチッチ」～最後の時までトイレでの排便を目指して看護職としての協働～ 

介護老人福祉施設トリアス 

 

(2) 第 76回全国老人福祉施設大会(水戸大会) 

令和元年 11月 20日(水)～21日(木) 茨城県水戸市 山梨県から 11名参加 

大会テーマ「あなたが創る共生社会～飛躍する令和の介護～」 
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第１日目 

ア 行政報告 「老人福祉施設を取り巻く状況と今後の展望について」  厚生労働省 

イ 基調報告 全国老人福祉施設協議会 

ウ 記念講演 「有人宇宙活動」 宇宙飛行士 土井隆雄 氏 

エ 老施協ビジョン 2035～共生戦略 2019：あなたとともに歩むビジョン実現の道程～ 

オ 次期開催県挨拶(山形県) 

第２日目 

ア 分科会(第 1会場～第 6会場) 

 

(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 35回 令和元年６月 11日(火) 品川プリンスホテルメインタワー「シルバー」 

イ 第 36回 令和元年９月 30日(月) 砂防会館「淀・信濃」 

ウ 第 37回 令和元年 12月 23日(月) 都市センターホテル「コスモスホールⅡ」 

 

13 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 

① 令和元年５月 22日(水) ホテルメトロポリタンエドモンド 会長・会長代行参加 

ア 平成 30年度事業報告について 

イ 平成 30年度一般会計収支決算について 

ウ 関東ブロック老人福祉施設連絡協議会会則の一部改正について 

エ その他 

オ 報告事項 第 55回関東ブロック老人福祉施設研究総会について 

 

② 令和元年 10月 17日(木)ホテルメトロポリタンエドモンド⇒台風による交通規制の為不

参加 

 

③ 令和２年３月 16日(月) ホテルメトロポリタンエドモント⇒中止(書面決議) 

ア 令和元年度グループ別活動費助成金について 

イ 令和元年度都県市事業活動費助成金について 

ウ 令和元年度一般会計補正予算(案)について 

エ 令和 2年度事業計画(案)について 

オ 令和 2年度一般会計収支予算(案)について 

カ 令和 2年度グループ別活動費助成要項(案)及び令和 2年度都県市事業活動費助成要 

項(案)について 

 

(2) 第 55回関東ブロック老人福祉施設研究総会 

令和元年９月 26日(木)～27日(金) アクトシティ浜松 他 18名参加 

大会テーマ「未来へつなぐ 福祉の心～育てよう にっぽんの介護力～」 
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第１日目 

ア 基調報告「融和と再生に向けて」  

    公益社団法人 全国老人福祉施設協議会 会長 平石 朗 氏 

    参議院議員 そのだ 修光 氏 

イ 特別講演「明日を読む」講師：元読売テレビ報道局解説委員長 辛坊 治郎 氏 

 

第２日目 

ア 分科会 

    第１分科会 「中重度ケア」 

     第２分科会 「暮らしを楽しむ工夫」 

     第３分科会 「多職種協働・連携の実践」 

     第４分科会 「魅力ある職場づくり」 

     第５分科会 「在宅サービスの取組み」 

第６分科会 「社会福祉法人における取組み」 

 

【山梨県発表施設】 

第２分科会 

 

動き出しは当事者から「その人らしさ」とはなにか  特別養護老人ホーム 

芙蓉荘 

第４分科会 

 

自施設の権利擁護とは 基本視点に立ち振り返る

「Try to improvement of care」 

特別養護老人ホーム 

昭寿荘 

第６分科会 BCP(事業継続計画)の策定 職員による計画づくり 特別養護老人ホーム 

春光園 

 

14 全国研修等 

(1) 経営戦略セミナー 山梨県から３名参加 

令和元年度７月１日(月) TFTビル 

(2) 看護職員研修会 山梨県から 2名参加 

令和元年８月７日(水) TKP赤坂駅カンファレンスセンター 

(3) 令和元年度社会福祉法人会計基準実践的基礎演習 山梨県から１名参加 

令和元年 11月 28日(木)～29日(金) TKP赤坂 Cセンター 

(4) 令和元年度経営戦略セミナー(処遇改善加算事務処理対応)  山梨県から 2名参加                                                       

令和２年２月５日(水) TOC有明コンベンションホール 

(5) 令和元年度都道府県・指定都市デイサービスセンター協議会代表者会等研修会 

令和２年２月 10日(月) TFTビル研修・会議室 山梨県から 1名参加 

(6) 社会福祉法人会計基準実践的決算講習 山梨県から参加者なし 

令和２年２月 17日(月)～18日(火) TKP市ヶ谷カンファレンスセンター  
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15 要望活動 

   (1)「新型コロナウイルスに関連した感染症の発生に伴うマスク・消毒用アルコール等の高

齢者福祉施設への優先供給に関する要望書」(山梨県老人保健施設協議会と連名) 

     令和２年３月 11日(水) 山梨県健康長寿推進課へ提出 

     令和２年３月 16日(月)山梨県健康長寿推進課より山梨県老人福祉施設協議会、山梨県

老人保 

健施設協議会あてに計 25,000枚の使い捨てマスク提供あり。会員事業所対象に使い捨

てマスクの緊急配布を行った。 

 

16 慶弔関係 

(1) 表彰 

ア 全国老人福祉施設協議会感謝状【26名】 

特養 特別養護老人ホーム尚古園 

特別養護老人ホーム尚古園 

特別養護老人ホーム櫛形荘                    

特別養護老人ホーム櫛形荘                    

特別養護老人ホーム櫛形荘                  

特別養護老人ホーム仁生園                    

特別養護老人ホーム長寿荘                    

特別養護老人ホーム富士山荘                  

特別養護老人ホーム芙蓉荘                 

特別養護老人ホーム芙蓉荘                 

特別養護老人ホーム芙蓉荘                 

特別養護老人ホーム芙蓉荘                  

特別養護老人ホーム笛吹荘                  

特別養護老人ホーム福寿荘きらきら             

特別養護老人ホーム福寿荘きらきら             

地域密着型特別養護老人ホームしののめ             

地域密着型特別養護老人ホームしののめ             

地域密着型特別養護老人ホームしののめ             

地域密着型特別養護老人ホームおりひめ             

地域密着型特別養護老人ホームおりひめ 

中村 晃紹 

西山 高美 

佐野 広幸 

髙野 政文 

樋口 由美 

青山 稔  

成島 つや子 

渡辺 千景 

井上 勧 

高村 隆夫 

外川 亜弥 

渡辺 朝子 

鈴木 隆弘 

仲井 浩樹 

横小路 大也 

野尻 まり子 

渡辺 京子 

渡辺 清子 

勝俣 八千代 

渡辺 美奈子 

ケア ケアハウス結いの泉 

ケアハウス結いの泉 

井出 朋子 

落合 寿子 

デイ デイサービスセンター芙蓉荘 

デイサービスセンター芙蓉荘 

デイサービスセンターひかり横丁 

今井 仁美 

渡辺 薫 

窪田 雄介 

他匿名希望者 1名 
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    イ 全国老人福祉施設協議会表彰状【６名】 

 特別養護老人ホーム芙蓉荘  

特別養護老人ホーム桜井寮 

特別養護老人ホーム 春光園 

特別養護老人ホーム壽ノ家 

特別養護老人ホーム仁生園 

ケアハウス結いの泉 

小田山 桜 

二宮 章 

有井 かおり 

芦原 法子 

藤森 とよ子 

井出 朋子 

 

(2) 弔慰 

甲州リハビリテーショングループ 会長 島津 壽秀 様 

全老施協広報委員会副委員長及び広島老人福祉施設連盟会長 池田 円 氏 御母堂様 

社会福祉法人さくら会 理事長 桜林 幹夫 氏 ご子息様 

 

 17 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 山梨県社会福祉審議会 

   山梨県 高齢者権利擁護等推進委員会 

   山梨県 地域包括ケア推薦協議会 

   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プロジェクト実行委員会 

   山梨労働局職業安定部職業安定課 人材確保対策推進協議会 

   介護労働安定センター 雇用管理改善企画委員会 

   山梨県立介護実習普及センター運営委員会 

   山梨県 県民生活部 やまなし女性の活躍推進ネットワーク会議 

   一般社団法人山梨歯科医師会 山梨県在宅歯科医療連携運営推進協議会 

   一般財団法人山梨県介護支援専門員協会 

   山梨メディカルケア協働組合 

   山梨県介護老人保健施設協議会 

   甲府市民生委員推薦委員会 

   甲府市老人ホーム入所判定委員会 

    

    

  


