埼玉県老人福祉施設協議会
平成２８年度事業報告
１

会

議

（１）総

会

○定期総会

平成２８年４月２０日（水）さいたま市文化センター

・平成２７年度事業報告並びに収支決算について
・平成２８年度事業計画（案）並びに収支予算（案）について
・埼玉県老人福祉施設協議会理事及び監事の承認について
○臨時総会

平成２９年１月２７日（金）埼玉県県民健康センター

・一般社団法人化と定款及びそれにかかる諸規程の制定について
（２）監事会
平成２８年４月１４日（木）彩の国すこやかプラザ
・平成２７年度事業及び会計監査
（３）正副会長会議
○第１回

平成２８年５月１１日（水）彩の国すこやかプラザ

・平成２８年度各委員会・部会の体制について
○第２回

平成２８年８月２３日（火）彩の国すこやかプラザ

・社会福祉施設等における防犯対策について
・第５２回関東ブロック老人福祉施設研究総会について
・平成２８年度事業の進捗状況について
○第３回

平成２８年１０月２５日（火）彩の国すこやかプラザ

・一般社団法人化に向けたスケジュールについて
・第５２回関東ブロック老人福祉施設研究総会の中間報告について
・全国老人福祉施設協議会「表彰状」代表受賞者の決定について
○第４回

平成２８年１２月２日（金）ソニックシティ

・一般社団法人化の諸規程の制定について
・臨時総会及び第２回施設長会議について
・第５２回関東ブロック老人福祉施設研究総会の決算について
○第５回

平成２９年２月２０日（月）彩の国すこやかプラザ

・各種契約について
・諸規程について
（４）正副会長・部会長・委員長会議
○第１回

平成２８年４月１４日（木）彩の国すこやかプラザ

・平成２７年度事業報告並びに収支決算について
・平成２８年度事業計画（案）並びに収支予算（案）について
・平成２８年度定期総会について
・第１回施設長会議・情報交換会の開催について
○第２回

平成２９年１月１８日（水）彩の国すこやかプラザ

・平成２８年度臨時総会の開催に向けて
・平成２８年度末及び平成２９年度当初スケジュールについて

（５）理事会
○第１回

平成２８年４月２０日（水）さいたま市文化センター

・平成２７年度事業報告並びに収支決算について
・平成２８年度事業計画（案）並びに収支予算（案）について
・平成２８年度定期総会・第１回施設長会議・情報交換会の開催について
・熊本地震への対応について
○第２回

平成２８年４月２０日（水）さいたま市文化センター

・会長の互選について
・会長指名の理事及び監事の選出
・副会長の指名
・今後のスケジュール
○第３回

平成２８年５月１１日（水）彩の国すこやかプラザ

・平成２８・２９年度の委員会・部会体制について
・各関係機関から依頼のある委員等について
・各関係機関からの依頼について
・各支部が主催する研修の報酬等の取扱いについて
○第４回

平成２８年６月２１日（火）彩の国すこやかプラザ

・平成２９年度埼玉県への施策・予算編成に対する要望書（案）について
・各関係機関から依頼のある委員等について
・後援申請について
○第５回

平成２８年８月２３日（火）彩の国すこやかプラザ

・社会福祉施設等における防犯対策について
・第５２回関東ブロック老人福祉施設研究総会について
・平成２８年度事業の進捗状況について
○第６回

平成２８年１２月２日（金）ソニックシティ

・第５２回関東ブロック老人福祉施設研究総会の報告について
・一般社団法人化のための諸規程の制定について
・臨時総会及び第２回施設長会議について
○第７回

平成２８年１２月２２日（木）埼玉教育会館

・一般社団法人化のための諸規程の制定について
・臨時総会及び第２回施設長会議について
・老人福祉施設職員研修奨励基金について
○第８回

平成２９年１月２７日（金）県民健康センター

・臨時総会及び第２回施設長会議について
・平成２８年度末及び平成２９年度当初スケジュールについて
・全国老人福祉施設協議会代議員選挙について
・第５２回関東ブロック老人福祉施設研究総会の決算について
・第５３回関東ブロック老人福祉施設研究総会における分科会発表者の推薦に
ついて

○第９回

平成２９年２月２０日（月）彩の国すこやかプラザ

・各種契約について
・諸規程について
・今後の流れと役割分担について
・埼玉県地域福祉推進委員会委員の推薦について
○第１０回

平成２９年３月１６日（木）彩の国すこやかプラザ

・平成２８年度事業報告及び収支決算見込について
・平成２９年度事業計画（案）及び収支予算（案）について
・老人福祉施設職員研修奨励基金の取扱いについて
・平成２９年度定期総会・第１回施設 長会議・祝賀会の開催について
・埼玉県社会福祉協議会研修委員会委員候補者の推薦について
・介護の魅力ＰＲ隊の推薦について
（６）施設長会議
○第１回

平成２８年４月２０日（水）さいたま市文化センター

・行政説明「平成２８年度県関係施策・予算等について」
埼玉県福祉部

高齢者福祉課

課長

谷澤

正行 氏

埼玉県福祉部地域包括ケア課

課長

金子

直史 氏

副課長

藤間

達之 氏

埼玉県福祉部

福祉監査課

・特別講演「社会福祉法人制度改革について」
講師：厚生労働省

社会・援護局福祉基盤課

社会福祉法人制度改革推進室長
○第２回

田中

徹

氏

平成２９年１月２７日（金）埼玉県県民健康センター

・ 年頭あいさつ

埼玉県老人福祉施設協議会

会長

埼玉県福祉部

浩 氏

部長

田島

岡芹

正美

・新春特別講演「介護保険制度の動向～２０１８年度・２０２１年度改正の行方～」
講師：東洋大学ライフデザイン学部生活支援学科 准教授

高野

龍昭

・行政説明
埼玉県福祉部

高齢者福祉課

埼玉県福祉部

福祉監査課

課長

谷澤

正行 氏

副課長

藤間

達之 氏

（７）社会福祉法人改革対策セミナー
・平成２８年１２月７日（水）埼玉県県民健康センター
・講義「平成２９年４月１日施行分への対応について」
講師：公益社団法人
委員長
２

本永

全国老人福祉施設協議会
史郎

総務・組織委員会

氏

委員会
（１）総務委員会
○第１回

平成２８年５月２７日（金）彩の国すこやかプラザ

・正副委員長の互選について
・平成２８年度事業の具体化について

氏

・施設長研修会について
・平成２９年度予算・施策要望活動について
○第２回

平成２８年６月１５日（水）彩の国すこやかプラザ

・施設長研修会について
・平成２９年度予算・施策要望活動について
・一般社団法人化について
○第３回

平成２８年７月２８日（木）彩の国すこやかプラザ

・一般社団法人化について
○第４回

平成２８年８月２３日（火）彩の国すこやかプラザ

・一般社団法人化に向けた今後のスケジュールと役割分担について
○第５回

平成２８年９月６日（火）ソニックシティ

・一般社団法人化に向けた今後のスケジュールと役割分担について
○第６回

平成２８年１０月２５日（火）彩の国すこやかプラザ

・一般社団法人化に向けた検 討事項の具体化について
○第７回

平成２８年１１月２４日（木）彩の国すこやかプラザ

・一般社団法人化に向けた諸規程の準備について
・第２回施設長会議について
○第８回

平成２８年１２月１３日（火）埼玉県農業共済会館

・一般社団法人化に向けた諸規程について
・第２回施設長会議について
○第９回

平成２９年２月６日（月）彩の国すこやかプラザ

・各規程の確認（就業規則、会計規程、定め、災害応援協定など）
・総務委員会としての今後のスケジュールと役割分担について
○第１０回

平成２９年２月２０日（月）彩の国すこやかプラザ

・会報について
・進捗状況の確認と今後のスケジュールについて
○第１１回

平成２９年３月９日（木）彩の国すこやかプラザ

・平成２９年度事業計画（案）及び中期３ヶ年計画（案）について
・平成２９年度収支予算（案）について
・会報の編集について
・事務所、電話設置等の進捗状況の確認と今後のスケジュールについて
○一般社団法人神奈川県高齢者福祉協議会視察
平成２８年８月１８日（木）神奈川県横浜市
・一般社団法人化に向けた具体的手順について
・一般社団法人の必要な各種書類の作成について
（２）地域福祉委員会
○第１回

平成２８年５月１６日（月）彩の国すこやかプラザ

・正副委員長の互選について
・平成２８年度地域福祉委員会事業の具体化について
○第２回

平成２８年１２月１４日（水）彩の国すこやかプラザ

・彩の国中学生高齢者施設でのふれあい体験事業について
（３）研修委員会
○第１回

平成２８年５月１７日（火）彩の国すこやかプラザ

・平成２８年度研修事業の具体化について
・委員長・副委員長の選出
○第２回

平成２９年３月１４日（火）彩の国すこやかプラザ

・平成２８年度各研修事業の評価について
・平成２９年度事業計画について
３

部会
（１）３部会、ユニットケア研究会議合同会議
○第１回

平成２８年５月１７日（火）彩の国すこやかプラザ

・平成２８年度研修事業の具体化について
○第２回

平成２９年３月８日（水）彩の国すこやかプラザ

・平成２８年度各事業の振り返りについて
・平成２９年度の事業計画について
４

研修会
別表

５

研修報告のとおり

埼玉県老人ホーム入園者創作品展

―埼玉県委託事業―

（第５２回関東ブロック老人福祉施設研究総会 と同日開催）
平成２８年９月２８日（水）～２９日（木）
○会

場

第一展示場

○来場者

２，３２６名

○内

県内老人ホームの入所者・デイサービス利用者の創作品の展示

容

○出展数
６

ソニックシティ

１６２作品（１１８施設・事業所）

平成２８年度彩の国中学生高齢者施設でのふれあい体験事業
平成２８年７月１日～１１月３０日の各施設で定める日
○場

所

各会員老人福祉施設（全施設対象）

○参加施設・事業所数２４か所

参加中学校数２９校

参加中学生１５１名

○体験感想作文集の作成（作文提出数１３３作品）
７

予算要望活動
（１）埼玉県
平成２８年７月２７日（水）埼玉県庁福祉部長室
埼玉県出席者

福祉部

部

長

田島

浩

氏

地域包括ケア局長

牧

光治

氏

谷澤

正行

氏

高齢者福祉課長

ほか県職員３名

（２）政党
○自由民主党埼玉県支部連合会
平成２８年９月２８日（水）
○民進党埼玉県支部連合会
平成２８年９月１２日（月）
（３）厚生労働省
○首都圏高齢者福祉協議会の構成員として 要望書の提出
平成２８年１２月５日（月）厚生労働副大臣室
○要望書提出のた めの「平成２７年度決算に基づく経常増減差額比率（収支差額率）
の緊急調査」の実施
・本調査の対象施設数
・回収施設数
８

特別養護老人ホーム２９９施設

１８４施設（回収率６１．５％）

第５２回関東ブロック老人福祉施設研究総会 開催
（１）開催概要
○平成２８年９月２８日（水）～２９日（木）
○テーマ「社会福祉法人が支えます
～今こそ、未来に向かって
○主催

地域福祉・介護」
熱い思いを伝えよう！！～

（公社）全国老人福祉施設協議会、関東ブロック老人福祉施設連絡協議 会、
埼玉県老人福祉施設協議会

○参加者数

１，５６８名

○内容
・アトラクション「無形文化財秩父屋台囃子保存会

髙野右吉と秩父社中」～

・開会・式典
・基調講演Ⅰ

講師

・基調講演Ⅱ

演題「老後親子破産～解決への道はあるのか～」
講師

・記念講演

（公社）全国老人福祉施設協議会
ＮＨＫ解説副委員長

鎌田

靖

事務局長

天野

氏

演題「笑顔のもとに笑顔が集まる」
講師

林家

たい平

氏

・分科会
分科会
第１
分科会
第２
分科会
第３
分科会

内

容

参 加者 数

テーマ：「認知症ケアの取り組み」
発表題数：７

250

助 言 者：山梨県・茨城県
テーマ：
「住み慣れた地域に安心して暮らすために」
発表題数：７

102

助 言 者：静岡県・千葉市
テーマ：「モチベーションを上げるチームケア」
発表題数：７
助 言 者：長野県・川崎市

172

尊明

氏

テーマ：「魅力ある職場づくり」

第４

発表題数：７

分科会

154

助 言 者：千葉県・横浜市
テーマ：「主体性を引き出す介護への挑戦」

第５

発表題数：７

分科会

97

助 言 者：東京都・栃木県
テ ーマ：「 養護・ 軽 費・ ケアハウ スの課題 と今 後の

第６

方向性」

分科会

113

発表題数：６
助 言 者：神奈川県・埼玉県
テ ーマ：「 社会福 祉法人 における 社会貢献 活動 への

第７

取り組み」

分科会

114

発表題数：６
助 言 者：新潟県・群馬県
合計

1,002

・展示会
介護ロボット展示（１０社）、介護用品等紹介・展示コーナー（１４社）
（２）実行委員会の開催
○第１～３回は平成２７年度に実施
○第４回

平成２８年５月１１日（水）彩の国すこやかプラザ

・各部会の進捗状況について
・スケジュールについて
・各部会での協議
・開催要項（案）について
○第５回

平成２８年６月２１日（火）彩の国すこやかプラザ

・開催要項（案）について
・スケジュールについて
・各部会での協議
・各部会の進捗状況について
○第６回

平成２８年７月２８日（木）彩の国すこやかプラザ

・スケジュールについて
・各部会での協議
・各部会の進捗状況について
○第７回

平成２８年８月２３日（火）彩の国すこやかプラザ

・係員必携について
・各部会での協議
・各部会の進捗状況について
○係員説明会

平成２８年９月６日（火）ソニックシティ

・第５２回関東ブロック老人福祉施設研究総会の運営について
○係員反省会

平成２８年１２月２日（金）パレスホテル大宮

・第５２回関東ブロック老人福祉施設研究総会 について
９

全国大会（研修会）開催
（１）第７３回全国老人福祉施設大会
平成２８年１１月１５日（火）～１６日（水）石川県金沢市
（２）平成２８年度全国老人福祉施設研究会議
平成２９年１月２４日（火）～２５日（水）長崎県長崎市
（３）全国地域包括・在宅介護支援センター研究 大会
平成２８年１０月２４日（月）～２５日（火）神奈川県横浜市
（４）全国地域包括・在宅介護支援センター研修会
平成２９年２月１日（水）東京都霞ヶ関
（５）全国地域包括・在宅介護支援センターリーダー職員研修大会
平成２８年８月２９日（月）～３０日（火）東京都霞ヶ関

10

関東ブロック老人福祉施設連絡協議会（研修会等）開催
（１）第５２回関東ブロック老人福祉施設研究総会 （再掲）
平成２８年９月２８日（水）～２９日（木）埼玉県

ソニックシティ

（２）関東ブロック老人福祉施設連絡協議会代表者会議
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○第１回

平成２８年５月１０日（火）東京都

ホテルメトロポリタンエドモンド

○第２回

平成２８年９月２８日（水）埼玉県

ソニックシティ

○第３回

平成２９年３月２日（木）東京都

ホテルメトロポリタンエドモンド

関係機関・団体との連携等
（１）埼玉県との連携
○各種委員会委員の派遣
○埼玉県介護職員しっかり応援プロジェクト
・介護職員合同入職式

平成２８年５月６日（金）さいたま市民会館うらわ

・コバトンハートフルメッセージ事業の協働実施
・ワーキンググループ（随時実施）
（２）埼玉県社会福祉協議会との連携
○各種委員会委員の派遣
○各種研修事業の講師派遣
（３）全国老人福祉施設協議会との連携
○全国老人福祉施設協議会協議員・各種委員会委員の派遣
○２１世紀委員会代表者会議委員の派遣
（４）各種専門職能団体などとの連携
○一般社団法人埼玉県介護福祉士会
・介護福祉士実習指導者講習会（協力）
平成２８年１０月９日(日)、１０月１０日(祝)、１１月３日(祝)、１１月２０日(土)

○埼玉県認知症グループホーム・小規模多機能協議会
・第１５回定時総会記念講演会 （名義後援）
平成２８年 ６月１３日（月）浦和コミュニティセンター

・研修会（名義後援）
平成２８年 ９月９日（金）市民会館うらわ

○お仕事フェスタ実行委員会
・第１回「９つの職業がわかる！お仕事フェスタｉｎ埼玉」（名義後援）
平成２８年５月５日（木・祝）、７月１７日（日）、８月２１日（日）
埼玉福祉専門学校・埼玉ベルエポック製菓調理専門学校
・第２回「１４の職業がわかる！お仕事フェスタｉｎ埼玉」（名義後援）
平成２８年１１月１３日（日）、 平成２９年３月２０日（月・祝）
埼玉福祉専門学校・埼玉ベルエポック製菓調理専門学校
○公益社団法人埼玉県理学療法士会
・第２５回埼玉県理学療法学会 （名義後援）
平成２８年１２月１１日（日） ソニックシティ

○公益社団法人認知症の人と家族の会

埼玉県支部

・２０１６年度世界アルツハイマーデー記念行事・講演会 （名義後援）
平成２８年９月４日（日）彩の国すこやかプラザ
○特定非営利活動法人生活介護ネットワーク
・第２５回定時総会記念上映会 （名義後援）
平成２８年６月１５日（日）彩の国すこやかプラザ
・レビー小体型認知症サポートネットワーク埼玉交流会
平成２８年１２月１０日（土）市民会館おおみや
○埼玉県介護福祉士会・埼玉県介護福祉士養成校連絡協議会
・介護の学校

ｉｎ埼玉（名義後援）

平成２８年１１月６日（日）浦和大学短期大学部
○日本の福祉現場力を高める研究大会実行委員会
・第１０回日本の福祉現場力を高める研究大会（名義後援）
平成２９年２月２４日（金）北とぴあ
（５）熊本地震義援金
平成２８年熊本 地震（平成２８年４月１４日発生）に伴い、義援金を募集。全国老
人福祉施設協議会を通して被災地へ贈呈した。
義援金総額

４，６９４，９１９円（１１５施設・法人）

