
 

令和２年度事業報告書 

 
Ⅰ 組織運営 

 １ 会議開催の状況等 

  (1) 監査 

    開催期日  令和２年４月１３日（月） 

    会  場  県福祉総合センター 

    監査事項  ・令和元年度事業報告について 

          ・令和元年度決算について 

  (2) 総会 

   〔第１回〕※書面審議 

    承 認 日  令和２年５月１５日（金） 

    議  案  ・令和元年度事業報告及び決算について  

    報告事項  ・理事の変更について 

          ・宮崎県社会福祉施設等災害時相互応援協定について 

   〔第２回〕※書面審議 

    承 認 日  令和３年２月１９日（金） 

    議  案  ・令和３年度事業計画（案）及び予算（案）について 

    報告事項  ・令和２年度補正予算について 

  (3) 理事会 

   〔第１回〕※書面審議 

    承 認 日  令和２年４月２４日（金） 

    議  案  ・令和元年度事業報告及び決算について  

          ・総会の取扱いについて 

    報告事項  ・理事の変更について 

          ・宮崎県社会福祉施設等災害時相互応援協定について 

   〔第２回〕※書面審議 

    承 認 日  令和２年７月３１日（金） 

    協議事項  ・令和２年度事業について 

    報告事項  ・第 1回拡大正副会長会議報告 

   〔第３回〕 

    開催期日  令和２年１０月２日(金) 

    会  場  県福祉総合センター 

    議  案  ・「新型コロナウイルス感染症発生時の応援職員等派遣事業」の実施

について 

〔第４回〕※WEB 会議 

    開催期日  令和３年２月２日(火) 

    議  案  ・令和２年度補正予算（案）について 

          ・令和３年度事業計画（案）及び予算（案）について 



 

    報告事項  ・令和２年度事業進捗状況について 

  (4) 拡大正副会長会議 

   〔第１回〕 

    開催期日  令和２年７月７日（火） 

    会  場  県福祉総合センター 

    協議事項  ・令和２年度事業運営について 

・経営対策委員会「事業運営に係る意見」について 

・ホームページの作成について 

・新型コロナウイルス感染症に利用者・職員が感染した場合の対処

方法について 

・その他 

   〔第２回〕※WEB 会議 

    開催期日  令和２年１１月５日（木） 

    協議事項  ・令和２年予算の執行について 

          ・その他 

   〔第３回〕※WEB 会議 

    開催期日  令和３年１月２５日（月） 

    協議事項  ・令和２年度補正予算（案）について 

          ・令和３年度事業計画（案）及び予算（案）について 

          ・その他 

(5) 正副会長会議 

開催期日  令和２年１２月２２日（火） 

    協議事項  ・令和２年度第２回総会について 

          ・その他 

  (6)組織育成費 

    各ブロック内の施設又は事業所（特養、養護、軽費・ケアハウス、訪問介護、通

所介護事業所、居宅介護支援事業所）における相互の会議、研修、連絡調整等に対

する組織育成費の助成を通して各ブロック組織の活性化に資することを目的として、

組織育成費の助成を行った。（総額 １，８８７，４５０円） 

 

Ⅱ 老人福祉・介護保険事業の経営の質の向上 

 １ 経営対策委員会 

  (1)委員会の開催 

   〔第１回〕 

    開催期日  令和２年１２月１１日（金） 

    会  場  県福祉総合センター 

    協議事項  ・「宮崎県老人福祉サービス協議会事業運営にかかる意見」について 

・令和３年度宮崎県老人福祉サービス研究大会における分科会につ

いて 

・今後の委員会のあり方について 



 

・その他 

 ２ 令和４年度分老人福祉関係予算政策要望書の意見聴取 

   以下の項目について、意見を取りまとめた。 

 【予算要望】 

  (1) 介護ロボット・ICT導入支援事業の継続について（要望先：厚生労働省、県長寿介 

護課） 

  (2) 老朽化した施設の大規模修繕、建て替えに対する援助について（要望先：厚生労

働省、県長寿介護課） 

  (3) 養護老人ホームの措置費における事務費、管理費の増額について（要望先：県長

寿介護課） 

  (4) 軽費・ケアハウスに関する生活費と冬期加算について（要望先：県長寿介護課） 

 【政策要望】 

  (1) 社会福祉充実残額と政策の連動について（要望先：厚生労働省） 

(2) 新型コロナウイルス感染の統計調査について（要望先：厚生労働省、県長寿介護

課） 

(3) 高齢者福祉・介護行政の一元化について（要望先：厚生労働省） 

  (4) 教育課程の「介護」のカリキュラム化について（要望先：厚生労働省） 

(5) 感染症予防に関する支援について（要望先：県長寿介護課） 

  (6) 職員配置基準の見直しについて（要望先：厚生労働省、県長寿介護課） 

  (7) 処遇改善加算について（要望先：厚生労働省、県長寿介護課） 

 

Ⅲ 老人福祉・介護に関する情報収集・提供・提言機能の強化 

 １ 他団体の研修案内や情報を会員へ提供した。 

 ２ 啓発活動・地域福祉の推進 

  (1) 第６回介護フォトコンテスト inみやざきの開催 

    本会会員施設及び事業所から介護フォトを募集し、応募作品１１点から審査の結

果、下記のとおり、受賞作品を決定した。 

   【審査結果】 

    最優秀賞（１点） 特別養護老人ホームやすらぎの里 

    優 秀 賞（２点） 特別養護老人ホームゴールデンレイク 

             特別養護老人ホーム百済の園 

    奨 励 賞（４点） 特別養護老人ホーム立縫の里 

             特別養護老人ホーム星空の都みやざき 

             特別養護老人ホーム裕生園 

             白馬デイサービスセンター 

    ※その他、入選４点 

３ 広報委員会 

  (1) 委員会の開催 

   〔第１回〕 

    開催期日  令和２年１１月１６日（月） 

    会  場  県福祉総合センター 



 

    協議事項  ・ホームページについて 

・介護フォトコンテストについて 

・その他 

４ 宮崎県老人福祉サービス協議会ホームページを構築した。 

 

Ⅳ 老人福祉・介護の質と専門性の向上 

 １ 調査研究・研修委員会の開催 

  (1)委員会の開催 

   〔第１回〕※WEB 会議 

    開催期日  令和２年１１月９日（月） 

    協議事項  ・経営実態調査について 

・老サ協セミナー等の研修について 

・その他 

   〔第２回〕※WEB 会議 

    開催期日  令和３年１月１９日（火） 

    協議事項  ・経営実態調査について 

・研修について 

 ２ 役職員の老人福祉・介護の質の向上に関する研修会・セミナー等の開催 

  (1) 老サ協セミナー～令和３年度介護報酬改定～（動画視聴研修） 

    開催期日  ２月２４日（水）、２月２５日（木）、３月１日（月） 

    内  容  全国老人福祉施設協議会「経営戦略セミナー」の動画視聴 

    参加台数  ２月２４日（水）：７６台、２月２５日（木）：７３台 

３月１日（月）：７３台 

 ３ 経営実態調査の実施 

   令和２年１２月１５日付け宮社福第１９５２号にて、会員施設及び事業所を対象に

調査依頼を行い、各施集計の上、会員へ周知を行った。 

 ４ 県大会の企画・運営 

  (1) 令和２年度宮崎県老人福祉サービス研究大会（第２０回） 

    ※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から中止 

 

Ⅴ 老人福祉施設事業の推進 

１ 特養部会 

２ 養護部会 

３ 軽費・ケアハウス部会 

※開催なし 

 

Ⅵ 在宅福祉事業の推進 

 １ 通所介護部会 

 ２ 訪問介護部会 

 ３ 居宅介護部会 



 

 ※開催なし 

 

Ⅶ 特定課題への対応≪特別委員会の設置≫ 

 １ 外国人労働者受入対策委員会 

  (1)委員会の開催 

   〔第１回〕 

    開催期日  令和２年１２月４日（金） 

    会  場  県福祉総合センター 

    協議事項  ・今後の委員会活動について 

・その他 

  (2)「外国人労働者の受け入れに関するアンケート調査」の実施 

令和３年１月１５日付け宮社福第２１８７号にて、会員施設及び事業所を対象に

調査依頼を行い、各施設及び事業所から回答をいただき、集計を行った。 

 ２ 災害対策委員会 

  (1)委員会の開催 

〔第１回〕※WEB 会議 

    開催期日  令和３年２月１２日（金） 

    協議事項  ・今後の委員会活動について 

・その他 

 ３ 九社連老人福祉施設協議会施設長研修会実行委員会 

   ※開催なし 

 

Ⅶ 関係機関・団体との連携 

 １ 県行政等関係機関への参画、連携 

  (1) 宮崎県社会福祉審議会（横山理事） 

  (2) 宮崎県高齢者虐待防止連絡会議（黒木部会長） 

  (3) 宮崎県福祉サービス第三者評価推進委員会（河野理事） 

  (4) 宮崎県福祉サービス運営適正化委員会（濱口理事） 

  (5) 宮崎県福祉人材・研修事業運営委員会（日髙理事） 

  (6) 宮崎県民間社会福祉施設等従事職員共済制度運営委員会（川越会長、渡邊副会長） 

  (7) 宮崎県国民健康保険団体連合会介護給付費審査委員会（湯地理事） 

  (8) 宮崎県医療介護推進協議会（川越会長） 

  (9) 宮崎県高齢者サービス総合調整推進会議（谷川部会長） 

  (10) 介護支援専門員ケアマネジメント向上支援事業に係る選考委員会（川越会長） 

  (11) 高齢又は障害等により特に自立が困難な矯正施設出所者等に係る連絡協議会 

（水元委員長） 

  (12) 地域密着型サービス外部評価 評価審査委員会（山田施設長） 

  (13) 宮崎県介護人材確保推進協議会（川越会長、渡邊副会長） 

  (14) 「みやざき安心セーフティネット事業」基金運営委員会（川越会長） 



 

  (15) 宮崎県災害福祉支援ネットワーク協議会（川越会長） 

  (16) 宮崎県災害福祉支援ネットワーク協議会 災害派遣福祉チーム検討部会（坂口委

員長／災害対策委員会） 

 

 ２ 九社連老人福祉施設協議会との連携 

  (1) 九社連老施協会長会議（川越会長） 

   〔第１回〕※WEB 会議 

    開催期日  令和２年８月２０日（木） 

    協議事項  ・令和元年度事業報告及び令和元年度収支決算について 

          ・令和２年度事業計画及び令和２年度収支予算について 

・令和２年度九社連老人福祉施設協議会施設長研修会（宮崎大会）

について 

          ・令和２年度九社連老人福祉施設協議会職員研究大会（長崎大会）

について 

          ・各県・市７月大雨被害状況等について 

          ・各県・市老人福祉施設協議会活動について 

   〔第２回〕※WEB 会議 

    開催期日  令和２年１１月２５日（水） 

    協議事項  ・令和２年度九社連老人福祉施設協議会職員研究大会（長崎大会）

について 

・九州 7月豪雨災害に関する義援金について 

          ・全国カントリーミーティングについて 

          ・各県・市老人福祉施設協議会活動について 

〔第３回〕※WEB 会議 

    開催期日  令和３年３月４日（木） 

    協議事項  ・令和２年度九社連老人福祉施設協議会職員研究大会（長崎大会）

について 

・九州 7月豪雨災害に関する義援金について 

          ・全国カントリーミーティングについて 

          ・各県・市老人福祉施設協議会活動について 

  (2) 九社連老施協養護部会（担当：黒木部会長） 

    「全国老施協 養護老人ホームブロック代表会議」に係る県内意見の取りまとめ

及び意見の提出 

  (3) 九社連老施協軽費・ケアハウス部会長会議（担当：興梠部会長） 

   〔第１回〕※書面審議 

    開催期日  令和２年７月 

    協議事項  ・令和元年度事業報告（案）について 

・令和元年度収支決算（案）について 



 

   〔第２回〕※WEB会議 

    開催期日  令和２年１１月１６日（月） 

    協議事項  ・各県・市における新型コロナウイルス感染症の状況と対応につい 

          て 

・軽費・ケアハウス部会における令和２年度のセミナー・会議等の

活動について 

・その他 

  (4) 九社連老施協通所介護部会長会議（担当：河野部会長） 

   〔第１回〕※WEB 会議 

    開催期日  令和２年７月６日（月） 

    協議事項  ・令和元年度事業報告（案）、収支決算（案）について 

          ・令和２年度事業計画（案）、収支予算（案）について 

          ・令和２年度度九社連老施協通所介護部会セミナー開催の有無につ

いて 

          ・その他    

   〔第２回〕※WEB 会議 

    開催期日  令和３年３月２４日（水） 

    協議事項  ・九社連老施協各県・市会長会議報告について 

・各県老施協通所部会の活動状況について 

          ・その他・情報交換 

(5) 九社連老人福祉施設協議会職員研究大会（長崎県） 

    ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため次年度へ延期 

  (6) 九社連老人福祉施設協議会施設長研修会（宮崎県） 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため次年度へ延期 

 

 ３ 全国老人福祉施設協議会との連携 

  (1) 組織強化に係る懇談会（川越会長） ※WEB 会議 

開催期日  令和２年１１月２０日（金） 

    内  容  ・全国老施協の事業説明（組織改革、新型コロナ対応状況、報酬改

定、入会促進への協力等） 

          ・意見交換、質疑応答等 

  (2) 令和２年度カントリーミーティング（プレ開催）への出席 ※WEB 研修 

    開催期日  令和３年１月２６日（火） 

    参加人数  １名（小笠原施設長） 

  (3) 総会≪代議員：齊藤施設長≫ ※書面又電子媒体による議決権の行使 

   〔第３９回〕 ６月２４日（水）／東京都 

   〔第４０回〕 １０月２８日（水）／東京都 

   〔第４１回〕 １２月２５日（金）／東京都 

   〔第４２回〕 ３月１９日（金）／東京都 

 



 

(4) セミナー、研修会、大会への参加、会員への周知 

   ○第７７回全国老人福祉施設大会 

    中止／山形県 

   ○令和２年度全国老人福祉施設研究会議 

    延期／鹿児島県 

   ○九州ブロックカントリーミーティング 

    延期／熊本県 

 ４ 全国ホームヘルパー協議会との連携 

  (1) 協議員総会 

    ５月 ※書面審議 

  (2) 周知事項、アンケート等への協力 

 ５ 老人福祉・介護事業関係組織との連携 

  (1) 宮崎県地域包括・在宅介護支援センター協議会 

  (2) 宮崎県介護支援専門員協会 

  (3) 宮崎県認知症高齢者グループホーム連絡協議会 

 ６ 「新型コロナウイルス感染症発生時の応援職員等派遣事業」に係る県長寿介護課 

及び３団体（県介護支援専門員協会、県老人保健施設協会、老サ協）との協議 

   第１回：令和２年８月１３日（木） 

   第２回：令和２年８月２５日（火） 

   第３回：令和２年９月４日（金） 

第４回：令和３年２月１５日（月） 

第５回：令和３年３月３０日（火） 

 


