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令和３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３年４月８日(木) オンライン会議 

ア 令和２年度 事業報告並びに収支決算報告について 

イ 令和３-４年度 役員改選(案)について 

ウ 令和３年度 事業計画(案)並びに収支予算(案)について 

エ 新旧理事会・定期総会について 

オ 電力合同見積り事業について 

 

(2) 令和３年８月 18日(水) オンライン会議 

ア 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 

イ 第 12回山梨県老施協研究総会について 

 

(3) 令和３年 11月１日(月) オンライン会議 

ア 第 12 回山梨県老施協研究総会および第 57 回関東ブロック研究総会(山梨大会)に伴う

業者選定に係る収支予算・見積仕様書について 

イ 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 

ウ 令和４年度 電力調達に係る合同見積り事業について 

 

(4) 令和３年 12月６日(月) オンライン会議 

ア 第 12 回山梨県老施協研究総会および第 57 回関東ブロック研究総会(山梨大会)の開催

に伴う委託業者の選定について 

イ 第 12回山梨県老施協研究総会の開催時期について 

ウ 全国老施協 LIFE研修会について 

 

２ 理事会 

(1) 令和３年４月 23日(金) 山梨県福祉プラザ 

ア 令和２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 令和３-４年度 役員改選(案)について 

エ 令和３年度 事業計画(案)並びに収支予算(案)について 

オ 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 

カ 電力合同見積り事業について 

キ 定期総会について 
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３ 監事会 

(1) 令和３年４月 16日(金) 山梨県福祉プラザ 

ア 令和２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 

 

４ 定期総会 

(1) 令和３年５月 24日(月) 書面決議 

ア 令和２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３-４年度 役員改選(案)について 

エ 令和３年度 事業計画(案)並びに収支予算(案)について 

 

５ 広域感染症災害救援事業 

  (1)感染症発生による職員の応援派遣 

①令和３年５月３日(月)～５月 28日(金) 本会会員 10施設 12名を 1施設へ派遣 

後日派遣職員へ見舞金を支給 

 

   ②相談のみ ２施設 

 

  (2)衛生用品・防護用品の配布 

   ①令和４年２月 

    感染症発生により衛生用品等が不足した２施設に対して、備蓄分を提供 

 

６ 要望活動 

  (1)「抗原検査キットの在庫不足に対する早急な支援に関する要望書」 

    令和４年２月 24日(木) 山梨県健康長寿推進課へ提出 

 

  (2)「新型コロナウイルス感染症対策に関する要望書」 

    令和４年３月 25日(金) 山梨県健康長寿推進課へ提出 

 

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 第 12回 山梨県老施協研究総会 

  令和４年度 第 57回関東ブロック老人福祉施設研究総会(山梨大会)と合同開催に変更 
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９ 第 57回関東ブロック老人福祉施設研究総会(山梨大会)・第 12回山梨県老施協研究総会  

合同大会の開催準備 

(1)実行委員会 

①令和３年 12月 10日(金) 山梨県福祉プラザ 

 ア 合同大会 開催概要について 

 イ 合同大会 収支予算(案)について 

 ウ 実行委員会の構成(案)について 

 エ 準備スケジュール(案)について 

 オ 大会テーマについて 

 

②令和４年２月７日(月) オンライン会議 

 ア 合同大会 開催概要(案)について 

 イ 準備スケジュール(案)について 

 

(2)全体会チーム 

 ①令和４年１月 14日(金) オンライン会議 

 ②令和４年２月 24日(木) オンライン会議 

 

(3)分科会チーム 

 ①令和４年１月 17日(月) オンライン会議 

 

(4)広報協賛チーム 

 ①令和４年１月 21日(金) オンライン会議 

 ②令和４年２月 22日(火) オンライン会議 

 

(5)物産品チーム 

 ①令和４年１月 21日(金) オンライン会議 

 ②令和４年２月 21日(月) オンライン会議 

 

10 社会福祉施設初任者研修会(県社協) 

開催なし 

 

11 山梨県栄養士会との研修会 

  (1)令和３年度介護報酬改定に伴う栄養ケア・マネジメントを基礎から学ぶスキルアップ研修 

令和３年９月 13日(月)～10月 12日(火) オンデマンド配信 
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12 21世紀委員会 

(1)幹事会 

 ①令和３年４月 15日(木) 山梨県福祉プラザ 

  ア 令和３年度 事業計画(案)並びに収支予算(案)について 

  イ 令和３年度 21世紀委員会 役員の選出について 

  ウ 令和３年度 21世紀委員会の活動について 

 

 ②令和３年９月２日(木) オンライン会議 

  ア 令和３年度 山梨県老施協 21世紀委員会の開催について 

  イ 第 12回山梨県老施協研究総会について 

 

(2)委員会 

 ①令和３年 10月５日(火) 書面決議 

  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 

 

(3)研修会 

 ①LIFEの普及啓発に向けたオンライン研修会 

  令和４年２月９日(水) オンライン開催 参加者約 97名 

  ア 「介護新時代「科学的介護」スタート 

LIFEの導入背景、これからの介護現場のあり方」 

講師：公益社団法人全国老人福祉施設協議会 広報委員会委員長 古谷 忠之 氏 

    イ 「実践事例～LIFE導入のプロセス」 

      講師：飯倉駅前特別養護老人ホームシオン 介護支援専門員 常世田 正猪 氏 

 

13 養護・軽費部会 

  (1)養護老人ホーム、軽費老人ホーム・ケアハウスに従事する職員の給与改善に向けた「措置

費及び事務費の引上げ」に関する要請活動 

   ①第 5回養護老人ホーム管理者連絡会 

令和４年１月 17日(月) 山梨県福祉プラザ 設置自治体ごと要請書を提出 

    

   ②第４回軽費老人ホーム・ケアハウス管理者連絡会 

    令和４年１月 27日(木) オンライン会議 

     

   ③「軽費老人ホーム・ケアハウスに従事する職員の給与改善の実現に向けた事務費の引上

げに関する要請書」 

令和４年３月 25日(金) 山梨県健康長寿推進課へ提出 
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14 地域ブロック会 

  開催なし 

 

15 電力調達に係る合同見積り事業 

  令和４年度実施 

 

16 全国老人福祉施設協議会 

(1) 令和３年度全国老人福祉施設研究会議(鹿児島大会) 

令和４年１月 13日(木)～３月 31日(木) オンライン開催 11名参加 

大会テーマ「介護新時代への船出～現場革新と科学的介護の実現～」 

 

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 中央情勢報告 参議院議員 

公益社団法人全国老人福祉施設協議会 常任理事 園田 修光 氏 

ウ 記念講演① 「断捨離「引き算の解決法」～住まいと心のガラクタさようなら～」 

        一般社団法人「断捨離®」代表 やました ひでこ 氏 

エ 記念講演② 「介護に携わる君たちへ、君たちに望むこと」 

        医療法人真正会・社会福祉法人真正会 理事長 齊藤 正身 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） 

 

【山梨県発表施設】 

・「出来る」を贈りたい 笑顔で過ごす為に 

特別養護老人ホーム明山荘 

・決められたことを“継続・集中・徹底”して行う 

介護老人福祉施設コスモ 

  【関東ブロック代表選出施設】 奨励賞受賞 

  ・うめぇじゃんけ 食事が楽しみになるように 

特別養護老人ホーム仁生園 

 

(2) 第 78回全国老人福祉施設大会(山口大会) 

令和３年 11月 25日(木)～令和４年３月 31日(木) オンライン開催 18名参加 

大会テーマ「介護新時代への船出～現場革新と科学的介護の実現～」 

 

ア 行政報告 厚生労働省 

イ 基調報告 公益社団法人 全国老人福祉施設協議会 

ウ 記念講演 有限会社ヒロカネプロダクション代表取締役・漫画家 弘兼 憲史 氏 
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エ シンポジウム 公益社団法人 全国老人福祉施設協議会 

オ 分科会 第 1分科会～第 6分科会 

 

(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 43回 令和３年６月 14日(月) 全国老施協 会議室 

イ 第 44回 令和３年 12月 15日(水) 都市センターホテル コスモホール 

ウ 第 45回 令和４年３月 22日(火) 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全日程「書面または電磁的方法による 

議決権行使」 

 

17 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 令和３年６月 15日(火) オンライン会議 

ア 令和２年度事業報告について 

イ 令和２年度一般会計収支決算について 

ウ 令和３-４年度全国老人福祉施設協議会 地域ブロック理事の選出について 

エ 令和３-４年度役員の選出について 

オ 第 56回関東ブロック老人福祉施設研究総会について 

 

② 令和４年３月 29日(火) オンライン会議 

ア 令和３年度一般会計収支補正予算(案)について 

イ 令和４年度事業計画(案)について 

ウ 令和４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金について 

オ 令和３年度都県市事業活動費助成金について 

カ 令和４年度グループ別活動費助成要項(案)及び令和４年度都県市事業活動費助成要

項(案)について 

キ 報告事項 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 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 

 

(2) 第 56回関東ブロック老人福祉施設研究総会・第 19回かながわ高齢者福祉施設研究大会 

  合同大会 

令和３年６月 30日(水)～７月 31日(土) 動画配信によるオンライン開催 39名参加 

大会テーマ「夢ある「地域共生社会」を目指して～支え合う人生 100年時代の介護～」 

 

ア 基調報告 公益社団法人全国老人福祉施設協議会 常任理事 園田 修光 氏 

イ 特別分科会① 「介護報酬改定 2021－介護報酬改定の要点チェック― 

         特別養護老人ホーム・短期入所生活介護・通所介護」 

         公益社団法人全国老人福祉施設協議会 副会長 小泉 立志 氏 
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  特別分科会② 「新型コロナウイルス感染症の対応について」 

         茨城県老人福祉施設協議会 会長  

(前全国老施協コロナ対策チーム担当副会長) 木村 哲之 氏 

    ウ 分科会 

第 1分科会 「認知症・中重度ケアの取組」 

      第 2分科会 「暮らしを楽しむ工夫」 

      第 3分科会 「多職種間連携と業務改善の取組」 

      第４分科会 「介護人材の確保・定着・処遇改善に関する取組」 

      第５分科会 「在宅サービスの取組」 

      第６分科会 「社会福祉法人における取組み」 

      第７分科会 「養護・軽費・ケアハウスの課題と今後の方向性」 

      特別分科会 「新型コロナウイルス感染症に関する発表」 

 

      【山梨県発表施設】 

      第３分科会 「うめぇじゃんけ 食事が楽しみになるように」 

特別養護老人ホーム仁生園 

※関東ブロック代表に選出、令和３年度 全国老人福祉施設研究会議

(鹿児島会議)にて発表、奨励賞受賞 

      特別分科会 「本来の自分を取り戻して…」 

ケアハウス シルバーカレッジ奥湯村 

 

 (3)関東ブロックカントリーミーティング（千葉大会） 

  令和４年２月 18日(金) オンライン開催 ５名参加 

   

  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 公益社団法人全国老人福祉施設協議会 

  ウ ワークショップ 「見たことも、聞いたこともない、介護現場をガラリと変える方法」 

             慶応義塾大学システムデザイン マネジメント研究科 広瀬 毅 氏 

 

18 全国研修等 

(1) 高齢者施設におけるビジネスマナー向上研修 

令和３年４月１日(木)～６月 30日(水) 研修動画Web配信 

(2) 介護施設における安全対策担当者養成研修 

令和３年６月１日(火)～11月 30日(火) 研修動画Web配信 

(3) 令和３年度経営リーダー養成塾 

全６回オンライン研修 

(4) 令和３年度第 1回養護老人ホーム職員研修 

①「困難」事例検討会：令和３年 11月 10日(水) オンライン研修 

②取組結果報告会：令和４年２月 10日(木) オンライン研修 
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(5) 全国老施協トップセミナー～介護新時代の船出～ 

令和３年 12月９日(木) ホテルニューオオタニ+ZOOMウェビナー 

(6) 令和３年度第 2回養護老人ホーム職員研修 

①「困難」事例検討会：令和３年 12月 16日(木) オンライン会議 

②取組結果報告会：令和４年３月 10日(木) オンライン会議 

(7) 認知症介護基礎研修受講者ステップアップ研修 

令和３年 11月 15日(月)から 動画研修 

(8) 令和３年度社会福祉法人会計基準実践的基礎講習 

令和３年 12月 10日(金)～令和４年３月 11日(金) 動画配信 

(9) 令和３年度社会福祉法人会計基準実践的決算講習 

令和４年２月 18(金)～５月 13日(金) 動画配信 

 

19 慶弔関係 

(1) 表彰 

ア 全国老人福祉施設協議会感謝状【57名】 

養護 

 

特養 

養護老人ホーム聖ヨゼフ寮 

養護老人ホーム聖ヨゼフ寮 

特別養護老人ホーム桜井寮 

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仁生園                  

特別養護老人ホーム仁生園                 

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             

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             

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 

田中 巳紀 

村上 カルメン 

山本 成子 

武藤 千夏 

飯田 悦子 

貫井 規吉 

菅谷 新 

中山 拓也 

八田 政志 

川上 悠輔 

青山 みどり 

竹原 留美 

竹内 きくみ 

奥村 恵子 

上原 沙織 

大沼 まゆみ 

日向 ゆかり 

伊藤 満 

佐藤 千春 

朝比奈 えい子 

渡辺 文枝 

長田 好美 

宮下 将司 

田辺 サチヨ 
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特別養護老人ホーム寿荘 

特別養護老人ホーム寿荘 

特別養護老人ホーム寿荘 

特別養護老人ホーム寿荘 

特別養護老人ホーム寿荘 

特別養護老人ホーム寿荘 

特別養護老人ホーム寿荘 

特別養護老人ホーム寿荘 

特別養護老人ホームロイヤルあかし 

特別養護老人ホームロイヤルあかし 

特別養護老人ホームロイヤルあかし 

特別養護老人ホームロイヤルあかし 

介護老人福祉施設コスモ 

介護老人福祉施設コスモ 

介護老人福祉施設コスモ 

介護老人福祉施設りんどうの里 

介護老人福祉施設りんどうの里 

介護老人福祉施設りんどうの里 

介護老人福祉施設りんどうの里 

介護老人福祉施設りんどうの里 

介護老人福祉施設りんどうの里 

介護老人福祉施設りんどうの里 

介護老人福祉施設りんどうの里 

介護老人福祉施設りんどうの里 

介護老人福祉施設りんどうの里 

介護老人福祉施設りんどうの里 

介護老人福祉施設りんどうの里 

介護老人福祉施設りんどうの里 

介護老人福祉施設りんどうの里 

介護老人福祉施設りんどうの里 

天野 弘美 

小宮 大輔 

増田 久美 

大森 麻美 

渡邉 秀彦 

五味 和久 

奥脇 幸子 

林 幸治 

長田 英志 

坂井 ゆうこ 

中村 米子 

井上 智美 

降矢 かずみ 

平野 孝子 

早苗 径香 

髙室 卓也 

小澤 美和 

土肥 留美 

望月 みはる 

有泉 勇 

一瀬 靜子 

塩島 孟幸 

深沢 ゆかり 

村松 俊紀 

富田 治子 

小澤 博 

北村 夕里 

河西 さとみ 

名取 かおり 

山田 定美 

ケア ケアハウス結いの泉 羽鳥 建寿 

デイ 指定通所介護事業所コスモ 

デイサービスセンター湯苗田 

早川 慧 

田中 美恵 

 

イ 全国老人福祉施設協議会表彰状【8名】 

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 

内堀 雅之 

野澤 和子 

荻野 高一 

保坂 秀貴 
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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仁生園 

萩原 みゆき 

安藤 美砂子 

北原 すづか 

デイ 尚古園デイ・サービスセンター 小田切 千奈美 

 

(2) 弔慰 

社会福祉法人天寿会 理事長 標 富夫 様 

山梨県社会福祉協議会 福祉人材研修課課長 矢崎 良典 氏 ご尊父様 

社会福祉法人恵友会 理事長 須田 浩司 氏 ご母堂様 

 

 20 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 


