
  

 

令和２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) 令和２年６月 26日(金) 山梨県福祉プラザ 

ア 新型コロナウイルス感染症対策について(全国・県の対応) 

イ 令和２年度実施事業について 

ウ 介護施設・事業所におけるコロナ禍の対応に関するアンケートについて 

エ 電力合同見積り事業の結果について 

 

(2) 令和２年 10月 19日(月) オンライン会議 

ア ８月・９月に実施した「介護施設・事業所におけるコロナ禍の対応に関するアンケート

調査」の調査結果を踏まえた今後の対応について 

イ 令和３年度介護報酬改定に向けた要望事項について 

ウ 11 月実施予定「介護施設・事業所におけるコロナ禍の対応に関するアンケート調査」

のアンケート項目について 

エ 第４回理事会について 

 

(3) 令和２年 10月 30日(金) オンライン会議 

ア ８月・９月に実施した「介護施設・事業所におけるコロナ禍の対応に関するアンケート

調査」の調査結果を踏まえた県への要望事項について 

イ 令和３年度介護報酬改定に向けた要望事項について 

ウ 11 月実施予定「介護施設・事業所におけるコロナ禍の対応に関するアンケート調査」

について 

エ 第４回理事会について 

 

(4) 令和２年 12月 11日(金) オンライン会議 

ア 第４回理事会意見開陳書回答結果について 

イ 11 月実施「介護施設・事業所におけるコロナ禍の対応に関するアンケート調査」の結

果について 

ウ ポストコロナ社会における福祉介護政策に対する要望書提出について 

 

(5) 令和３年１月 25日(月) オンライン会議 

ア 令和３-４年度の役員選任について 

イ 全国老人福祉施設協議会 山梨県代議員選挙について 

 

 

 

 



  

２ 理事会 

(1) 令和２年４月 30日(木) 書面決議 

ア 令和元年度事業報告並びに収支決算報告について 

イ 令和２年度事業計画(案)並びに収支予算(案)について 

 

(2) 令和２年５月 12日(火) 山梨県福祉プラザ 

ア 介護保険施設等における感染症発生時の職員派遣について 

イ 令和２年度本会事業の執行について 

 

(3) 令和２年７月 31日(金) 山梨県福祉プラザ 

ア 新型コロナウイルス感染症対策について 

イ 令和２年度事業運営ならびに予算について 

ウ 介護施設・事業所におけるコロナ禍の対応に関するアンケートについて 

エ 令和３年度介護報酬改定に向けた要望等について(全老施協からの依頼) 

 

(4) 令和２年 11月 20日(金) 書面決議 

ア ８月・９月に実施した「介護施設・事業所におけるコロナ禍の対応に関するアンケー

ト調査」の調査結果を踏まえた県への要望事項(案)について 

イ 令和３年度介護報酬改定に向けた要望事項(案) 

 

(5) 令和３年２月４日(木) 書面決議 

ア 令和３-４年度の役員選任について 

イ 全国老人福祉施設協議会 山梨県代議員選挙の実施について 

 

３ 監事会 

(1) 令和２年５月 12日(火) 山梨県福祉プラザ 

ア 令和元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 その他 

 

４ 定期総会 

(1) 令和２年５月 29日(金) 書面決議 

ア 令和元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２年度事業計画(案)並びに収支予算(案)について 

エ 全国・関東ブロック大会等の中止等の状況 

 

 



  

５ 広域感染症災害救援事業 

   (1)感染症発生時における職員の派遣に関する覚書を締結  

令和２年４月 30日(木)  山梨県並びに山梨県老人保健施設協議会と連名 

三者が相互協力し、山梨県内の介護保険施設その他の施設において感染症が発生した

場合に、事前に登録している施設職員の中から当該施設に職員を派遣すること等を目的

とした協定を締結。（現在登録者数 60名） 

※関係様式は本会 HPに掲載 

 

   (2)本会としての「広域感染症災害救援事業助成金」の支給を決定 

 

   (3)本会 HPにて各施設の新型コロナウイルス感染症対策についての情報共有を実施 

 

６ 要望活動 

   (1)「コロナ禍における高齢者施設への支援に関する要望書」 

     （山梨県老人保健施設協議会と連名） 

     令和２年 12月 24日(木) 山梨県健康長寿推進課、市長会、町村会へそれぞれ提出 

 

７ 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 

  開催なし 

 

８ 地域ブロック会 

(1) 甲府ブロック 

① 令和２年９月 11日(金) オンライン会議 12名参加 

ア 甲府市保健所 久保田室長との情報交換 

・感染症予防対策で不安な点 

・感染者ないしは濃厚接触者が判明した際の対応 

・施設内ゾーニングについて 

・デイサービス・ショートステイ休業時の一時対応サービスについて 

・(職員向け)休業補償について 

 

② 令和３年３月３日(水) オンライン会議 30名程度参加 

ア オンライン研究発表会 

  発表題数 6事例 

 

(2) 峡東ブロック 

令和３年２月 16日(火) オンライン会議 9名参加 

ア ブロック選出役員の改選について 

イ 情報交換 

 

 



  

(3) 東部ブロック  

開催なし 

  

(4) 富士北麓ブロック 

開催なし 

 

(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 

 

９ 第 12回 山梨県老施協研究総会 

(1)令和３年２月 21日(日) アピオ甲府 

   ⇒新型コロナウイルス感染拡大予防のため中止 

 

10 社会福祉施設初任者研修会(県社協) 

  開催なし 

   

11 21世紀委員会 

開催なし 

 

12 電力調達に係る合同見積り事業 

  (1) 電力事業者向け説明会  参加者 4事業所 

令和２年４月８日(水) 山梨県福祉プラザ４階 第１会議室 

 

  (2) 電力合同見積り事業の実施  参加数 13法人 26施設 

     全体で 2500万円の経費節減（年間想定削減額） 

 

 

13 全国老人福祉施設協議会 

(1) 令和２年度全国老人福祉施設研究会議(鹿児島大会) 

令和２年 11月 25日(水)～26日(木) 鹿児島県 

⇒新型コロナウイルス感染拡大防止のため次年度に開催延期 

 

 

 



  

(2) 第 77回全国老人福祉施設大会(山形大会) 

令和２年 10月 29日(木)～30日(金) 山形県  

⇒新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

 

(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 39回 令和２年６月 24日(水) 全国老施協 会議室 

イ 第 40回 令和２年 10月 28日(水) 全国老施協 会議室 

ウ 第 41回 令和２年 12月 25日(金) 全国老施協 会議室 

エ 第 42回 令和３年３月 19日(金) 全国老施協 会議室 

⇒新型コロナウイルス感染症拡大防止のため「書面または電磁的方法による議決権行使」 

 

14 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２年５月 26日(火) 書面決議 

ア 令和元年度事業報告について 

イ 令和元年度一般会計収支決算について 

ウ 令和２年度事業計画(案)について 

エ 令和２年度一般会計収支予算(案)について 

オ 第 56回関東ブロック老人福祉施設研究総会(神奈川大会)の令和２年度開催の中止及

び令和３年度の開催地について 

カ 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 

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

(案)について 

ク 報告事項 令和元年度グループ別活動費助成金について 

 

② 令和２年 11月９日(月) オンライン会議  

ア 監事の選任について 

イ 第 56回関東ブロック老人福祉施設研究総会神奈川大会の開催について 

ウ 令和３年度カントリーミーティングの開催について 

エ 緊急連絡網の確認について 

オ 各都県政令市における新型コロナウイルス防止対策等について 

 

③ 令和３年３月 30日(火) オンライン会議 

ア 令和２年度一般会計収支補正予算(案)について 

イ 令和３年度事業計画(案)について 

ウ 令和３年度一般会計収支予算(案)について 

エ 令和３年度グループ別活動費助成要項(案)及び令和３年度都県市事業活動費助成要

項(案)について 

オ 報告事項 令和２年度グループ別活動費助成金について 

カ 報告事項 令和２年度都県市事業活動費助成金について 



  

キ 第 56回関東ブロック老人福祉施設研究総会(神奈川大会)について 

ク その他 

 

(2) 第 56回関東ブロック老人福祉施設研究総会 

令和２年６月 30日(火)～７月１日(水) 神奈川県  

⇒新型コロナウイルス感染拡大防止のため次年度に開催延期 

 

15 全国研修等 

(1) 令和２年度経営戦略セミナー 

研修動画Web配信 

(2) 社会福祉法人会計基準実践的基礎講習 

令和２年 12月 25日(金)～令和３年４月 30日(金) 研修動画Web配信 

(3) 新しい生活様式における福祉施設のあり方について 

令和３年１月 13日(水)～５月 14日(金) 研修動画Web配信 

(4) 令和２年度社会福祉法人会計基準実践的決算講習 

令和３年３月３日(水)～６月 30日(水) 研修動画Web配信 

(5) 令和２年度養護老人ホーム職員研修(“困難”事例検討会) 

令和３年３月９日(火) オンライン研修 

(6) 令和２年度新人介護職員向けモチベーション向上・定着オンライン研修 

令和３年３月 16日(火) オンライン研修 

  

16 慶弔関係 

(1) 表彰 

ア 全国老人福祉施設協議会感謝状【38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壽ノ家                    

特別養護老人ホーム壽ノ家                    

特別養護老人ホーム壽ノ家                  

特別養護老人ホーム壽ノ家                    

特別養護老人ホーム富士川荘                    

特別養護老人ホーム富士川荘                  

特別養護老人ホーム富士川荘                 

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櫛形荘                  

特別養護老人ホーム櫛形荘                  

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富士山荘             

中込 好美 

高橋 英明 

石原 薫子 

石原 景子 

安藤 美砂子 

中村 治之 

保坂 えい生 

小田 公子 

吉田 裕貴 

杉山 さと美 

深澤 香 

河野 多加志 

河西 恵里 

八巻 康子 

山口 薫 

渡邊 まつみ 



  

特別養護老人ホーム富士山荘             

介護老人福祉施設光風園 

介護老人福祉施設光風園  

介護老人福祉施設光風園 

特別養護老人ホーム奥湯村園 

特別養護老人ホームトリアス 

特別養護老人ホームトリアス 

特別養護老人ホームトリアス 

特別養護老人ホームトリアス 

特別養護老人ホームトリアス 

特別養護老人ホームトリアス 

特別養護老人ホームトリアス 

特別養護老人ホームトリアス 

特別養護老人ホームトリアス 

特別養護老人ホーム笛吹荘 

特別養護老人ホーム寿荘 

柏木 好美 

鈴木 雪絵 

水上 とく子 

宮原 清子 

山口 真寿美 

今井 昌子 

中込 貴 

原 眞知子 

内田 拓也 

桑原 利枝 

佐野 樹理 

中川 百合子 

髙野 直人 

渡辺 美香 

小泉 和子 

宮下 美穂 

軽費 軽費老人ホームあやめの里 中沢 由江 

デイ トリアスデイサービスセンター 

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 

しまのさとデイサービスセンター 

西山 智博 

真田 和美 

北原 弥寿子 

松本 ゆみ子 

団体 富士吉田市社会福祉事業団 渡辺 紫保 

      

    イ 全国老人福祉施設協議会表彰状【24名】 

養護 養護老人ホーム春風寮 大勝 由賀子 

特養 特別養護老人ホーム尚古園 

特別養護老人ホーム桜井寮 

特別養護老人ホーム桜井寮 

特別養護老人ホーム壽ノ家 

特別養護老人ホーム富士川荘 

特別養護老人ホーム福寿荘 

特別養護老人ホーム福寿荘 

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櫛形荘 

特別養護老人ホーム櫛形荘 

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富士山荘 

介護老人福祉施設光風園 

相原 司 

輿石 岳人 

小林 まゆみ 

深澤 里美 

笠井 由香 

田中 典子 

内藤 友貴美 

髙野 政文 

佐野 広幸 

三上 順子 

内藤 新子 

岡安 良江 

遠山 ひとみ 

渡邊 千景 

鈴木 雪絵 



  

特別養護老人ホーム奥湯村園 

特別養護老人ホーム奥湯村園 

特別養護老人ホーム奥湯村園 

雨宮 理恵 

大澤 真由美 

小泉 良子 

ケア ケアハウスシルバーカレッジ奥湯村 飯島 琴江 

デイ デイサービスセンター芙蓉荘 

櫛形荘デイ・サービスセンター 

櫛形荘デイ・サービスセンター 

富士山荘デイサービスセンター 

湯山 美奈子 

齊藤 弓 

入倉 菜保子 

渡辺 さつき 

 

(2) 弔慰 

全老施協副会長、理事及び代議員 鴻江 圭子 氏 御母堂様 

八十八会南岳荘 理事長 清水 禎次郎 氏 奥様 

社会福祉法人富士厚生会 理事長 仲亀 透 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 

   一般社団法人山梨歯科医師会 山梨県福祉施設等口腔健康管理推進事業検討委員会 

   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 

   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 

   甲府市老人ホーム入所判定委員会 ほか 


