
　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、オンライン
「Zoom」による開催となりました。
　見龍堂メディケアユニッツ五味淵和人氏の司会進行で
始まり、定款第24条第１項の規定により総会の成立を宣
言しました。
　続いて、開会にあたり会長 矢尾板誠一氏より挨拶があ
りました。

●第１号議案「令和２年度事業報告及び収支決算について」
　議案についての説明が事務局及び各委員会より行わ
れ、全員異議なく承認されました。
●第２号議案「令和３年度事業計画 （案）及び収支予算 ( 案）
について」

　議案についての説明が事務局及び各委員会より行わ
れ、全員異議なく承認されました。
●第３号議案「役員改選（令和３・４年度）について」
　会員全員から同意を得ることができました。

◆令和２年度事業報告
１　事務局会活動報告
　⑴社会福祉法人栃木県社会福祉協議会との事務委託契

約の締結
　⑵監事監査の実施（令和元年度収支決算及び事業報告）
　⑶理事会・社員総会・事務局会の開催（詳細は別項参照）
　⑷令和２年度会費の請求
　⑸各種表彰への推薦（全老健会長表彰は栃木県支部と

して推薦）
　【厚生労働大臣表彰】
　（施設の長）
　　祇園荘　　　　　　　　　　施設長　杉村　茂子
　（従事者）
　　あそヘルホス　　　　　　看護師長　阿部　実穂

　　宇都宮シルバーホーム　　介護課長　阿久津真由美
　　いずみ　　　　　　　　介護福祉士　青木　惠子
【全老健会長表彰】
　　(個人）
　　白楽園　　　　　　　　リハビリ室長　瀬戸　章弘
　　陽南　　　　　　　　　　事務課長　信野　典子
　　高根沢シルバーホーム　　介護課長　阿久津富美江
　　(施設)
　　いずみ
【栃木県知事表彰】
　　安純の里　　　　　支援相談員次長　茂木　朱美
　　いずみ　　　　　　　　　　事務長　伊東　俊吾
　　高根沢シルバーホーム　　　介護職　菊地　香織
【宇都宮市長表彰】
　　宇都宮シルバーホーム　　事務課長　阿久津葉子
　　白楽園　　　　　　　　　　介護職　青柳　敏子
　　白楽園　　　　　　　　言語聴覚士　朝賀　厚実
　　白楽園　　　　　　　　　　介護職　篠崎　由美
　　白楽園　　　　　　　　　　介護職　八木　浩子
　　陽南　　　　　　　　　　看護職員　石﨑久美子
　　陽南　　　　　　　　　介護福祉士　海老沼　香
　　陽南　　　　　　　　　　　薬剤師　栗林登志子
　　陽南　　　　　　　　　介護福祉士　藤原　礼子
　⑹後援名義使用の承認
　　①令和２年度　第16回とちぎソーシャルケアサービ

ス学会
　　　主催：とちぎソーシャルケアサービス従事者協議会
　　　期日：令和２年９月26日（土）
　　　場所：とちぎ福祉プラザ（宇都宮市）
　　②2020年度とちぎソーシャルケアサービス従事者協

議会公開セミナー
　　　主催：とちぎソーシャルケアサービス従事者協議会
　　　期日：令和３年１月31日（日）　
　　　場所：Web会議システム「Zoom」によるオンラ

イン開催
　⑺新型コロナウイルスに関する栃木県への要望
　　①日時：令和２年８月20日（木）
　　　　　　午後３時30分から午後４時30分まで
　　　場所：県庁本館（宇都宮市）　
　　②日時：令和２年12月24日（木）
　　　　　　午後１時00分から午後２時00分まで
　　　場所：県庁研修館（宇都宮市）
　⑻高齢者施設等での新型コロナウイルス感染症発生時
の応援職員派遣事業

　　会員登録施設：25施設（28名登録）（事業全体の登
録者数130名）（令和３年３月31日現在)

　⑼公益社団法人全国老人保健施設協会栃木県支部として
　　①「第31回全国介護老人保健施設大会 宮城」の参加
推進（演題登録を含む）【中止】

　　　期日：令和２年11月11日（水）～11月13日（金）
　　　場所：（宮城県仙台市）仙台国際センター
　　②第52回関東甲信越地区事務長会（春）【延期】
　⑽現在の正会員数（令和３年３月31日現在）：56施設
／5,083床

　　　新規会員　1施設
　　　（概要）
　　　（施設名）ほほえみ
　　　（経営主体）医療法人桃李会
　　　（会員名）波木　道夫
　　　（代表者名）波木　幸子
　　　（施設長名）波木　道夫
　　　（所在地）　鹿沼市今宮町1682-2
　　　（入所定員）40床
　　　（通所定員）0／日
　　　（施設形態）併設型
　　　（開設年月日）平成20年６月１日

２　委員会活動報告
　⑴広報委員会
　　①実施事業
　　・活動報告のホームページ掲載
　　・ホームページの見直し
　⑵研修委員会
　　①実施事業
　　　「第１回職員研修会」【中止】
　　　事例発表／グループ別意見交換会
　　　「第２回職員研修会」
　　　日　時：令和３年３月４日（木）
　　　　　　　15時00分～16時00分
　　　会　場：Web会議システム「Zoom」によるオン

ライン開催　

　　　参加者：55名
　　　内容・講師：
　　　講義・演習「介護の現場で悩むチームケアで必要

な老年医学の考え方」
　　　講師：医療法人　あづま会
　　　　　　大井戸診療所　大澤　誠氏
　⑶　特別委員会
　　　①実施事業
　　　「特別講演会（第１回研修会）」【中止】
　　　「オンライン会議・研修環境に関するアンケート

の実施」
　　　「第２回職員研修会」
　　　日　時：令和２年10月５日（月）
　　　　　　　14時00分～15時00分
　　　場　所：Web会議システム「Zoom」によるオン

ライン開催
　　　参加者：18名
　　　内容・講師：
　　　「はじめての『Zoom』使い方講座」
　　　NPO法人とちぎユースサポーターズネットワーク
　　　コーディネーター
　　　一般社団法人えんがお　理事　門間　大輝氏
　　　「説明会」
　　　日　時：令和２年10月12日（月）
　　　　　　　14時00分～15時30分
　　　場　所：Web会議システム「Zoom」によるオン

ライン開催
　　　参加者：29名
　　　内容・講師：
　　　「高齢者施設等での新型コロナウイルス感染症発

生時の応援職員派遣事業」
　　　説明：栃木県保健福祉部高齢対策課
　　　　　　主事　桐原　良平氏
　　　「新型コロナウイルス発症施設への職員派遣に対

する傷害保険について」

　　　説明：公益社団法人全国老人保健施設協会
　　　　　　　業務部業務第二課　課長　中島　清孝氏
　　　　　　株式会社全老健共済会　
　　　　　　　事業部保険事業課　課長　田邉　智範氏
　　　　　　東京海上日動火災保険株式会社

◆令和３年度事業計画
１　基本方針
　　本会は、栃木県内の老人保健施設（以下「老健施
設」という。）及び公益社団法人全国老人保健施設協
会（以下「全老健」という。）との相互の密接な連携
のもとに老健施設の向上発展と使命遂行を図り、円滑
な運営と業務の研鑽（けんさん）につとめ、社会の福
祉増進に寄与することを目的として以下の事項に積極
的に取り組むこととする。
　⑴老健施設の管理運営の適正化及び職員の資質向上を
図るための研究に関する事項

　⑵老健施設における職員の教育、研修に関する事項
　⑶老健施設に関する調査及び研究に関する事項
　⑷老健施設の地域活動と普及啓蒙に関する事項
　⑸全老健栃木県支部活動と関連する事項
　⑹関係行政機関、関連団体等との連携と調整に関する
事項

　⑺組織運営（事務局体制の強化等）の検討に関する事
項

　⑻その他本会の目的達成のために必要な事項

２　組織に関すること
　⑴社員総会　１回程度開催、組織運営に係る最重要事
項の協議・決議等

　⑵理事会　　２～３回程度開催、組織運営に係る重要
事項の協議・決議等

　⑶事務局会　３～４回程度開催、組織運営に係る事項
の協議検討、未加入施設への会員勧奨等

　⑷事務局　　総会等の組織運営及び会員施設（56会
員）の連携に係る連絡調整、予算執行等に係る事務
処理等

３　各委員会活動に関すること
　⑴広報委員会（県北ブロック）
　　①委員会の開催　３～４回程度開催
　　②ホームページによる本会の活動報告等の掲載
　　　●委員長施設　　　秋桜の家
　　　●副委員長施設　　椿寿荘
　⑵研修委員会（県央ブロック）
　　①委員会の開催　３～４回程度開催
　　②職員研修会の開催　２回開催
　　　●委員長施設　　　白楽園
　　　●副委員長施設　　宇都宮シルバーホーム
　⑶特別委員会（県南ブロック）
　　①委員会の開催　３～４回程度開催
　　②専門職及び管理職等を対象とした研修会の開催
　　　１～２回程度開催
　　　●委員長施設　　　ノイエシュテルン
　　　●副委員長施設　　やすらぎの里　八州苑

４　栃木県からの受託事業に関すること
　⑴高齢者施設等での新型コロナウイルス感染症発生時
の応援職員派遣事業

５　公益社団法人全国老人保健施設協会栃木県支部の活
動に関すること

　⑴「第32回全国介護老人保健施設大会 岐阜」の参加推
進（演題登録を含む）【中止】

　　　期日：令和３年11月17日（水）～11月19日（金）
　⑵　全国支部事務担当者会（６月頃開催予定)
　⑶　関東甲信越地区事務長会（７月・11 月頃開催予定）
　⑷　全老健会長表彰被表彰者の推薦
　⑸　支部事務
　　①会員施設からの変更届等の受理及び全老健事務局

への手続き
　　②全老健が主催する集会等に関する案内及び取りま

とめ
　　③新規開設施設への協会入会促進及び入会手続き
　　④全国老人保健施設連盟への加入促進及び入会手続き
　　⑤各種全老健主催事業への参加・協力

■ 期日：令和３年５月31日

令和３年度  一般社団法人栃木県老人保健施設協会
社員総会が開催される

協会の活動
発行：一般社団法人栃木県老人保健施設協会広報委員会



　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、オンライン
「Zoom」による開催となりました。
　見龍堂メディケアユニッツ五味淵和人氏の司会進行で
始まり、定款第24条第１項の規定により総会の成立を宣
言しました。
　続いて、開会にあたり会長 矢尾板誠一氏より挨拶があ
りました。

●第１号議案「令和２年度事業報告及び収支決算について」
　議案についての説明が事務局及び各委員会より行わ
れ、全員異議なく承認されました。
●第２号議案「令和３年度事業計画 （案）及び収支予算 ( 案）
について」

　議案についての説明が事務局及び各委員会より行わ
れ、全員異議なく承認されました。
●第３号議案「役員改選（令和３・４年度）について」
　会員全員から同意を得ることができました。

◆令和２年度事業報告
１　事務局会活動報告
　⑴社会福祉法人栃木県社会福祉協議会との事務委託契

約の締結
　⑵監事監査の実施（令和元年度収支決算及び事業報告）
　⑶理事会・社員総会・事務局会の開催（詳細は別項参照）
　⑷令和２年度会費の請求
　⑸各種表彰への推薦（全老健会長表彰は栃木県支部と

して推薦）
　【厚生労働大臣表彰】
　（施設の長）
　　祇園荘　　　　　　　　　　施設長　杉村　茂子
　（従事者）
　　あそヘルホス　　　　　　看護師長　阿部　実穂

　　宇都宮シルバーホーム　　介護課長　阿久津真由美
　　いずみ　　　　　　　　介護福祉士　青木　惠子
【全老健会長表彰】
　　(個人）
　　白楽園　　　　　　　　リハビリ室長　瀬戸　章弘
　　陽南　　　　　　　　　　事務課長　信野　典子
　　高根沢シルバーホーム　　介護課長　阿久津富美江
　　(施設)
　　いずみ
【栃木県知事表彰】
　　安純の里　　　　　支援相談員次長　茂木　朱美
　　いずみ　　　　　　　　　　事務長　伊東　俊吾
　　高根沢シルバーホーム　　　介護職　菊地　香織
【宇都宮市長表彰】
　　宇都宮シルバーホーム　　事務課長　阿久津葉子
　　白楽園　　　　　　　　　　介護職　青柳　敏子
　　白楽園　　　　　　　　言語聴覚士　朝賀　厚実
　　白楽園　　　　　　　　　　介護職　篠崎　由美
　　白楽園　　　　　　　　　　介護職　八木　浩子
　　陽南　　　　　　　　　　看護職員　石﨑久美子
　　陽南　　　　　　　　　介護福祉士　海老沼　香
　　陽南　　　　　　　　　　　薬剤師　栗林登志子
　　陽南　　　　　　　　　介護福祉士　藤原　礼子
　⑹後援名義使用の承認
　　①令和２年度　第16回とちぎソーシャルケアサービ

ス学会
　　　主催：とちぎソーシャルケアサービス従事者協議会
　　　期日：令和２年９月26日（土）
　　　場所：とちぎ福祉プラザ（宇都宮市）
　　②2020年度とちぎソーシャルケアサービス従事者協

議会公開セミナー
　　　主催：とちぎソーシャルケアサービス従事者協議会
　　　期日：令和３年１月31日（日）　
　　　場所：Web会議システム「Zoom」によるオンラ

イン開催
　⑺新型コロナウイルスに関する栃木県への要望
　　①日時：令和２年８月20日（木）
　　　　　　午後３時30分から午後４時30分まで
　　　場所：県庁本館（宇都宮市）　
　　②日時：令和２年12月24日（木）
　　　　　　午後１時00分から午後２時00分まで
　　　場所：県庁研修館（宇都宮市）
　⑻高齢者施設等での新型コロナウイルス感染症発生時
の応援職員派遣事業

　　会員登録施設：25施設（28名登録）（事業全体の登
録者数130名）（令和３年３月31日現在)

　⑼公益社団法人全国老人保健施設協会栃木県支部として
　　①「第31回全国介護老人保健施設大会 宮城」の参加
推進（演題登録を含む）【中止】

　　　期日：令和２年11月11日（水）～11月13日（金）
　　　場所：（宮城県仙台市）仙台国際センター
　　②第52回関東甲信越地区事務長会（春）【延期】
　⑽現在の正会員数（令和３年３月31日現在）：56施設

／5,083床
　　　新規会員　1施設
　　　（概要）
　　　（施設名）ほほえみ
　　　（経営主体）医療法人桃李会
　　　（会員名）波木　道夫
　　　（代表者名）波木　幸子
　　　（施設長名）波木　道夫
　　　（所在地）　鹿沼市今宮町1682-2
　　　（入所定員）40床
　　　（通所定員）0／日
　　　（施設形態）併設型
　　　（開設年月日）平成20年６月１日

２　委員会活動報告
　⑴広報委員会
　　①実施事業
　　・活動報告のホームページ掲載
　　・ホームページの見直し
　⑵研修委員会
　　①実施事業
　　　「第１回職員研修会」【中止】
　　　事例発表／グループ別意見交換会
　　　「第２回職員研修会」
　　　日　時：令和３年３月４日（木）
　　　　　　　15時00分～16時00分
　　　会　場：Web会議システム「Zoom」によるオン

ライン開催　

　　　参加者：55名
　　　内容・講師：
　　　講義・演習「介護の現場で悩むチームケアで必要

な老年医学の考え方」
　　　講師：医療法人　あづま会
　　　　　　大井戸診療所　大澤　誠氏
　⑶　特別委員会
　　　①実施事業
　　　「特別講演会（第１回研修会）」【中止】
　　　「オンライン会議・研修環境に関するアンケート

の実施」
　　　「第２回職員研修会」
　　　日　時：令和２年10月５日（月）
　　　　　　　14時00分～15時00分
　　　場　所：Web会議システム「Zoom」によるオン

ライン開催
　　　参加者：18名
　　　内容・講師：
　　　「はじめての『Zoom』使い方講座」
　　　NPO法人とちぎユースサポーターズネットワーク
　　　コーディネーター
　　　一般社団法人えんがお　理事　門間　大輝氏
　　　「説明会」
　　　日　時：令和２年10月12日（月）
　　　　　　　14時00分～15時30分
　　　場　所：Web会議システム「Zoom」によるオン

ライン開催
　　　参加者：29名
　　　内容・講師：
　　　「高齢者施設等での新型コロナウイルス感染症発

生時の応援職員派遣事業」
　　　説明：栃木県保健福祉部高齢対策課
　　　　　　主事　桐原　良平氏
　　　「新型コロナウイルス発症施設への職員派遣に対

する傷害保険について」

　　　説明：公益社団法人全国老人保健施設協会
　　　　　　　業務部業務第二課　課長　中島　清孝氏
　　　　　　株式会社全老健共済会　
　　　　　　　事業部保険事業課　課長　田邉　智範氏
　　　　　　東京海上日動火災保険株式会社

◆令和３年度事業計画
１　基本方針
　　本会は、栃木県内の老人保健施設（以下「老健施
設」という。）及び公益社団法人全国老人保健施設協
会（以下「全老健」という。）との相互の密接な連携
のもとに老健施設の向上発展と使命遂行を図り、円滑
な運営と業務の研鑽（けんさん）につとめ、社会の福
祉増進に寄与することを目的として以下の事項に積極
的に取り組むこととする。
　⑴老健施設の管理運営の適正化及び職員の資質向上を
図るための研究に関する事項

　⑵老健施設における職員の教育、研修に関する事項
　⑶老健施設に関する調査及び研究に関する事項
　⑷老健施設の地域活動と普及啓蒙に関する事項
　⑸全老健栃木県支部活動と関連する事項
　⑹関係行政機関、関連団体等との連携と調整に関する
事項

　⑺組織運営（事務局体制の強化等）の検討に関する事
項

　⑻その他本会の目的達成のために必要な事項

２　組織に関すること
　⑴社員総会　１回程度開催、組織運営に係る最重要事
項の協議・決議等

　⑵理事会　　２～３回程度開催、組織運営に係る重要
事項の協議・決議等

　⑶事務局会　３～４回程度開催、組織運営に係る事項
の協議検討、未加入施設への会員勧奨等

　⑷事務局　　総会等の組織運営及び会員施設（56会
員）の連携に係る連絡調整、予算執行等に係る事務
処理等

３　各委員会活動に関すること
　⑴広報委員会（県北ブロック）
　　①委員会の開催　３～４回程度開催
　　②ホームページによる本会の活動報告等の掲載
　　　●委員長施設　　　秋桜の家
　　　●副委員長施設　　椿寿荘
　⑵研修委員会（県央ブロック）
　　①委員会の開催　３～４回程度開催
　　②職員研修会の開催　２回開催
　　　●委員長施設　　　白楽園
　　　●副委員長施設　　宇都宮シルバーホーム
　⑶特別委員会（県南ブロック）
　　①委員会の開催　３～４回程度開催
　　②専門職及び管理職等を対象とした研修会の開催
　　　１～２回程度開催
　　　●委員長施設　　　ノイエシュテルン
　　　●副委員長施設　　やすらぎの里　八州苑

４　栃木県からの受託事業に関すること
　⑴高齢者施設等での新型コロナウイルス感染症発生時
の応援職員派遣事業

５　公益社団法人全国老人保健施設協会栃木県支部の活
動に関すること

　⑴「第32回全国介護老人保健施設大会 岐阜」の参加推
進（演題登録を含む）【中止】

　　　期日：令和３年11月17日（水）～11月19日（金）
　⑵　全国支部事務担当者会（６月頃開催予定)
　⑶　関東甲信越地区事務長会（７月・11 月頃開催予定）
　⑷　全老健会長表彰被表彰者の推薦
　⑸　支部事務
　　①会員施設からの変更届等の受理及び全老健事務局

への手続き
　　②全老健が主催する集会等に関する案内及び取りま

とめ
　　③新規開設施設への協会入会促進及び入会手続き
　　④全国老人保健施設連盟への加入促進及び入会手続き
　　⑤各種全老健主催事業への参加・協力



　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、オンライン
「Zoom」による開催となりました。
　見龍堂メディケアユニッツ五味淵和人氏の司会進行で
始まり、定款第24条第１項の規定により総会の成立を宣
言しました。
　続いて、開会にあたり会長 矢尾板誠一氏より挨拶があ
りました。

●第１号議案「令和２年度事業報告及び収支決算について」
　議案についての説明が事務局及び各委員会より行わ
れ、全員異議なく承認されました。
●第２号議案「令和３年度事業計画 （案）及び収支予算 ( 案）
について」

　議案についての説明が事務局及び各委員会より行わ
れ、全員異議なく承認されました。
●第３号議案「役員改選（令和３・４年度）について」
　会員全員から同意を得ることができました。

◆令和２年度事業報告
１　事務局会活動報告
　⑴社会福祉法人栃木県社会福祉協議会との事務委託契

約の締結
　⑵監事監査の実施（令和元年度収支決算及び事業報告）
　⑶理事会・社員総会・事務局会の開催（詳細は別項参照）
　⑷令和２年度会費の請求
　⑸各種表彰への推薦（全老健会長表彰は栃木県支部と

して推薦）
　【厚生労働大臣表彰】
　（施設の長）
　　祇園荘　　　　　　　　　　施設長　杉村　茂子
　（従事者）
　　あそヘルホス　　　　　　看護師長　阿部　実穂

　　宇都宮シルバーホーム　　介護課長　阿久津真由美
　　いずみ　　　　　　　　介護福祉士　青木　惠子
【全老健会長表彰】
　　(個人）
　　白楽園　　　　　　　　リハビリ室長　瀬戸　章弘
　　陽南　　　　　　　　　　事務課長　信野　典子
　　高根沢シルバーホーム　　介護課長　阿久津富美江
　　(施設)
　　いずみ
【栃木県知事表彰】
　　安純の里　　　　　支援相談員次長　茂木　朱美
　　いずみ　　　　　　　　　　事務長　伊東　俊吾
　　高根沢シルバーホーム　　　介護職　菊地　香織
【宇都宮市長表彰】
　　宇都宮シルバーホーム　　事務課長　阿久津葉子
　　白楽園　　　　　　　　　　介護職　青柳　敏子
　　白楽園　　　　　　　　言語聴覚士　朝賀　厚実
　　白楽園　　　　　　　　　　介護職　篠崎　由美
　　白楽園　　　　　　　　　　介護職　八木　浩子
　　陽南　　　　　　　　　　看護職員　石﨑久美子
　　陽南　　　　　　　　　介護福祉士　海老沼　香
　　陽南　　　　　　　　　　　薬剤師　栗林登志子
　　陽南　　　　　　　　　介護福祉士　藤原　礼子
　⑹後援名義使用の承認
　　①令和２年度　第16回とちぎソーシャルケアサービ

ス学会
　　　主催：とちぎソーシャルケアサービス従事者協議会
　　　期日：令和２年９月26日（土）
　　　場所：とちぎ福祉プラザ（宇都宮市）
　　②2020年度とちぎソーシャルケアサービス従事者協

議会公開セミナー
　　　主催：とちぎソーシャルケアサービス従事者協議会
　　　期日：令和３年１月31日（日）　
　　　場所：Web会議システム「Zoom」によるオンラ

イン開催
　⑺新型コロナウイルスに関する栃木県への要望
　　①日時：令和２年８月20日（木）
　　　　　　午後３時30分から午後４時30分まで
　　　場所：県庁本館（宇都宮市）　
　　②日時：令和２年12月24日（木）
　　　　　　午後１時00分から午後２時00分まで
　　　場所：県庁研修館（宇都宮市）
　⑻高齢者施設等での新型コロナウイルス感染症発生時
の応援職員派遣事業

　　会員登録施設：25施設（28名登録）（事業全体の登
録者数130名）（令和３年３月31日現在)

　⑼公益社団法人全国老人保健施設協会栃木県支部として
　　①「第31回全国介護老人保健施設大会 宮城」の参加
推進（演題登録を含む）【中止】

　　　期日：令和２年11月11日（水）～11月13日（金）
　　　場所：（宮城県仙台市）仙台国際センター
　　②第52回関東甲信越地区事務長会（春）【延期】
　⑽現在の正会員数（令和３年３月31日現在）：56施設
／5,083床

　　　新規会員　1施設
　　　（概要）
　　　（施設名）ほほえみ
　　　（経営主体）医療法人桃李会
　　　（会員名）波木　道夫
　　　（代表者名）波木　幸子
　　　（施設長名）波木　道夫
　　　（所在地）　鹿沼市今宮町1682-2
　　　（入所定員）40床
　　　（通所定員）0／日
　　　（施設形態）併設型
　　　（開設年月日）平成20年６月１日

２　委員会活動報告
　⑴広報委員会
　　①実施事業
　　・活動報告のホームページ掲載
　　・ホームページの見直し
　⑵研修委員会
　　①実施事業
　　　「第１回職員研修会」【中止】
　　　事例発表／グループ別意見交換会
　　　「第２回職員研修会」
　　　日　時：令和３年３月４日（木）
　　　　　　　15時00分～16時00分
　　　会　場：Web会議システム「Zoom」によるオン

ライン開催　

　　　参加者：55名
　　　内容・講師：
　　　講義・演習「介護の現場で悩むチームケアで必要

な老年医学の考え方」
　　　講師：医療法人　あづま会
　　　　　　大井戸診療所　大澤　誠氏
　⑶　特別委員会
　　　①実施事業
　　　「特別講演会（第１回研修会）」【中止】
　　　「オンライン会議・研修環境に関するアンケート

の実施」
　　　「第２回職員研修会」
　　　日　時：令和２年10月５日（月）
　　　　　　　14時00分～15時00分
　　　場　所：Web会議システム「Zoom」によるオン

ライン開催
　　　参加者：18名
　　　内容・講師：
　　　「はじめての『Zoom』使い方講座」
　　　NPO法人とちぎユースサポーターズネットワーク
　　　コーディネーター
　　　一般社団法人えんがお　理事　門間　大輝氏
　　　「説明会」
　　　日　時：令和２年10月12日（月）
　　　　　　　14時00分～15時30分
　　　場　所：Web会議システム「Zoom」によるオン

ライン開催
　　　参加者：29名
　　　内容・講師：
　　　「高齢者施設等での新型コロナウイルス感染症発

生時の応援職員派遣事業」
　　　説明：栃木県保健福祉部高齢対策課
　　　　　　主事　桐原　良平氏
　　　「新型コロナウイルス発症施設への職員派遣に対

する傷害保険について」

　　　説明：公益社団法人全国老人保健施設協会
　　　　　　　業務部業務第二課　課長　中島　清孝氏
　　　　　　株式会社全老健共済会　
　　　　　　　事業部保険事業課　課長　田邉　智範氏
　　　　　　東京海上日動火災保険株式会社

◆令和３年度事業計画
１　基本方針
　　本会は、栃木県内の老人保健施設（以下「老健施
設」という。）及び公益社団法人全国老人保健施設協
会（以下「全老健」という。）との相互の密接な連携
のもとに老健施設の向上発展と使命遂行を図り、円滑
な運営と業務の研鑽（けんさん）につとめ、社会の福
祉増進に寄与することを目的として以下の事項に積極
的に取り組むこととする。
　⑴老健施設の管理運営の適正化及び職員の資質向上を
図るための研究に関する事項

　⑵老健施設における職員の教育、研修に関する事項
　⑶老健施設に関する調査及び研究に関する事項
　⑷老健施設の地域活動と普及啓蒙に関する事項
　⑸全老健栃木県支部活動と関連する事項
　⑹関係行政機関、関連団体等との連携と調整に関する
事項

　⑺組織運営（事務局体制の強化等）の検討に関する事
項

　⑻その他本会の目的達成のために必要な事項

２　組織に関すること
　⑴社員総会　１回程度開催、組織運営に係る最重要事
項の協議・決議等

　⑵理事会　　２～３回程度開催、組織運営に係る重要
事項の協議・決議等

　⑶事務局会　３～４回程度開催、組織運営に係る事項
の協議検討、未加入施設への会員勧奨等

　⑷事務局　　総会等の組織運営及び会員施設（56会
員）の連携に係る連絡調整、予算執行等に係る事務
処理等

３　各委員会活動に関すること
　⑴広報委員会（県北ブロック）
　　①委員会の開催　３～４回程度開催
　　②ホームページによる本会の活動報告等の掲載
　　　●委員長施設　　　秋桜の家
　　　●副委員長施設　　椿寿荘
　⑵研修委員会（県央ブロック）
　　①委員会の開催　３～４回程度開催
　　②職員研修会の開催　２回開催
　　　●委員長施設　　　白楽園
　　　●副委員長施設　　宇都宮シルバーホーム
　⑶特別委員会（県南ブロック）
　　①委員会の開催　３～４回程度開催
　　②専門職及び管理職等を対象とした研修会の開催
　　　１～２回程度開催
　　　●委員長施設　　　ノイエシュテルン
　　　●副委員長施設　　やすらぎの里　八州苑

４　栃木県からの受託事業に関すること
　⑴高齢者施設等での新型コロナウイルス感染症発生時
の応援職員派遣事業

５　公益社団法人全国老人保健施設協会栃木県支部の活
動に関すること

　⑴「第32回全国介護老人保健施設大会 岐阜」の参加推
進（演題登録を含む）【中止】

　　　期日：令和３年11月17日（水）～11月19日（金）
　⑵　全国支部事務担当者会（６月頃開催予定)
　⑶　関東甲信越地区事務長会（７月・11 月頃開催予定）
　⑷　全老健会長表彰被表彰者の推薦
　⑸　支部事務
　　①会員施設からの変更届等の受理及び全老健事務局

への手続き
　　②全老健が主催する集会等に関する案内及び取りま

とめ
　　③新規開設施設への協会入会促進及び入会手続き
　　④全国老人保健施設連盟への加入促進及び入会手続き
　　⑤各種全老健主催事業への参加・協力


