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第一号議案  平成 30 年度  事業報告及び決算報告  

◆平成 30 年度事業報告 

１.役員会・組織運営 

（１） 社員総会 

・第 13 回定時社員総会 
開催日時 平成 30 年 6 月７日（木） 13:00～14:00 
場所 大田区産業プラザ コンベンションホール 
参加者数 215 施設（内委任状による出席 171 施設） 
議案 第一号議案 平成 29 年度 事業報告及び決算報告 

第二号議案 支部長会規則変更について 

第三号議案 一般事業の研修に係る謝金等規程（案）の件 

第四号議案 その他 

【特別講演】 （14：１0～16：00） 

14：10～15：４0 「成功する介護ロボット導入・活用セミナー」 

   介護ロボット経営実践会主宰 関口史郎氏 

15：４0～16：00 事例発表 

   しょうじゅの里小野（兼愛会） 

 

（２） 理事会 

 平成 30 年度第 1 回理事会 
日時 平成 30 年 6 月 7 日（木） 10:30～12:00 
場所 大田区産業プラザ コンベンションホール  
議案 第一号議案 平成 29 年度 事業報告及び決算報告 

第二号議案 入会の承認について 
第三号議案 支部長会規則変更について 

第四号議案 一般事業の研修に係る謝金等規程（案）の件 

第五号議案 2019 年度全国大会開催地の件 
第六号議案 その他 

報告事項 30 年度全国大会沖縄 進捗状況について（沖縄支部長 石島衛理事） 
 財務省、厚労省の動きと「骨太方針 2018」について（楢原多計志顧問） 
 中澤明子理事ご逝去につきまして（事務局） 
 役員賠償責任保険の団体加入状況について（事務局） 

 

 

（自 平成 30年 4月 1日 至 2019 年 3月 31日） 
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 平成 30 年度第 2 回理事会 
日時：平成 30 年 11 月 22 日（木） 10：15～11:15 
場所：ユインチホテル南城 2F 「愛情」 

報告事項 
1 事業報告（4 月 1 日～9 月 30 日まで） 
2 会計報告（4 月 1 日から 9 月 30 日まで）  
3 大会宣言について  
4 慶弔見舞金について  
5 災害支援について 

審議事項 
第 1 号議案 新規入会施設について  
第 2 号議案 災害対策規程および義援金の配分について  
第 3 号議案 全国大会の在り方について  
第 4 号議案 経営実態調査の今後について  
第 5 号議案 その他  

 

 平成 30 年度第 3 回理事会 

開催日時 2019年 3月 15日（金） 15：15～16：15 

場 所 新丸ビル 20F 会議室 

議 案 平成 30 年度事業報告（10 月 1 日から 3 月 15 日まで） 

第一号議案 2019年度事業計画（案）について  

第二号議案 2019年度予算（案）について  

第三号議案 簡易経営診断促進事業について  

第四号議案 入会の承認について  

第五号議案 慰労金の規程の承認について  

第六号議案 2019年総会の開催について  

第七号議案 木村よしお議員の推薦について  

第八号議案 「若手経営者会議」創設について  

第九号議案 2019年度 人事（案）について  

第十号議案 その他  

全国研修大会 IN 神奈川 2018 について  

全国研修大会 IN東海 について  

介護の教科書について  

 
（３） 執行委員会 

 平成 30 年度第 1 回執行委員会 
開催日時 平成 30 年 6 月７日（木） 10：00～11：00 
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場所 大田区産業プラザ コンベンションホール 
報告事項 2019 年度全国大会会場について 

32 年度以降の全国大会のあり方について 
一般事業の研修に係る謝金等規定（案）について 
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２.ユニットケア研修事業 

（１） ユニットケア研修 

①ユニットケア施設管理者研修 

開催回 開催地 日程 会場名 
受講者数 

（会員） 

第 1 回 東京 
H30/7/30（月） 

～8/1（水） 
大田区産業プラザ 

33 

（11） 

第 2 回 東京 
H31/2/6（水） 

～2/8（金） 
大田区産業プラザ 

26 

(9) 

   合   計 
59 

（20） 

 
②ユニットリーダー研修 

開催回 開催地 日程 会場名 
受講者数 

（会員） 

第 1 期 

静岡 
H30/6/13（水） 

～6/14（木） 男女共同参画センター あざれあ 
56 

（10） 

福岡 
H30/6/21（木） 

～6/22（金） リファレンス駅東ビル 
40 

（14） 

東京 
H30/6/28（木） 

～6/29（金） 羽田タートルホール 
73 

（31） 

第 2 期 

福岡 
H30/8/30（木） 

～8/31（金） リファレンス駅東ビル 
25 

（5） 

大阪 
H30/9/3（月） 

～9/4（火） エル・おおさか（大阪府立労働センター） 
45 

（10） 

東京 
H30/9/13（木） 

～9/14（金） 羽田タートルホール 
81 

（16） 

第 3 期 

福岡 
H31/1/9（水） 

～1/10（木） 
リファレンス駅東ビル 

43 

（17） 

名古屋 
H31/1/17（木） 

～1/18（金） 
ウィンクあいち 

62 

（20） 

東京 
H31/1/24（木） 

～1/25（金） 
羽田タートルホール 

104 

（28） 

   
合   計 

529 

（151） 
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（２） 実地研修施設 

①ユニットリーダー研修実地研修施設勉強会 

開催回 開催地 開催日 内容 参加者 

第 1 回 

東京 

大田区産業プラザ 

 

H30/4/11（水） 

・新カリキュラムにおける実習の指導ポイン

トおよび変更 

（井手明利ユニットケア研修事業推進室長） 

・介護リーダーに必要なリーダーシップ ～

コーチングとコミュニケーションの活用術 

（コミュニケーションオフィス３SunCreate 

介護・医療職専門コーチ 三田村 薫氏） 

・事務局からの報告 

実地研修施設 

27 施設 

（69 名） 

 
（３） ユニットケア研修指導者に関すること 

①ユニットケア研修指導者勉強会 

開催回 開催地 場所 開催日 参加者 

第 1 回 東京 大田区産業プラザ H30/4/11（水）～4/13（金） 

実地研修施設 

27 施設 

(55 名) 

 
（４） 会議 

①ユニットケア研修推進事業合同会議 1 

開催日時  2019年 2月 5日（火）13：30～15：00 
場所    きゅりあん 

審議事項 ・2019年度ユニットケア研修について 

・平成 30年度ユニットリーダー研修実地研修施設選定調査合否について 

・その他 

報告事項 ・平成 30 年度ユニットケア研修受講状況について 

・今後のユニットケア研修について 

 
  

 
1 ユニットケア施設管理者研修運営委員会、ユニットリーダー研修運営委員会、実地研修施設選定委員会の 3 委員会に

よる合同会議 
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３．各種研修会の開催 

（１） 地域ネットワーク会 

支部 開催日・場所 テーマ・講師 参加者 

神奈川 

平成 30 年 4 月 19 日（木） 
神奈川県社会福祉会館 
 「これから始めるユニットケア」 

井手 明利 ユニットケア研修事業推進室長 

24 施設  

55 名 
(会員 

10 施設 25 名： 

非会員  

14施設 30名） 

宮崎 

平成 30 年 5 月 8 日（火） 
宮崎観光ホテル 

「高齢者の尊厳を守るケアの実践 
～ユニットケアの理解～」 

井手 明利 ユニットケア研修事業推進室長 

(会員 21 名 

非会員 8 名) 

福岡 

平成 30 年 5 月 18 日（金） 
「けやき」 

「人材確保（職員のモチベーション向上）」 
グループワーク 

 

10 施設 

（18 名） 

静岡 

平成 30 年 6 月 6 日（水） 
静岡県男女共同参画セン

ター「あざれあ」 

「施設のマネジメントを考える 
～ユニットケアを通じて組織が人を育てる～」 
井手 明利 ユニットケア研修事業推進室長 

22 施設 

（38 名） 

福岡 
平成 30 年 6 月 8 日（金） 
「けやき」 

介護リーダー会議 
テーマ「リーダーのスキルアップ」 

8 施設 

（25 名） 

神奈川 

平成 30 年 7 月 19 日（木） 
社会福祉センター 

総会 
平成 29 年度 事業報告・決算報告 
平成 30 年度 事業計画・予算報告 

研修会 
「介護報酬改定の主な事項」 
壷井 達幸 高齢施設課長 

（横浜市健康福祉局高齢健康福祉部） 

19 施設 

（20 名） 

福岡 
平成 30 年７月 20 日（金） 
「アットホーム博多の森」 

「リスクマネジメント、接遇研修」 
石橋支店長（九州あいおいサービス福岡支店）  

8 施設 

（17 名） 

神奈川 
平成 30 年 9 月 10 日（月） 
「しょうじゅの里三保」 

役員会 
「第 13 回全国大会 in 神奈川」打合せ 

役員、オブザ

ーバー、事務

局 

福岡 

平成 30 年 9 月 14 日（金） 
「まきの木」 

「介護ロボット・ICT 導入」「介護機器・ロボッ

トの効果」 
グループワークと発表 

10 施設 

（24 名） 

千葉 
平成 30 年 9 月 19 日（水） 
「美浜しょうじゅタウン」 

施設見学と情報交流会 
会員施設 

（55 名） 
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岐阜 
平成 30 年 10 月 4 日（月） 
「こころの丘」 

「個別ケアの取り組みについて 

 ～入居者主体の暮らしの支援～」 

井手 明利 ユニットケア研修事業推進室長 

11 施設 

（38 名） 

神奈川 

平成30年10月15日（月） 
しょうじゅの里三保 

第 13 回全国大会 in 神奈川 第 1 回実行委員会 
会場・分科会の内容などについて協議 

役員、オブザ

ーバー、事務

局 

福岡 

平成30年10月17日（水）

ホテル日航 福岡 
総会 
平成 29 年度 事業報告・決算報告 
平成 30 年度 事業計画・予算報告 
【記念講演】 
「同一労働、同一賃金について」 

講師：社労士法人ブレインスター 
代表 上田正順氏 

会員：19 施設

（30 名） 

非会員：2 施

設（2 名） 

合計 21 施設

（32 名） 

佐賀 
平成30年11月30日（金）

ガーデンテラス佐賀 
ホテル＆マリトピア 

ユニットケア研修・看取り研修会 
「尊厳の保持と自立を守るケアの実践」 
 井手 明利 ユニットケア研修事業推進室長 

14 施設 

（40 名） 

大阪 

2019 年 1 月 30 日（水）

大阪市中央公会堂 
大阪支部会運営会議 
参議院議員 木村義男先生をお招きして 
・ディスカッション 
参議院議員 木村義雄先生（代議士） 

・講義 楢原多計志顧問 
国会審議の焦点や事業者の視点・課題について 

・全国研修大会 in 近畿の近年開催について 
・次世代の運営者・施設長の若手経営者会議の発

足について 
・その他、検討事項（外国人労働受入等） 
・研修委員会からの報告 

13 施 設

（20 名） 

千葉 

2019 年 2 月 5 日（火） 
ホテルポートプラザちば 

“介護と向き合う素晴らしさを知る。” 
【講演】 
「～最期の時を看取るとは～」 

講師：高口光子氏（介護アドバイザー） 

医療法人財団 百葉の会 人材開発室部長 
【事例発表＆シンポジウム】 
「～ともに迎える看取り～」 
コーディネーター：高口光子氏 

発表者：山崎竜太郎氏（まんさくの里） 
パネリスト： 
須田雅人氏（赤枝病院・院長） 

300 名 

（うち約

140 名は福

祉系高校の

教員及び学

生） 
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田嶋ひろみ氏（亀田訪問看護センター・看護士） 

井田英宏氏（医療法人社団 明生会 介護部長） 

清水弘恵氏（千葉県立向陽高等学校・教諭） 

【情報交換会】 
「学校と生徒の未来を考えよう」 

神奈川 

2019 年 2 月 15 日（金） 
しょうじゅの里三保 

第 13 回全国大会 in 神奈川 第 3 回実行委員会 
 

役員、オブザ

ーバー、事務

局 
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（２） 全国研修大会 

第１２回全国研修大会 in 沖縄 2018 
テーマ “愛むすぶ”しあわせ探し～“ゆいまーるのこころで結ぶユニットケア” 

大会長 石島 衛氏（社会福祉法人 憲章会 理事長） 

参加者

数 

461名参加（会員 355 名、非会員 29名、学生・教員 16名、一般参加 61名） 

日 時 平成 30 年 11月 22日（木）～11月 23日（金） 

場 所 ユインチホテル南城（沖縄県南城市佐敷字新里 1688） 

特別講

演 

「ケアマネジメントで結ぶ しあわせ探し」 

 認知症介護研究・研修東京センター 副センター長 佐藤 信人氏 

「厚生労働省行政報告 これからの介護施策」 

 厚生労働省・高齢者支援課 佐藤 英宗 課長補佐 

記念講

演 
「高齢者が幸せになる解決策」 

NPO 法人 ほっとプラス代表  藤田 孝典氏 

シンポ

ジウム 
「ゆいまーるのこころで結ぶユニットケア」 

  座長 関東福祉専門学校 校長 尾島 朱美氏 
第 1 
分科会 

「構築に向けた多職種の協働・連携促進」 
一般社団法人おきなわ 介護福祉研究所代表 羽鳥 訓秀氏 

【事例発表施設】神奈川（ニューバード獅子ヶ谷）、岐阜（岐南仙寿うれし野）、新潟

（縄文の杜関原）、長崎（のぞみの杜）、沖縄（はぁとあいらんど豊崎）、沖縄（ゆが

ふ苑） 
第 2 
分科会 

「人材の確保、育成、定着に向けて」 
 学校法人大庭学園 ソーシャルワーク専門学校 校長 諸見里 安知氏 
【事例発表施設】埼玉（翔裕園）、愛知（ジョイフル名駅）、岐阜（ハートステージ鳳）、

大阪（サール・ナート）、福岡（ヘルシーハイム）、佐賀（玄海園） 
第 3 
分科会 

「自立支援に繋げる介護環境の工夫と実践」 
日本社会事業大学名誉教授 ケアと環境研究所 代表 児玉 桂子 氏 

【事例発表施設】千葉（明尽苑）、神奈川（しょうじゅの里三保）、愛知（あさひが丘）、

鳥取（のでらはまゆう）、福岡（共生の里津福）、沖縄（東雲の丘） 
第 4 
分科会 

「認知症の人のその人らしさを大切にする」 
医療法人タピック 理事長 宮里 好一 氏 

【事例発表施設】千葉（さつまの里）、千葉（しょうじゅ美浜）、神奈川（はなの家と

むろ）、神奈川（しょうじゅの里三保）、福岡（共生の里）、福岡（こころ） 
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（３） 出前研修 

講師が施設に訪問して講義を行いました。講師の交通費実費と謝金（会員施設は 1 時間当たり

1,000 円、非会員は 1 時間当たり 10,000 円）を施設に負担いただき、以下のとおり実施いたしま

した。 
 

・上期（平成 30 年 4 月 1 日～9 月 30 日） 25 回 

No. エリア 施設名 研修内容（テーマ） 
訪問

回数 

研修時間 

（合計） 

1. 茨城 春寿園 高齢者の尊厳を守るケアの実践 1 1.5 

2. 茨城 土浦晴山苑 ユニットケア、高齢者の尊厳を守るケア他 3 4 

3. 
栃木 かぬま花の風 

ユニットケアの理解と具体的な実践方法  

～入居者主体の考え方～ 
2 5 

4, 埼玉 馬室たんぽぽ翔裕園 現状の問題点の改善について 1 2 

5. 
埼玉 こうのすたんぽぽ翔裕園 

ユニットリーダーのマネジメント、部下との関

わり方他 
1 2 

6. 
埼玉 翔裕園 

ユニットケアの理解、ユニットリーダーの役割 

他 
3 5 

7. 埼玉 ふぁみぃゆ行田 ユニットケアの理念と意義、事例検討 2 2 

8. 千葉 印旛晴山苑 ユニットリーダーの役割 1 2 

9. 千葉 しょうじゅ美浜 ＩＣＦの考えに基づく個別ケアの実践他 3 3 

10. 
千葉 明尽苑 

ユニットリーダーの役割とリーダーシップ、法

人職員として 
2 8 

11. 東京 ぬくいの杜 高齢者の尊厳を守るケアの実践 1 3 

12. 
神奈川 ※神奈川支部 

これから始めるユニットケア 

～入居者の尊厳を守るケアの実践～ 
1 3 

13. 
神奈川 衣笠ホーム 

高齢者の尊厳を守るケアの実践 / ユニットケ

アについて 
2 5 

14. 神奈川 みんなと暮らす町 ユニットケアの考え方、事例検討、意見交換他 3 6 

15. 神奈川 横浜ナーシングビレッジ ユニットケアの理解と具体的な実践方法 2 3 

16. 神奈川 芳徳の郷ほなみ ユニットリーダーの役割 2 1.5 

17. 福井 あさくら園 チームケアが入居者の生活を築く 1 3 

18. 静岡 エクレシア南伊豆 入居者の生活を支えるケアの考え方 1 6 

19. 静岡 静岡支部 高齢者の尊厳を守るケアの実践 他 1 2 

20. 静岡 第二長上苑 ユニットケアの実践について 他 1 3 

21. 静岡 梅香の里 高齢者の尊厳を守るケアの実践 他 1 2.5 
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No. エリア 施設名 研修内容（テーマ） 
訪問

回数 

研修時間 

（合計） 

22. 大阪 うぐいすの里 ユニットケアの理解と実践 1 2.5 

23. 長崎 あやめの里 高齢者の尊厳を守るケアの実践 他 2 4 

24. 宮崎 ※宮崎支部 高齢者の尊厳を守るケアの実践 1 1.5 

25. 鹿児島 慈眼寺園 ユニットケアの理念と意義、事例検討他 5 9 

 

・下期（平成 30 年 10 月 1 日～2019 年 3 月 31 日） 27 回 

No. エリア 施設名 研修内容（テーマ） 実施日 
研修時間 

（h） 

1.  岐阜 岐阜支部 個別ケアの取り組みについて 2018/10/4 2 

2.  岐阜 燦燦 ユニットケアについて 2018/10/5 4 

3.  長野 すずらん ユニットリーダーの役割、リーダーシップ、

チームケア他 2018/10/9 1 

4.  埼玉 馬室たんぽぽ翔裕園 事例検討 リスクマネジメント、苦情対応 2018/10/10 1 

5.  神奈川 みんなと暮らす町 ユニット型施設での具体的な生活支援 2018/10/15 1.5 

6.  茨城 土浦晴山苑 ユニットケア、高齢者の尊厳を守るケア他 2018/10/17 1 

7.  静岡 第二長上苑 ユニットケアの考え方、事例検討、意見交

換他 2018/10/19 1.5 

8.  宮崎 望洋の郷（黒潮会） 高齢者の尊厳を守るケア、多床室と個室 2018/10/29 1.5 

9.  沖縄 東雲の丘 尊厳の保持と自立を守るケアの実践 ～生

活支援の理解～ 2018/11/1 2 

10.  埼玉 馬室たんぽぽ翔裕園 事例検討 ユニット型、従来型の生活支援

について 2018/11/14 1.5 

11.  大阪 にちげつの光 尊厳の保持と自立を守るケアの実践～個別

ケアの実践～ 2018/11/19 1 

12.  佐賀 佐賀支部 ユニットケアについて 2018/11/30 1.5 

13.  東京 ケアプラザたま 尊厳の保持と自立を守るケアの実践～個別

ケアの実践～ 2018/12/11 1 

14.  神奈川 
スプリングガーデン瀬

谷 
生活支援の理解、リーダーシップとチーム

ケア 2018/12/25 2 

15.  埼玉 社会福祉法人元気村 個別ケアについて（多床室と個室） 2019/1/23 2 

16.  埼玉 
こうのすたんぽぽ翔裕

園 
生活支援の理解、リーダーシップとチーム

ケア 2019/1/23 1 

17.  宮城 壱ノ町 ユニットケアの取り組みについて 2019/2/18 2 

18.  埼玉 馬室たんぽぽ翔裕園 事例検討 業務改善について 2019/2/21 2 

19.  静岡 第二長上苑 ユニットケアの考え方、事例検討、意見交

換他 2019/2/22 1.5 

20.  神奈川 ニューバード獅子ヶ谷 入居者の生活を側面から支援する 2019/2/25 0.5 

21.  埼玉 社会福祉法人元気村 個別ケアについて（多床室と個室） 2019/2/27 2 
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No. エリア 施設名 研修内容（テーマ） 実施日 
研修時間 

（h） 

22.  埼玉 
こうのすたんぽぽ翔裕

園 
個別ケアについて（多床室と個室） 2019/2/27 2 

23.  埼玉 馬室たんぽぽ翔裕園 生活支援の理解、リーダーシップとチーム

ケア 2019/2/27 1.5 

24.  神奈川 ニューバード獅子ヶ谷 入居者の生活を側面から支援する 2019/3/1 0.5 

25.  神奈川 ニューバード獅子ヶ谷 入居者の生活を側面から支援する 2019/3/8 0.5 

26.  神奈川 グリーンヒル泉・横浜 一人ひとりの役割理解とチームケア 2019/3/12 1.5 

27.  東京都 若葉ゆめの園 根拠に基づくケアの実践とリーダーシップ 2019/3/13 2 

 
（４） 認知症介護実践研修 

開催回 日程 会場名 受講者数 
（会員） 

第 1 回 座 学 研 修：H30/6/18(月)～22 （金） 
実習報告会：H30/7/27（金） しょうじゅの里鶴見 4 名 

（4 名） 

第 2 回 座 学 研 修：H30/11/12（月）～16（金） 
実習報告会：H30/12/21（金） 〃 11 名 

（3 名） 
 

４．調査、アンケート等 

・「介護ロボット」に関するアンケート 
実施期間 平成 30 年 8 月 8 日～8 月 31 日 
対象 導入済み施設（90 施設） 
回答数 62 施設（回答率 69％） 

・「食費・居住費」に関するアンケート 
実施期間 平成 30 年 8 月 30 日～9 月 20 日 
対象 全会員施設（241 施設） 
回答数   56 施設（回答率 23％） 

 
５．広報活動 

① 会報誌「推進協ニュース」毎月発行 

② 推進協ニュース Weekly毎週発行 

③ 推進協ニュース速報、臨時号発行 

④ ホームページの運営 

 

６ ホームページ制作委託申込 

特別養護老人ホーム あやめの里（申込：平成 30 年 8 月、完成：12 月末） 
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７．関係省庁・関係機関との連携 

（１） 個室ユニットケア推進議員連盟との意見交換会 

 開催日：平成 30 年 6 月 15 日（金） 
出席者数：議連  21 名 
                  石原伸晃会長、野田毅顧問、木村よしお幹事長、村裕之事務局長、 

赤枝恒雄相談役、先生方（代理出席含む） 
厚労省 武井 佐代里高齢者支援課長（老健局）  

鈴木健彦老人保健課長（老健局） 
推進協 約 30 名 
    赤枝雄一会長、高橋照比古理事、佐々木亀一郎理事、田邊真知子理事、 
    赤枝眞紀子事務局長、広嶋稔之神奈川県支部長 

 
 

 開催日：平成 30 年 11 月 13 日（火） 
出席者数：議連  約 20 名 
             石原伸晃会長、木村よしお幹事長、赤枝恒雄相談役、 

先生方（代理出席含む） 
厚労省 武井 佐代里高齢者支援課長（老健局）  

 眞鍋馨老人保健課長（老健局） 
財務省 北村昭仁厚生労働第２係長（主計局） 
推進協 10 名 

 赤枝雄一会長、安江紀子副会長、理事、支部長 
 

（２） 厚生労働省 

 赤枝雄一会長、根本匠厚生労働大臣と面談 
日時：平成 30 年 10 月 17 日（水） 
場所：厚生労働省・厚生労働大臣室 
  「第１２回全国大会 in 沖縄へ出席の要請書手渡す」 

 
（３） 介護給付費分科会 

 第 162 回介護給付費分科会 
開 催 日：平成 30 年 10 月 15 日（月） 
出 席 者：藤村二朗介護保険委員（特別養護老人ホーム天空の杜 理事長） 
同 行 者：八木郁夫事務局長補佐（全国個室ユニット型施設推進協議会 事務局） 
概  要：消費税率引き上げに対し、「食費・居住費の基準費用額見直し」 
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「負担増分の介護報酬引き上げによる対応」を要求 
 

（４） 「住まい×介護×医療展」研修会への参加と事例発表 

 「住まい×介護×医療展」 
開 催 日：平成 30 年 7 月 10 日（火）～11 日（水） 
場 所：東京ビッグサイト 
発 表 者：7 月 10 日（火） 

薄井 裕二 施設長（しょうじゅの里小野） 
「介護施設の働き方改革」 ～週休三日制導入事例～ 

井手 明利 ユニットケア事業推進室長 
「ユニットケアの質を高めるために」 

 
８.支部長会・委員会の開催等 

（１） 支部長会 

 平成 30 年度支部長会 

日時：平成 30年 11月 21日（水） 13:30～15:00 

会場：ユインチホテル南城 2F 「愛情」 
報告事項 
・宮城県支部長 真壁もり子様 ご逝去について 
・西日本豪雨被害、大阪地震、北海道地震の被害状況について 

協議事項 
・各支部人材の状況 
・週休 3 日制導入の指針 

 

（２） 常設委員会 

 平成 30 年度第 1 回総務企画・広報委員会 
日時：平成 30年 11月 22日（木）9:00～10:00 

会場：ユインチホテル南城 2F「夢」 

審議事項 
第 1 号議案  義援金の配分および災害規程の制定について 
【報告】西日本豪雨被害、大阪地震、北海道地震の被害状況について 
【報告】西日本豪富災害発生時の対応と義援金募集について 
第 2 号議案  全国大会の在り方について 

 

 平成 30 年度 第１回介護保険委員会  
日時：平成 30年 11月 21日（水）15：10～16:10 

会場：ユインチホテル南城 2F「熱意」 
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報告事項 
・簡易経営診断促進事業について 
・ヒアリングに向けたアンケート実施結果について 
・経営実態調査等を振り返って 

審議事項 
第 1 号議案 経営実態調査の振り返り並びに今後の方針 

 
 平成 30 年度 第１回研修委員会  

日時：平成 30年 11月 21日（水）15：10～16:10 

会場：ユインチホテル南城 2F「愛情」 
報告事項 
・リーダー研修 行政との契約状況 
・E-ラーニングについて 
・研修委員会の活動状況報告 

審議事項 
第 1 号議案 研修委員会としての今後の取組について 
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９.新規入会施設 （2018年 4月 1日～2019年 3月 31日） 

・施設会員 
No 入会年月 支部 法人名・施設名 紹介者 

1.  2018 年 4 月 福岡 
社会福祉法人 光輪会 

特別養護老人ホーム 常照苑くすのき通り 

兼愛会 

理事長 赤枝雄一 

2.  2018 年 4 月 長崎 
社会福祉法人 白鳥蘆花の会 

特別養護老人ホーム めざめ 

兼愛会 

理事長 赤枝雄一 

3.  2018 年 4 月 三重 
社会福祉法人 秀嶺福祉会 

地域密着型特別養護老人ホーム りゅうせんヒルハウス 

岐南仙寿うれし野 

施設長 近石千恵美 

4.  2018 年 4 月 沖縄 
社会福祉法人 琉球キリスト教奉仕団 

特別養護老人ホーム 愛の村 

東雲の丘 

研修部長 上里絹代 

5.  2018 年 4 月 沖縄 
社会福祉法人 おもと会 

特別養護老人ホーム おもと園 

東雲の丘 

研修部長 上里絹代 

6.  2018 年 4 月 愛知 
社会福祉法人 悠 

特別養護老人ホーム 結いの郷小牧 

せんねん村 

施設長 木下典子 

7.  2018 年 5 月 静岡 
社会福祉法人 七恵会 

介護老人福祉施設 浜松中央長上苑 

 

8.  2018 年 6 月 神奈川 
社会福祉法人 あおぞら福祉会 

特別養護老人ホーム ひばり 

ニューバード 

施設長 大和田竜太 

9.  2018 年 6 月 鹿児島 
社会医療法人 聖医会 

介護老人保健施設 サザン・ユニットケアセンター 

 

10.  2018 年 7 月 三重 
社会福祉法人 敬峰会 

特別養護老人ホーム 津の街 

日比野浩之氏 

11.  2018 年 7 月 岐阜 
社会福祉法人 恵雄会 

特別養護老人ホーム こころの丘 

幸紀会 

理事長 安江紀子 

12.  2018 年 8 月 埼玉 
社会福祉法人 瑞穂会 

介護老人福祉施設 ふぁみぃゆ行田 

 

13.  2018 年 8 月 沖縄 
社会福祉法人 明和会 

介護老人福祉施設 良長園 

東雲の丘 

施設長 石島 薫 

14.  2018 年 8 月 神奈川 
社会福祉法人 つちや社会福祉会 

特別養護老人ホーム ローズヒル東八幡 

みんなと暮らす町 

施設長 広嶋稔之 

15.  2018 年 8 月 沖縄 
社会福祉法人 希愛会 

地域密着型介護老人福祉施設 琉和の森 

 

16.  2018 年 8 月 東京都 
社会福祉法人 悠々会 

特別養護老人ホーム グランハート悠々園 

 

17.  2018 年 9 月 香川 
社会福祉法人 敬世会 

特別養護老人ホーム きやま 

木村義雄 議員 
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No 入会年月 支部 法人名・施設名 紹介者 

18.  2018 年 11 月 神奈川 
社会福祉法人 兼愛会 

特別養護老人ホーム しょうじゅの里小野 

 

19.  2018 年 11 月 神奈川 
社会福祉法人 せいざん福祉会 

介護老人福祉施設 ケアホーム三浦 

 

20.  2018 年 11 月 沖縄 
社会福祉法人 乙羽会 

地域密着型特別養護老人ホームグリーンハウス国場 

 

21.  2019 年 1 月 神奈川 
社会福祉法人 蓬莱会 

特別養護老人ホーム ケアプラザさがみはら 

みんなと暮らす町 

施設長 広嶋稔之 

22.  2019 年 3 月 愛知 
社会福祉法人 等生会 

特別養護老人ホーム かくれんぼ 

あさひが丘 

施設長 若月剛治 

 
・賛助会員 

No 入会年月 法人名・事業所名 紹介者 

1.  2018 年 6 月 株式会社 日本レクリエーションサービスセンター 
元気村 

理事 佐々木亀一郎 

2.  2018 年 7 月 社会福祉法人 敬峰会 
 

3.  2018 年 7 月 株式会社 ジェー・シー・アイ 関東営業所 
元気村 

理事 佐々木亀一郎 

4.  2018 年 12 月 株式会社ヤクルト本社 首都圏支店 直販営業部 
元気村 

理事 佐々木亀一郎 

 
 
１０.慶弔見舞金について 

運営細則、第 9 章「慶弔見舞」第 43 条「（２）死亡弔慰金等」の規定に基づき、弔慰金並びに供花、

弔電をお送りいたしましたのでご報告申し上げます。 
 

7 月 宮城県支部長（社会福祉法人元気村）真壁もり子 様 
11 月 社会福祉法人 花心会 グランパランいまり 理事長ご母堂 様 

 
運営細則、第 9 章「慶弔見舞」第 43 条 

（死亡弔慰金等） 
第 43 条 本会は、次に掲げる事項について死亡弔慰金等を贈る。 
（１）法人の代表者、または正会員である介護事業所の管理者が死亡したとき 
（２）法人の代表者、または正会員である介護事業所の管理者の一親等が死亡したとき 
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１１. 災害支援について 

平成 30 年 7 月に発生した西日本豪雨災害に関して被災者を支援するため以下の事を行った。 
 

（１）情報の収集、伝達 
被害に遭われた、大阪支部、広島支部、山口支部の会員施設にメール、電話により連絡し、被

害状況を収集した。その後、各支部長あてに被害状況を報告し情報共有に努めた。 
 
（２）義援金の募集 

受付期間：30 年 7 月 20 日～8 月 31 日 
1 個人、20 法人、75 施設の会員の皆様から 217 万円の義援金が寄せられた。 

No. 種別 法人・団体名 個人名・理事長名・施設名 

1  個人  理事長 星野進 

2  法人 福）花心会 理事長 太田耕子 

3  法人 福）カナン 理事長 前田庄一 

4  法人 福）久住会 理事長 藤村二朗 

5  法人 
福）兼愛会 
（しょうじゅ美浜、しょうじゅの

里茂原、しょうじゅの里三保） 
理事長 赤枝雄一 

6  法人 福）憲章会 理事長 石島衛 

7  法人 福）幸紀会 理事長 安江紀子 

8  法人 福）サン・ビジョン 理事長 堤修三 

9  法人 福）サンライフ 理事長 堤修三 

10  法人 福）梓友会 理事長 川島優幸 

11  法人 
福）春生会 
（あさひが丘、しょうなあさひが

丘） 
理事長 若月剛一 

12  法人 福）白熊会 理事長 辻長光 

13  法人 福）清明会（でいご園） 理事長 濱田隆光 

14  法人 福）せんねん村 理事長 中澤仁 

15  法人 
福）長寿の里 
（鎌ケ谷翔裕園、いちかわ翔裕

園、ふなばし翔裕園） 
理事長 神成裕介 

16  法人 
福）博友会 
（御前山フロイデガルデン、大宮

フロイデドルフ） 
理事長 鈴木邦彦 

17  法人 福）八生会 理事長 栗野裕治 
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No. 種別 法人・団体名 個人名・理事長名・施設名 

18  法人 福）邦友会 理事長 高木邦格 

19  法人 福）北晨 理事長 杉野典嗣 

20  法人 福）暘谷福祉会 理事長 柿本貴之 

21  法人 
社会医療法人 昌林会 
（昌寿苑） 

理事長 杉原建 

22  施設 福）綾羽福祉会 特別養護老人ホーム まえさと茶寿苑 

23  施設 福）一乗谷友愛会 特別養護老人ホーム あさくら苑 

24  施設 福）永春会 特別養護老人ホーム 秋桜 

25  施設 福）桜花会 特別養護老人ホーム ライフケアしかた 

26  施設 福）偕生会 特別養護老人ホーム 那覇偕生園 

27  施設 福）関西中央福祉会 介護老人福祉施設 ヴィラ南本宿 

28  施設 福）聖心会 特別養護老人ホーム 明尽苑 

29  施設 福）久赤会 特別養護老人ホーム ワインの里 

30  施設 福）近代老人福祉協会 特別養護老人ホーム ニューバード 

31  施設 福）近代老人福祉協会 特別養護老人ホーム ニューバード獅子ヶ谷 

32  施設 福）空心福祉会 特別養護老人ホーム えるむ 

33  施設 福）黒潮会 特別養護老人ホーム 望洋の郷 

34  施設 福）慶愛会 特別養護老人ホーム 大山やすらぎの里 

35  施設 福）慶桜会 特別養護老人ホーム まんさくの里 

36  施設 福）恵伸会 特別養護老人ホーム 共生の里 津福 

37  施設 福）元気村 特別養護老人ホーム かわぐち翔裕園 

38  施設 福）元気村 こうのすタンポポ翔裕園 

39  施設 福）健寿会 グループホーム なごみ 

40  施設 福）健翔会 ひまわりの園 

41  施設 福）こもれび会 特別養護老人ホーム けやき荘 

42  施設 福）佐々川福祉会 特別養護老人ホーム あやめの里 

43  施設 福）賛幸会 特別養護老人ホーム はまゆう 

44  施設 福）至福会 特別養護老人ホーム セ・シボンかしま 

45  施設 福）秀生会 特別養護老人ホーム ヴィラージュ富士 

46  施設 福）秀峯会 特別養護老人ホーム こえばる 

47  施設 福）秀峯会 特別養護老人ホーム きじの里 

48  施設 福）樹陽会 特別養護老人ホーム プレジールの丘 

49  施設 福）順明会 特別養護老人ホーム ジャルダンリラ 



 

20 
 

No. 種別 法人・団体名 個人名・理事長名・施設名 

50  施設 福）照陽会 特別養護老人ホーム みんなと暮らす町 

51  施設 福）瑞鳳会 特別養護老人ホーム ハートステージ鳳 

52  施設 福）晴山会 特別養護老人ホーム 飛鳥晴山苑 

53  施設 福）晴山会 特別養護老人ホーム 印旛晴山苑 

54  施設 福）晴山会 特別養護老人ホーム 土浦晴山苑 

55  施設 福）征峯会 特別養護老人ホーム しらとり 

56  施設 福）正簾会 特別養護老人ホーム 海山荘 

57  施設 福）泉正会 特別養護老人ホーム スプリングガーデン瀬谷 

58  施設 福）大協会 特別養護老人ホーム ハートフルこうだ 

59  施設 福）太樹会 和里（にこり） 

60  施設 福）高嶺福祉会 特別養護老人ホーム さつまの里 

61  施設 福）高嶺福祉会 特別養護老人ホーム 初富の里 

62  施設 福）端午会 特別養護老人ホーム ところの苑 

63  施設 福）長寿の里 特別養護老人ホーム いちかわ翔裕園 

64  施設 福）長寿村 特別養護老人ホーム 竹の塚翔裕園 

65  施設 福）知立福祉会 特別養護老人ホーム ほほえみの里 

66  施設 福）つちや社会福祉会 特別養護老人ホーム ローズヒル東八幡 

67  施設 福）天寿会 特別養護老人ホーム 玄海園 

68  施設 福）天寿会 特別養護老人ホーム 天寿荘 

69  施設 福）天寿会 特別養護老人ホーム 梅光園 

70  施設 福）東洋会 特別養護老人ホーム ジョイヴィレッジ 

71  施設 福）東洋会 特別養護老人ホーム たちばなの里 

72  施設 福）豊中福祉会 ローズガーデン条南苑 

73  施設 福）ナイスランド北方 特別養護老人ホーム 杏花苑 

74  施設 福）長岡三古老人福祉会 特別養護老人ホーム 槇山けやき苑 

75  施設 福）日本医療伝道会 特別養護老人ホーム 衣笠ホーム 

76  施設 福）のぞみ会 特別養護老人ホーム のぞみの杜 

77  施設 福）博仁会 特別養護老人ホーム リハモール福岡 

78  施設 福）羽島郡福寿会 特別養護老人ホーム リバーサイド笠松園 

79  施設 福）花園会 特別養護老人ホーム レジデンス花 

80  施設 福）バルツァ事業会 特別養護老人ホーム サールナート 

81  施設 福）平成記念会 介護老人福祉施設 ヴィラ勝占 

82  施設 福）芳清会 特別養護老人ホーム 八潮の里 
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83  施設 福）豊裕会 特別養護老人ホーム 六日町あいあい 

84  施設 福）三重健寿会 特別養護老人ホーム 往還 

85  施設 福）瑞穂会 ふぁみぃゆ行田 

86  施設 福）身延山福祉会 特別養護老人ホーム みのぶ荘 

87  施設 福）明和会 特別養護老人ホーム あづき 

88  施設 福）杜の村 介護老人福祉施設 みさとの杜 

89  施設 福）やまなみ会 特別養護老人ホーム なでしこの里 

90  施設 福）ユーアイ二十一 特別養護老人ホーム 太陽の家 

91  施設 福）琉球キリスト教奉仕団 特別養護老人ホーム 愛の村 

92  施設 福）隆徳会 特別養護老人ホーム サニーヒル横浜 

93  施設 福）和敬会倶楽部 特別養護老人ホーム ふくろうの杜 

94  施設 医療法人社団 鴻愛会 こうのすナーシングホーム共生園 

95  施設 医療法人社団 幸紀会 介護老人保健施設 グリーンビラ安江 

96  施設 (株)トミイ ショートステイ ラ・ヴェリーラ 

 
（３）義援金の配分 

電話で被災状況の聞き取り調査を行い、特に被害の大きかった広島県、岡山県、山口県と 1 会

員施設に配分した。 
【配分先】義援金総額：217 万円 
◆広島県知事  73.5 万円 
◆山口県共同募金会  50 万円 ※聞き取り調査で復旧も進んでいるとの回答。 
◆岡山県共同募金会  73.5 万円 
◆特養かるが（広島支部） 20 万円 

 ※建物自体は大丈夫だったが、断水がしばらく続いた。道路は寸断され、陸の孤島状態と

なった。職員の中には家を流されたり、通勤できなくなったりした者もいたため、近くのア

パートを借りて通ってもらうなどの対応をした。 

  


