
一般社団法人埼玉県老人福祉施設協議会  

令和４年度事業計画  

 

事 業 方 針 

 

埼玉県老人福祉施設協議会は、会員の皆様のご支援・ご協力により一般社団法

人化して、５周年を終えることができました。その間、県社協に依存していた事

務を法人として軌道に乗せるとともに、県委託事業の実施、更には、会報・ホー

ムページの充実と facebook の開設により情報の提供と共有化を図って参りました。 

 また、近年は新型コロナウイルス感染症拡大のなか、リモート環境の整備を行

い職員研修や大会イベントを実施するとともに、感染症り患ケアラーの支援協力、

アプリによる災害連絡体制の構築、介護ロボットの調査研究等を行って参りまし

た。 

新型コロナウイルス感染症の今後の動向は不透明ですが、令和４年度も「人材

の確保」「介護ロボット・ICT 活用」「感染症を含む災害対策」「地域医療・福祉の

連携」を重要事項と考え、以下の各委員会・部会における事業方針に基づき、各

種事業・職種別研修等を更に充実させて会員の資質向上・連携に努めて参ります。

更には、本協議会は１０圏域の支部協議会を設置して運営しておりますが、県と

の連携を考慮し県老人保健福祉圏域に合わせた区域に変更し、新たな地域の実情

に応じた事業展開をして参ります。 

引き続き、社会変化に応じた介護における課題などを県等に要望していくとと

もに、会員施設と連絡を密にして関係機関・団体とも連携し、情報の収集・共有

化に努めて参ります。 

 

 

１ 会 議 

（１）総 会 

令和４年５月２０日（金）WEB 開催  

・令和３年度事業報告  

・令和３年度貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）  

並びに財産目録の承認について  

・令和４年度事業計画並びに収支予算の承認について  

・理事及び監事の選任について  

・会長及び副会長の選任について  

 

（２）監事会 

令和４年５月６日（金）彩の国すこやかプラザ  

・令和３年度事業及び会計監査  



（３）正副会長会議 

○第１回 令和４年４月１１日（月）   

・さいたま圏域について 

※以降は、適宜開催  

 

（４）理事会 

○第１回 令和４年５月２０日（金）   

・会長の互選について  

・会長指名の理事について  

・監事の選出について  

・副会長の指名について  

   〇第２回 令和４年５月３０日 (月 )  

・理事及び委嘱委員の各委員会・部会の担当について  

〇第３回 令和４年７月８日（金）  

 ・令和５年度埼玉県施策並びに予算編成に対する要望について  

※以降は、適宜開催  

 

（５）正副会長・委員長・部会長会議 

○第１回 令和４年５月６日（金）彩の国すこやかプラザ  

・令和４年度定期総会の開催について     

・令和３年度収支決算及び令和４年度収支予算について  

※以降は、適宜開催  

 

 

２ 委員会・部会 

（１）総務委員会【老施協の運営、企画、立案、予算確保に関する事項】 

  ＜方 針＞ 

   会員事業所のサポートとして、人材育成や事業所の組織力のより一層の向

上を目的とした研修開催、また、協議会の機関紙・ホームページ等での有

益な情報配信などを念頭に事業を進めて参ります。 

・会員事業所への研修や情報提供等を行い、各事業所の人材・組織力のア

ップに繋がるように事業を展開していきます。 

・圏域の変更に伴う各圏域ニーズの把握に努め、各事業所の要望を集約 

し、埼玉県へ提出する予算要望書を作成していきます。併せて各種団体

との打ち合わせの資料としても活用しながら要望の実現に向けた取り

組みをしていきます。 

・今後も、コロナ禍の中で、事業の進め方などズーム等の利用を活かしな

がら事業の効率化に努めていきます。 



・協議会の事業展開上で、受諾可能な委託事業等については検討をして参

ります。 

  ＜委員会＞ 

○第１回 令和４年４月２５日（月） 

・令和４年度の施設長研修会の開催について 

・令和５年度埼玉県への予算要望活動について  

○第２回 令和４年６月１５日（水） 

・総務委員の役割分担について 

・令和４年度の施設長研修会の開催について  

・令和５年度埼玉県への予算要望活動について  

・会報「ろうしきょう」Vol.17 の発行について 

※以降は、適宜開催  

 

 

     ＜事 業＞ 

〇施設長会議 

 ・第１回 令和４年５月２０日（金）WEB 開催 

   講演内容「身体拘束を含む虐待防止」 

     講師：ＮＰＯ法人メイアイヘルプユー理事、同事務局長、保健師  

鳥海 房枝氏 

行政説明資料提供 

 ・第２回 令和５年１月（予定） 

 

○施設長研修会  

開催日 令和４年７月２９日（金） 

講演内容 

①  法改正に伴う高齢者施設の労務管理について  

～ハラスメント対策・育児介護関連  

②  キャリアアップ助成金制度について  

講師:社会保険労務士法人ＣＷＭ総研     

    副代表 川本 真由美 氏 

    副代表 吉川 ゆみ  氏 

 

〇会報「ろうしきょう」の発行 

  ５月１日 VOL.16、 １０月１日 VOL.17、 令和５年１月１日 VOL.18 

 

〇令和５年度埼玉県への施策並びに予算編成に対する要望とりまとめ 等 

 



（２）地域福祉委員会【地域福祉推進に関する事項】  

  ＜方 針＞ 

  今後の介護人材確保、介護業界の発展のため、地域との連携を図り、事業

展開に挑戦してまいります。  

・高齢者福祉研究大会及び老人ホーム入園者創作品展は、今年度もオン

ライン開催とさせていただきます。より多くの方に視聴していただけ

るよう昨年度よりもバージョンアップしてお届けできるよう企画し

ていきます。  

・ふれあい体験事業については、中止とさせていただきますが、中学生

等に社会の他の人たちの役に立ちうる存在であると実感し、社会にお

ける人々や地域の連携を通して、「福祉のこころ」を育てることを目

的として検討いたします。  

・新圏域での危機管理体制を確立し、日頃から危機的状況を想定した訓

練等を実施する。有事の際には、迅速な情報収集及び伝達を図ってい

きます。  

  ＜委員会＞ 

〇 第１回 令和４年４月２８日（木） 

    ・今年度の活動方法（アンケート結果）について  

〇 第２回 令和４年６月６日（月） 

    ・今年度の活動（事業ＰＲ動画）について  

      ①内容について  

      ②スケジュールについて  

 

※以降は、適宜開催  

  

 

   ＜事 業＞  

【高齢者福祉研究大会】 

〔企画運営委員会〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時期 会議内容 

６月６日（月） 第１回企画・運営委員会 

内容確認・サイト案等 

８月１８日（木） 第２回企画・運営委員会 

各種プログラム案・役割分担  

10 月中旬～下旬 第３回企画・運営委員会 

掲載内容の確認等 

1 月下旬から 

2 月上旬 

第４階企画・運営委員会 

振り返り・次回大会に向けて  



 

〔事 業〕 

〇高齢者福祉研究大会の開催 

大会テーマ：介護の未来を明るく元気に  

～たくさんのありがとう×笑顔の集まる場所～ 

オンライン開催 

配信期間（予定）令和４年１１月１５日(火)～１２月２６日(月) 

内  容：研究発表・特別講演等 

※介護用品展等紹介展示コーナー（同時開催） 

 

 

〇埼玉県老人ホーム入園者創作品展  埼玉県委託事業 

（オンライン開催） 

配信期間（予定）令和４年１１月１５日(火)～ 

 

 

 

【危機管理対策検討プロジェクトチーム】   

〔プロジェクトチーム会議〕 

 〇第１回 令和４年６月２８日（火）  

・災害時の連絡体制について 

・災害用アプリを使っての稼働訓練について  

 

※年４回開催予定 

 

〔事 業〕 

  〇アピカ連絡登録の整理・アンケート実施  

〇新圏域で災害用アプリ「アピカ」の連絡体制  稼働訓練実施（６月～

８月） 

  〇プロジェクトチーム内で、防災訓練 ９月・３月に実施 

    〇災害対策の充実に向けた研修を実施（8 月又は 9 月） 

 

 

 

（３）研修委員会【会員施設職員の資質向上のための研修会を実施】 

  ＜方 針＞ 

  ・それぞれの職種において「今」求められる研修会を開催するにあたり、各

会員の意見や要望を基に、職種別研修会において研修企画を行います。 



・時間を有効に活用でき、多くの会員が参加できるオンライン型研修会の

開催を基本として企画・運営をします。ただし、研修内容によっては、

小規模集合型の研修会を開催します。  

・研修会終了時の参加者アンケートから、満足度、理解度、自由意見等か

ら当該研修会の全体的な評価を行い、研修会企画の参考にします。 

・部会とも連携し、それぞれの特性がいかせる研修会を適時開催します。 

 

＜委員会＞ 

○  研修委員会  

第１回 令和４年５月３１日（火）  

・正副委員長の互選について  

・担当職種について  

・令和４年度研修事業について  

・リーダー研修会について  

・研修委員会・部会合同研修について  

※以降適宜開催  

 

○  各種職種別研修委員会  

令和４年５月３１日（火）  

  ・令和４年度研修事業について  

・リーダー・サブリーダーの選出  

・令和４年度研修の具体化について  

※以降適宜開催  

 

 

   ＜事 業＞ 

〇研修会の開催 

№ 研修名 
実施予

定月 
内容（予定） 

1 事務員研修会①   

７月 

２１日

（木）  

改正個人保護法について  

2 看護職員研修会   

１０月

１２日

（水）  

施設での看取り  

～施設看護職員の役割につい

て～  

3 介護職員研修会   

１０月

１８日 

（火）  

身体拘束をせずに事故を防ぐ

方法  

～認知症利用者の事故防止対

策について考える～  



4 相談員研修会   

１０月

２５日  

（火）  

「契約説明のポイント」 

5 栄養士・調理員研修会①   10 月頃  

基礎から学ぶ栄養ケアマネジ

メント  

～認知症や糖尿病の方に対す

るアプローチ～  

6 介護支援専門員研修会   

１１月

１０日

（木）  

「利用者も職員も幸せになれ

るケアマネジメント」  

～好循環を生み出すケアマネ

になろう!～ 

7 事務員研修会②   

１１月 

１１日

（金）  

安全衛生委員会について  

8 調理員・栄養士研修会②  11 月頃  

「コロナが起きたら・・・？」 

～起こった時の食事面での対

応・事例～  

9 リーダー研修会  
１ 月 又

は２月  

「管理者のためのメンタルヘ

ルス研修」  

～ラインケア編～  

＊その他、「研修委員会･部会合同研修会」や、他団体との共催オンライン 

研修会の開催を検討中 

 

 

 

 

（４）部 会【デイサービス、地域包括･在宅介護支援、養護・軽費老人ホーム・

ケアハウス、ユニットケアの事業運営に関する調査研究、研修】 

  ＜方 針＞ 

昨年度はコロナ禍であっても止まることなく調査研究、研修を進めるとと

もに、会員の皆様に必要な情報を提供するべく研修の企画運営の実施、時

として調査報告も行ってまいりました。 

今年度より、部会は本来の目的である「調査」を活動の中心として実施い

たします。そして調査と同時に、各部会種別において必要とされている調

査やアンケートを実施することにより、様々な課題等の洗い出しを行い、

その結果を活用した研修や関係機関等を交えた必要な情報提供や提言に

注力し、with & after コロナに対応した必要とされる部会運営を目指し

ます。 

また、昨年に続き研修委員会との協調を進め、より良い研修会を提供でき

るように質の向上に努めます。 



  ＜部会会議＞ 

〔部会種別委員打ち合わせ会議〕 

ユニットケア研究部会      令和４年６月２０日（月） 

地域包括･在宅介護支援部会 

デイサービス部会        令和４年６月２８日（火） 

養護・軽費・ケアハウス分科会  

 

*以降適宜開催 

 

   ＜事 業＞ 

〇調査・アンケートの開催  各種別において課題等の洗い出しを実施 

              必要に応じて研修を開催し、課題等を探す 

 

〇研修委員会との合同研修  適宜、研修委員会と情報共有することによ 

って必要とされる企画を計画立案に心が

ける 

 

 

（５）２１世紀委員会【次世代を担う若手役職員が、諸課題や介護現場の将来 

像を模索・検討し行動するために各種事業を行う。】 

  ＜方 針＞ 

・埼玉県内の介護施設で働く現場リーダーが、人材育成等の課題を共有し、

問題解決に向けて取組みます。時代にあった魅力ある介護人材の育成・

リーダー育成に加え、外国人介護人材受入れや受入れ施設の取り組みな

どにも視野を広げ、人材確保・育成・定着を目的としたＫＡＩＧＯ義塾

を開催します。 

・介護ロボットを活用した調査研究プロジェクトは、引き続き介護従事者の

負担軽減・や生産性の向上を図れるよう調査研究を行い、その結果を用

いた研修を行います。 

・そのほか、全国老施協と協力して関東ブロックカントリーミーティング・

企画・運営、福祉業界オープニングセミナーへの協力をする。  

 

＜委員会＞ 

【委員会】  

〇第 1 回 令和４年６月８日（水）  

・令和４年度事業の活動内容について  

①  ＫＡＩＧＯ義塾について  

   ②介護ロボットを活用した調査研究プロジェクト事業について  



〇第２回 令和４年９月７日（水）  

・事業評価  

〇第３回 令和４年１２月７日（水）  

・事業評価  

〇第４回 令和５年３月１日（水）  

・令和４年度事業評価について  

・中期３か年計画 (令和 5 年度～8 年度 )、令和 5 年度事業計画について  

 ※打ち合わせ等は適宜開催  

 

＜事 業＞ 

〇ＫＡＩＧＯ義塾  

第１回 ８月又は９月開催予定  第２回１１月  

 

〇その他事業通年  

①全国 21 世紀委員会との連携、関東ブロックカントリーミーティング

への協力  

②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  

③埼玉県介護職員しっかり応援プロジェクトへの協力  

 

 

【介護ロボットを活用した調査研究プロジェクト】  

〔チーム会議〕  

〇第１回 令和４年７月５日（火）  

・令和４年度事業計画について  

・プロジェクト研究調査内容の具体化  

〇第２回 令和４年９月７日（水）  

〇第３回 令和４年１２月７日（水）  

〇第４回 令和５年３月１日（水）  

・令和４年度事業評価について  

・中期３か年計画 (令和 5 年度～8 年度 )、令和５年度事業計画について  

※打ち合わせ・情報交換等は適宜開催  

 

〔事業〕  

①介護ロボット導入調査に伴うアンケートの実施  

②介護ロボットの活用施設の導入事例  

③介護ロボットを活用した効果検証・比較検証  

    

 



３ 全国大会（研修会）開催 

（１）第７９回全国老人福祉施設大会・令和４年度全国老人福祉施設研究会議 

合同開催 

令和５年１月２６日（木）～１月２７日（金）栃木県宇都宮市  

（２）全国地域包括・在宅介護支援センター研究大会 

   令和４年１０月３日（月）～４日（火） 兵庫県県神戸市 

（３）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  

   令和４年７月２７日(水) 

（４）全国地域包括・在宅介護支援センター研修会 

   令和５年３月１０日（金）～４日（土） 

 

４ 関東ブロック（研修会等）開催 

（１）第５７回関東ブロック老人福祉施設研究総会 オンライン開催 

令和４年９月 1 日（木）～９月３０日（金）山梨県  

（２）令和４年度関東ブロックカントリーミーティング 

開催日未定               静岡県  

（３）関東ブロック老人福祉施設連絡協議会代表者会議（年４回程度）  

 

５ 関係機関・団体との連携等 

 （１）全国老人福祉施設協議会及び全国地域包括・在宅介護支援センター協議

会、関東ブロック老人福祉施設連絡協議会との連携  

（２）埼玉県及び県社協種別組織（経営者協議会及び施設連絡会等）との連携  

（３）社会福祉士会、介護福祉士会、介護支援専門員協会、栄養士会等専門職団

体との連携  

（４）民間事業者連絡会、養成校との連携  

（５）その他団体との諸調整・取り組み等 随時  

 

６ 災害対策 

 埼玉県との「災害時における老人福祉施設の応援、協力等に関する基本協定」

及び「埼玉県災害派遣福祉チームの派遣に関する基本協定」の締結を受けて、

県関係部署との協議・調整、会員施設への情報発信を行う。  


