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第二号議案  平成 27 年度  事業計画及び収支予算（案）  

平成 27 年度事業計画書（案） 

【方針】ユニットケアを通じ、高齢者の尊厳を守り質の高いサービスを提供し、個室ユニッ

ト型施設を推進する為に、常にインセンティブの働く改定を求めていきます。 

具体的な活動として、以下の活動を組織的に行ってまいります。 

１．地域貢献事業の推進 

２．看取り介護の推進 

３．介護人材の育成 

 

１.役員会・組織運営 

（1）社員総会 

・定時社員総会の開催：５月または６月（毎事業年度終了の日から３か月以内） 
・臨時社員総会：必要に応じて開催する 
・平成 27 年度定時社員総会 

開催日時 平成 27年 6月 8日（月） 13:30～16:30（予定） 

場 所 大田区産業プラザ PIO コンベンションホール 

（2）理事会 

・理事会の開催：年２回以上開催する 

・平成 27 年度第 1 回理事会 

開催日時 平成 27 年 6月 8日（月） 10:30～12:00 

場 所 大田区産業プラザ PIO コンベンションホール 

・平成 27 年度第 2 回理事会 

開催日時 平成 27 年 11月 24日（火）10:00～11:30 

場 所 江陽グランドホテル 

・平成 27 年度第 3 回理事会 

開催日時 平成 28 年 3月 

場 所 未定 

 

（3）執行委員会 

・会長、副会長、支部長会代表、常設委員会各委員長、老健部会代表、幹事、ユニッ

トケア研修事業推進室室長が事業の推進、活動方針の確認を目的として開催する。

（年２回程度）  
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２.ユニットケア研修事業 

地域で完結する研修を目指し、最終的には各都道府県、政令指定都市で研修を行うことを

目標として事業を推進していく。 

医学的根拠、学術的視点を更に強化し、他団体で実施しているユニットケア研修との差別

化を図る。 

 

（1）新規契約締結都道府県の拡大 

平成 27 年度の契約数は前年対比 1.5 倍を目標に、支部と連携し各都道府県・政令指定

都市へ契約締結に向け働きかける。 

 

【契約締結済都道府県等（平成 27年 3月 10日現在）】 

・21 都道府県 
北海道、秋田県、岩手県、宮城県、長野県、茨城県、栃木県､千葉県、神奈川県、静岡

県、岐阜県、大阪府、福井県、鳥取県、香川県、福岡県、大分県、佐賀県、長崎県、

宮崎県、沖縄県 
・10 政令指定都市 
札幌市、千葉市、横浜市、川崎市、静岡市、浜松市、福岡市､仙台市、相模原市、堺市 

 

（2）ユニットケア研修開催回数 

◎ユニットケア施設管理者研修スケジュール（平成 27年 6月 7日現在） 

開催回 開催地 日程 会場 

第 1回 東京 7/29（水）～7/31（金） 大田区産業プラザ PIO 

第 2回 大阪 8/3（月）～8/5（金） 大阪府社会福祉協議会 

第 3回 福岡 1/20（水）～1/22（金） リファレンス博多 駅東ビル 

第 4回 東京 1/27（水）～1/29（金） 大田区産業プラザ PIO 

 

◎ユニットリーダー研修スケジュール（平成 27年 6月 7日現在） 

開催回 開催地 日程 会場 

第 1期 

福岡 6/17（水）～6/19（金） リファレンス博多 駅東ビル 

名古屋 6/24（水）～6/26（金） ウィンク愛知 

東京 6/29（月）～7/1（水） 大田区産業プラザ PIO 

第 2期 

横浜 8/26（水）～8/28（金） ウィリング横浜 

静岡 9/2（水）～9/4（金） 男女共同参画センター あざれあ 

大阪 9/10（木）～9/12（土） 堺市産業振興センター 
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開催回 開催地 日程 会場 

第 3期 

東京 10/21（水）～10/23（金） 羽田ｴｱﾗｲﾝビレッジｽｶｲﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ 

名古屋 10/28（水）～10/30（金） ウィンクあいち 

第 4期 

東京 11/30（月）～12/2（水） 大田区産業プラザ PIO 

福岡 12/9（水）～12/11（金） リファレンス博多 駅東ビル 

大阪 
12/16（水）～12/18（金） 

（予定） 
未定 

第 5期 東京 2/1（月）～2/3（水） 大田区産業プラザ PIO 

 

(3)ユニットリーダー研修実地研修施設新規募集説明会 年 2回予定 

他団体も含め現在、実地研修施設が不在の県への実地研修施設の設置を目標としてユニ

ットリーダー研修実地研修施設新規募集説明会を行う。 
 

開催回 開催地 日程 会場 

第 1回 東京 7/2（木） 未定 

第 2回 大阪 9/1（月） 未定 

 

(4)ユニットケア推進事業各委員会 年 3回予定 

◎ユニットケア施設管理者研修運営委員会  

ユニットケア施設管理者研修の運営を円滑に進めるために話し合いを行う。 
◎ユニットリーダー研修運営委員会  

ユニットケア研修の運営を円滑に進めるために話し合いを行う。 
◎実地研修施設選定委員会  

新規ユニットリーダー研修実地研修施設選定の際に委員会を開催する。 
 

開催回 開催地 日程 会場 

第 1回 東京 平成 27年 5月 13日（火）予定 未定 

第 2回 東京 平成 27年 10月 1日（木）予定 未定 

第 3回 東京 平成 28年 3月 3日（木）予定 未定 

 
(5)ユニットケア研修事業推進室 年 3回予定 

 
開催回 日程 会場 

第 1回 平成 27年 7月予定 ウェブ会議（予定） 

第 2回 平成 27年 10月 1日（木）予定 ウェブ会議（予定） 

第 3回 平成 28年 2月 23日（火）予定 ウェブ会議（予定） 
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(6)実地研修施設勉強会 年 2 回予定 

開催回 開催地 日程 会場 

第 1回 東京 平成 27年 6月 9日（火） 大田区産業プラザ PIO 

第 2回 東京 平成 28年 3月 16日（水）予定 未定 

 
(7)その他の勉強会、研修会等 

   調査員勉強会、新規調査員研修会等 
 
３.組織強化等に関する事項 

（1）会員拡大 

都道府県・政令指定都市、各支部と連携を強化して、会員拡大に取り組む 

① ユニットケア研修事業のリーフレット作成（総務・企画広報委員会と連携） 

② 新設法人、新設施設、事業所への入会促進 

③ ホームページの充実、ニュース速報 

④ 賛助会員の募集に関する取り組み 

 

４.研修等の実施 

（1）地域ネットワーク会 

開催回数 年 10 回（予定） 
場 所 未定 

・各支部での研修実施 

・支部長不在県、研修未開催地での研修実施 

 

【平成 26年度実績】 15 回（内、介護報酬改正研修会 8回） 

① 6月 21 日（土）鳥取支部     ⑪ 2月 25日（水）静岡支部 ※ 

② 8月 19 日（火）沖縄支部    ⑫ 3月 4日（水）新潟支部 

③ 8月 29 日（金）佐賀支部        ⑬ 3月 6日（金）岐阜支部 ※ 

④ 9月 30 日（火）神奈川支部      ⑭ 3 月 7 日（土）北海道支部 ※ 

⑤ 10月 21 日（火）福岡支部    ⑮ 3月 30日（月）沖縄支部 ※ 

⑥ 12月 19 日（金）大阪支部 ※   

⑦ 12月 26 日（金）宮城支部 ※      

⑧ 1月 14 日（水）神奈川支部             

⑨ 1月 23 日（金）埼玉・千葉支部共催 ※        

⑩ 2月 6日（金）北九州・南九州ブロック共催 ※ 

 ※厚生労働省・老健局から 
講師をお招きして「平成 27
年度介護報酬改正」について 
の研修会を実施 
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（2）全国研修大会 in 宮城・仙台 

開催日時 平成 27 年 11 月 24 日（火）～平成 27 年 11 月 25 日（水） 
場 所 江陽グランドホテル 

 

（3）研修委員会研修 

開催回数 年２～３回 
場 所 未定 
 

５.調査、アンケート等 

経営実態調査他、各種アンケート調査 

 

６.広報活動 

① 会報誌：「推進協ニュース」毎月発行 

② ホームページの運営 

 

７.関係省庁・関係機関との連携 

(1) 【厚生労働省】厚労省との意見交換会、勉強会 

(2) 【独立行政法人福祉医療機構】 

(3)  介護給付費分科会、福祉部会等の傍聴 

 

８.支部長会、委員会、部会の開催等 

各事業を推進するために、以下の支部長会、委員会、部会、推進室を設置、運営する。 

 

（1）支部長会 

開催回数 ２回 
場 所 東京、仙台（全国大会開催時） 

活動内容 会員拡大、ユニットケア研修契約締結に向けての各支部との連携 

 

（2）常設委員会 

【総務企画・広報委員会】 

開催回数 ２回程度 
場 所 東京、仙台（全国大会開催時） 

活動内容 各種規程の整備、推進協ニュース、HPの更新、施設見学会 
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【介護保険委員会】 

開催回数 複数回（随時開催） 
場 所 東京、仙台（全国大会開催時） 

活動内容 介護保険制度改正、報酬改定に伴う対応として要望書の作成 

関係各機関への陳情等、経営実態調査 

介護保険、施設をとりまく経営状況に対する分析等 

【研修委員会】 

開催回数 ２回程度 
場 所 東京、宮城（全国大会開催時） 

活動内容 研修会の企画・立案・研修会の開催等 

 

（3）老健部会 

開催回数 ２回程度 
場 所 未定 
 

（4）ユニットケア研修事業推進室 

開催回数 ３回程度 
場 所 未定 
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