埼玉県老人福祉施設協議会
平成２９年度事業報告
１

会

議

（１）総

会

○定期総会

平成２９年４月２７日（木）埼玉県県民健康センター

・平成２８年度事業報告並びに収支決算について
・平成２９年度事業計画（案）並びに収支予算（案）について
○臨時総会

平成３０年１月３０日（金）パレスホテル大宮

・一般社団法人埼玉県老人福祉施設協議会定款の一部を改正する定款の制定に
ついて
・一般社団法人埼玉県老人福祉施設協議会会員規程の一部を改正する規程の制
定について
（２）監事会
平成２９年４月１４日（金）彩の国すこやかプラザ
・平成２８年度事業及び会計監査
（３）正副会長・業務執行理事会
○第１回

平成２９年６月３０日（金）彩の国すこやかプラザ

・平成３０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
・施設長研修会について
・ホームページのリニューアルについて
・第５３回関東ブロック老人福祉施設研究総会における感謝状代表受賞者の
推薦について
・会員拡大について
・全国老施協「関東ブロックカントリーミーティング」への対応及び２１世紀委員
会の設置について
・外国人技能実習制度について
・業務執行理事からの報告
○第２回

平成２９年９月４日（月）彩の国すこやかプラザ

・委員会運営規程の改正について
・２１世紀委員会の委員数について
・埼玉県災害派遣福祉チームの派遣に関する基本協定書について
・各委員会・部会の進捗状況について
・会員拡大について
○第３回

平成２９年１１月７日（火） 彩の国すこやかプラザ

・定款変更（役員任期）について
・理事の定員数及び支部からの理事･研修委員等の推薦について
・会員規程の変更（会費）につい て
・臨時総会・施設長会議について
○第４回

平成２９年１１月２４日（金）ソニックシティビル

・第４回理事会協議事項について

・第１０回高齢者福祉研究大会について
○第５回

平成３０年１月４日（木）彩の国すこやかプラザ

・埼玉県社会福祉協議会への平成３０年度の支援依頼について
○第６回

平成３０年１月３０日（火） ソニックシティビル

・第６回理事会協議事項について
・第６回理事会報告事項について
○第７回

平成３０年３月９日（金）県民健康センター

・平成２９年度事業報告（案）及び収支決算見込について
・平成３０年度事業計画（案）及び収支予算（案）について
・理事・監事の選任について
・平成３０年度定期総会及び第１回施設長会議等の開催について
・埼玉県からの受託事業について
・支部規定について
・支部会計の清算について
・賛助会員規程（案）について
・就業規則の改正について
・会員規程の改正について
○第８回

平成３０年３月１９日（月）彩の国すこやかプラザ

・埼玉県からの受託事業について
（４）正副会長・部会長・委員長会議
○第１回

平成２９年４月１４日（金）彩の国すこやかプラザ

・平成２８年度事業報告並びに収支決算について
・平成２９年度事業計画（案）並びに収支予算（案）について
・平成２９年度定期総会について
・第１回施設長会議・祝賀会の開催について
○第２回

平成２９年１１月２４日（金）ソニックシティビル７階

・第４回理事会協議事項について
・第１０回高齢者福祉研究大会について
・関東ブロックカントリーミーティング in 埼玉 について
（５）理事会
○第１回

平成２９年４月２７日（木）埼玉県県民健康センター

・平成２８年度事業報告並びに収支決算について
・平成２９年度事業計画（案）並びに収支予算（案）について
・平成２９年度定期総会について
・第１回施設長会議・祝賀会の開催について
○第２回

平成２９年６月３０日（金）彩の国すこやかプラザ

・平成３０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
・施設長研修会について
・ホームページのリニューアルについて
・第５３回関東ブロック老人福祉施設研究総会における感謝状代表受賞者の

推薦について
○第３回

平成２９年９月４日（月）彩の国すこやかプラザ

・委員会運営規程の改正について
・２１世紀委員会の委員数につい て
・埼玉県災害派遣福祉チームの派遣に関する基本協定書について
・各委員会・部会の進捗状況について
・会員拡大について
○第４回

平成２９年１１月２４日（金）ソニックシティビル７階

・議案第１号 一般社団法人埼玉県老人福祉施設協議会定款の一部を改正する定款
制定について
・議案第２号 一般社団法人埼玉県老人福祉施設協議会会員規程の一部を改正する
規程の制定について
・理事の定員数変更について
・理事･研修委員等の支部推薦について
・臨時総会・施設長会議について
○第５回

平成２９年１２月８日（金）埼玉県農業共済会館

・臨時総会資料確認
・施設長会議の講演、行政説明依頼について
・今後のスケジュール（案）について
・埼玉県からの受託事業（案）について
○第６回

平成３０年１月３０日（火） ソニックシティ

・平成２９年度臨時総会及び第２回施設長会議について
・「関東ブロックカントリーミーティング in 埼玉」について
・平成２９年度経営戦略セミナーについて
・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
・支部協議会 会計年度終了後の理事会への会計報告方法について
・平成３１年度の埼玉県（各政党）への施策・予算要望について
○第７回

平成３０年３月１９日（月）彩の国すこやかプラザ

報告第１号

平成２９年度事業報告（案）及び収支決算見込について

議案第１号

平成３０年度事業計画並びに収支予算について

議案第２号

一般社団法人埼玉県老人福祉施設協議会賛助会員規程の制定について

議案 第３ 号

一 般 社団 法人 埼玉 県老人 福 祉施 設協 議会 会員 規 程の 一部 を改 正する
規程の制定について

議案第４号

一般社団法人埼玉県老人福祉施設協議会 支部協議会設置運営規程の一
部を改正する規程の制定について

議案第５号

一般社団法人埼玉県老人福祉施設協議会事務局の運営等に関する規程
の一部を改正する規程の制定について

議案第６号

一般社団法人埼玉県老人福祉施設協議会就業規則の一部を改正する規
則の制定について

協議事項
・平成３０年度定期総会及び第１回施設長会議等の開催について
・理事・監事の選任について
・埼玉県からの受託事業について
・法人間連携推進事業
・認知症ケア技術向上事業
・支部規定について
・書面表決方法について
（６）施設長会議
○第１回

平成２９年４月２７日（木）埼玉県県民健康センター

・行政説明
埼玉県福祉部高齢者福祉課

課長

谷澤

正行 氏

埼玉県福祉部福祉監査課

課長

関口

修宏 氏

・特別講演
「福祉制度のこれから」
講師：厚生労働省社会・援護局地域福祉課

地域福祉専門官

後藤 真一郎

「次期介護報酬改定の動向について」
講師：公益社団法人全国老人福祉施設協議会

事務局長

天野 尊明

・情報提供
埼玉県社会福祉協議会
○第２回

平成２９年度新規重点事業について

平成３０年１月３０日（火）パレスホテル大宮

・ 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（代読

部長

田島

岡芹

正美
副部長

知久

清志 氏）

・新春特別講演「平成３０年度の介護報酬の改定」
講師：厚生労働省

老健局長

濵谷

浩樹 氏

・行政説明
埼玉県福祉部

高齢者福祉課

副課長

埼玉県福祉部

地域包括ケア課

埼玉県福祉部

福祉監査課

佐々木

主幹

副課長

本橋
瀧本

政司 氏
仁 氏

治 氏

（７）平成２９年度経営戦略セミナー
・平成３０年３月９日（金） 埼玉県県民健康センター
・講義「平成３０年度介護報酬改定への対応について」
講師：公益社団法人

全国老人福祉施設協議会

社会保障審議会介護給付費分科会
２

委員

理事・統括幹事
瀬戸 雅嗣 氏

委員会
（１）総務委員会
○第１回

平成２９年４月１４日（金）彩の国すこやかプラザ

・登記完了後の各種、進捗状況の確認

氏

氏

・定期総会準備について
・一部、諸規定修正の可否について
・予算要望原案作成にあたる協議
・総務委員会の担当する施設長研修について
○第２回

平成２９年６月５日（月）彩の国すこやかプラザ

・平成３０年度予算・施策要望活動について
・施設長研修について
・ホームページのリニューアルについて
○第３回

平成２９年７月２６日（水）埼玉会館５階会議室

・施設長研修について
・老施協会報Ｖｏｌ．２の作成について
・定款３７条による委員会設置 (２１世紀委員会)の理事会提出原案協議について
○第４回

平成２９年１０月２０日（金） 埼玉会館６階会議室

・定款変更（役員任期）について
・諸規定の改正について
・会員規程の変更（会費）について
・会報「ろうしきょう」Vol.３について
○第５回

平成３０年３月８日（木）彩の国すこやかプラザ

・平成３０年度事業計画（案）及び収支予算（案）について
・予算要望の取りまとめについて
・会報 Vol.４の企画について
・支部規定について
・支援企業規定について
（２）地域福祉委員会
○第１回

平成２９年５月２９日（月）彩の国すこやかプラザ

・平成２９年度地域福祉委員会事業の具体化について
・第１０回埼玉県高齢者福祉研究大会について
○第２回

平成２９年１２月２５日（月）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
・埼玉県高齢者福祉研究大会 及び埼玉県老人ホーム入園者創作品展
の振り返りについて
○第３回

平成３０年１月１６日（火）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２９年５月２日（火）彩の国すこやかプラザ

・平成２９年度研修事業の具体化について
○第２回

平成３０年３月７日（水）彩の国すこやかプラザ

・平成２９年度各研修事業の評価について
・平成３０年度事業計画について

（４）２１世紀委員会
○第１回

平成２９年１１月１日（水） 彩の国すこやかプラザ

・委員長、副委員長の互選について
・２１世紀委員会の事業計画について
○第２回

平成２９年１２月２６日（火）彩の国すこやかプラザ

・平成２９年度関東ブロックカントリーミーティングの
企画・運営について
○第３回

平成３０年２月１日（木）彩の国すこやかプラザ

・平成２９年度関東ブロックカントリーミーティングの 運営について
・福祉業界就活オープニングセミナーへの協力について
・平成３０年度２１世紀委員会の事業計画について
○第４回

平成３０年３月２７日（火）川越プリンスホテル

・平成２９年度関東ブロックカントリーミーテ ィングｉｎ埼玉の振返り
・福祉業界就活オープニングセミナーの振返り
・平成３０年度事業計画の確認について
３

部会
（１）４部会合同会議
○第１回

平成２９年５月２４日（水）市民会館うらわ

・平成２９年度部会事業の具体化について
○第２回

平成３０年３月２日（金）彩の国すこやかプラザ

・平成２９年度各事業の振り返りについて
・平成３０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

第１０回埼玉県高齢者福祉研究大会
（１）企画・運営委員会等の開 催
○第１回

平成２９年５月２９日（月）彩の国すこやかプラザ

・日時・会場の確認について
・開催までのスケジュール（概略）について
・大会のテーマについて
・大会の構成（内容）について
・運営体制について
○第２回

平成２９年７月１９日（水） 彩の国すこやかプラザ

・基調講演について
・研究大会の概要（要綱案）について
・入園者創作品展、介護用品展示コーナーについて
○第３回

平成２９年９月２９日（金）彩の国すこやかプラザ

・研究大会のプログラムについて
・老人ホーム入園者創作品展について
○第４回

平成２９年１２月８日（金）埼玉県農業共済会館

・第１０回埼玉県高齢者福祉研究大会係員説明会について
（２）第１０回埼玉県高齢者福祉研究大会係員説明会
平成２９年１２月８日（金）埼玉県農業共済会館
・第１０回埼玉県高齢者福祉研究大会の運営について
（３）大会の実施
平成２９年１２月２０日（水）
○会

場

ソニックシティ

○来場者
○内

小ホールほか

３２７名

容

・基調講演「2035 年の高齢者福祉・介護サービス従事者の姿～未曾有の高齢社会に
おけるキーパーソンとして～」
講

師：東洋大学ライフデザイン学部生活支援学科

・研究発表

准教授

高野

龍昭

２９題（内訳 施設職員の発表２６題、県内養成校の学生の発表：３題）

・介護用品等紹介・展示コーナー
出展企業数

ソニックシティ

ビル棟

市民ホール

１４社(１８ブース)

（４）高齢者福祉研究大会報告書の作成
５

埼玉県老人ホーム入園者創作品展

―埼玉県委託事業―

（第１０回埼玉県高齢者福祉研究大会 と同日開催）
平成２９年１２月２０日（水）
○会

場

市民ホール

５２４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

○出展数
６

ソニックシティ

○来場者
容

１３６作品（１０６施設・事業所）

平成２９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２９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２６か所

参加中学校数３６校

参加中学生２２６名

○体験感想作文集の作成（作文提出数１７８作品）
７

予算要望活動
（１）埼玉県
平成２９年７月２６日（水）埼玉県庁福祉部会議室
埼玉県出席者

氏

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２９年９月２７日（水）
○民進党埼玉県支部連合会
平成２９年９月４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２９年１２月４日（月）厚生労働副大臣室
○要望書提出のための「平成２８年度決算に基づく経常増減差額比率（収支差額率）
の調査」の実施
・本調査の対象施設数
・回収施設数

特別養護老人ホーム３０１施設

１７２施設（回収率５７．１％）

（４）平成３０年度介護報酬改定に向けた全国一斉要望活動
平成２９年１２月７日（木）
埼玉県選出衆議院議員(衆議院第二議員会館)
埼玉県選出参議院議員(参議院議員会館)
８

平成２９年度関東ブロックカントリーミーティング 開催
（１）開催概要
○平成３０年２月２１日（水）～２２日（木）
○主催

公益社団法人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、一般社団法人埼玉県老人福祉施設協議会

○参加者数

２７０名

○内容
・趣旨説明
・基調報告・インプット
・グループディスカッション
分科会
第１
分科会
第２
分科会
第３
分科会
第４
分科会
第５
分科会
第６
分科会

バズワード

参 加者 数

事業戦略×制度・規制改革・展開

１６

社会福祉法人×健康寿命の延伸

１２

人材戦略×投資

１７

未来型 KAIGO×自立支援介護

３３

事業戦略×生産性向上(ロボット、ICT、AI)

２１

社会福祉法人×地域貢献

４６

第７
分科会
第８
分科会

人材戦略×働き方改革

５６

未来型 KAIGO×ブランディング

１３

合計
・特別講演

講師

株式会社ヤオコー

２１４
代表取締役会長

川野

幸夫

氏

演題「生活者主催～豊かで楽しい食生活提案型スーパーマーケット～ 」
・アウトプット・総評
・介護用品等紹介・展示コーナー（１ ５社）
９

全国大会（研修会）開催
（１）第７４回全国老人福祉施設大会
平成２９年１１月１４日（火）～１５日（水）福島県郡山市
（２）平成２９年度全国老人福祉施設研究会議
平成２９年１０月１７日（火）～１８日（水）高知県高知市
（３）全国地域包括・在宅介護支援センター研究 大会
平成２９年９月２５日（月）～２６日（火）長崎県長崎市
（４）全国地域包括・在宅介護支援センター研修会
平成３０年２月８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２９年７月２０日（木）～２１日（金）東京都霞ヶ関
（６）介護報酬改定決起セミナー
平成２９年１０月５日（木）東京都港区
（７）平成２９年度生活相談員研修会
平成３０年 1 月１５日（月）愛知県名古屋市
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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)～８日(金) 新潟県 朱鷺メッセ新潟コベンションセンター
（２）関東ブロック老人福祉施設連絡協議会代表者会議
○第１回

平成２９年５月１２日（金）東京都

ホテルメトロポリタンエドモンド

○第２回

平成２９年９月７日（木）新潟県 朱鷺メッセ新潟コベンションセンター

○第３回

平成３０年３月１３日（火）東京都

ホテルメトロポリタンエドモンド

（３）平成２９年度関東ブロックカントリーミーティング 実行委員会
○第１回

平成２９年１２月１４日（木）全国老施協会議室

○第２回

平成３０年２月２１日（水） 埼玉県

川越プリンスホテル

（４）平成２９年度関東ブロックカントリーミーティング開催 (再掲)
○平成３０年２月２１日（水）～２２日（木） 埼玉県

川越プリンスホテル
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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２９年４月２８日（金）埼玉会館

・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）
〇埼玉県及び埼玉県警察本部 と協定書締結
・平成３０年２月７日（水）「埼玉県防犯のまちづくりに関する協定 」締結
〇埼玉県及びと埼玉県社会福祉協議会と協定書締結
・平成２９年９月１９日（火）「埼玉県災害派遣福祉チームの派遣に関する基本
協定」締結
〇認知症サポーターを活用した回想法によるケアの実施
（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
○福祉業界就活オープニングセミナーin さいたまへの協力
・平成３０年３月３日（土）

学生への福祉業界説明

（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 代議員・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）全国地域包括・在宅介護支援センター協議会 との連携
○全国地域包括・在宅介護支援センター協議会 委員の派遣
（５）各種専門職能団体などとの連携
○公益社団法人埼玉県理学療法士会
・第２６回埼玉県理学療法学会（名義後援）
平成３０年１月１４日（日） ソニックシティ

○公益財団法人埼玉県産業振興公社
・埼玉県リハビリ・介護ロボット研究会 （名義後援）
通年(年６回)
○公益社団法人認知症の人と家族の会

埼玉県支部

・「認知症の人と地域で暮らしていくために」講演会（名義後援）
平成２９年９月９日（日）

シーノ大宮

さいたま市生涯学習総合センター

○特定非営利活動法人生活介護ネットワーク
・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２９年５月２７日（土）彩の国すこやかプラザ
平成３０年３月３日（土）介護付き有料老人ホームソナーレ浦和
○日本の福祉現場力を高める研究大会実行委員会
・第１０回高校生作文コンテスト（名義後援）
選考会

平成３０年２月２日（金）埼玉福祉・保育専門学校
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その他
〇一般社団法人埼玉県老人福祉施設協議会法人化記念祝賀会 の開催
〇老施協ホームページのリニューアル
〇「風に立つライオン基金」主催チャリティフェア２０１７への出展
〇介護ロボットを活用した腰部負荷軽減プロジェクト 説明会の開催
〇岡芹会長が、全国老人福祉施設協議会 研修委員会 委員長に就任
〇野溝副会長が、全国老人福祉施設協議会 介護保険事業等経営委員会 副委員長に就任
〇荻野副会長が、全国地域包括・在宅介護支援センター協議会 調査研究委員に就任

