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公益社団法人 宮崎県老人保健施設協会 
平成 29年度事業報告書 

（平成 29年 4月 1日～平成 30年 3月 31 日） 
 

I. 事業活動 
本会は、高齢者等の保健医療の向上及び福祉の増進に寄与する事を目的として、平成29年度事業

計画に則り、各委員会（各部会）が主体となって老健職員のみならず介護施設職員に対する研修
会・講演会開催などの事業を展開した。その他、宮崎県および宮崎市が主催する会議等に出席し、
地域保健事業推進への協力を行なった。 
さらに、各種調査研究事業の実施とともに、ホームページ並びに機関誌『老健』において「協会
の活動」「研修会・講演会」内容等を掲載した。 
 
 

II. 事業内容 
(１) 研修事業 

宮崎県老人保健施設協会会員施設に限らず、老人福祉施設など高齢者を受け入れる施設のサ
ービスの質の向上に関する研修会等を実施した。 

 
【在宅・支援相談研究部会】 
○研修会 
1) 開催日 ：平成 29年 9月 15 日（金）13:00～17:00 
会場  ：宮崎市佐土原総合文化センター 
内容  ：「地域包括ケアについて」 
目的  ：研修及び研究発表会等を実施して高齢者等の保健医療の向上及び
   福祉の増進を図る 
講師  ：宮崎市福祉部介護保険課 成松宏樹氏  
参加者数 ：63名（老健職員 51 名 一般 12名） 

 
【看護・介護研究部会】  
○施設見学 
1) 実施日 ：平成 30年 3月 16 日（金）13:00～16:00 
参加者 ：5名 
訪問施設 ：社福)スマイリングパーク 特別養護老人ホームほほえみの園 
研修目的 ：職員の採用・人材育成・環境づくり・働き方を学び、人材確保 
   保・定着力の向上に役立てる。  
研修内容 ：直接業務をはじめ、間接業務でも作業時間の効率化を図るべく 

技術の導入を積極的に行っている。 
 

【栄養・給食研究部会】 
○研修会 
1) 開催日 ：平成 30年５月 13日（土）13:00～14:30 
会場  ：潤和リハビリテーション振興財団 財団本部 １Ｆ大研修室 
内容  ：『リハビリテーション栄養について』 

 講師 吉村俊一郎氏 （株式会社クリニコ） 
目的  ：リハ視点での栄養について理解を深める 
参加者数 ：20名（老健職員 18 名 一般 2名） 

  



【リハビリテーション研究部会】 
○意見交換会 
1) 開催日 ：平成 29年 8月 19 日（土）16:00～18：00 
会場  ：宮崎リハビリテーション学院 3階 講義室 5･6  
目的  ：老健リハスタッフとしての実地指導・加算算定方法等について見 

交換を実施し、事業運営に関して見識を深めるとともに、終了後
懇親会を実施し、他施設スタッフとの関係性を深める。 

【事務長会】 
○意見交換会（3回実施） 
1) 開催日 ：平成 29年 6月 26 日・7月 7日・平成 30年 3月 16 日 
会場  ：ひむか苑会議室・河北ビル 3階会議室・JA AZM ﾎｰﾙ小研修室 
目的  ：実地指導・指導監査検証、災害時ﾈｯﾄﾜｰｸ構築、介護職充足状況等 
   意見交換を実施し、事業運営に役立てる。 
講師  ：小濱介護経営事務所 小濱 道博 氏  
参加者数 ：11 名・30 名・40 名  

 
(２) 大会の開催 

【第 14 回 公益社団法人宮崎県老人保健施設協会研究大会】 
実施日 ：平成 29年 12 月 23 日（土） 
場所  ：JA AZM ホール 
テーマ ：人に地域に関わり合う老健～地域包括ケアの一翼を担う老健施設 
    を目指して～ 
大会会長 ：櫛橋 弘喜 
参加者数 ：273 名（会員施設 266 名 一般 7名） 
後援  ：宮崎県 
内容  ： 

基調講演 ：老人保健施設を取り巻く環境の変化と期待される役割につい 
  て～地域共生社会を見据えて～認知症の理解とケア 
 講師 ：木原 章浩 氏 宮崎県福祉保健部長寿介護課 課長 
市民公開講座 ：共生型社会の実現に向けて～障がい者施設の最前線 
 講師 ：講師： 前田 良一氏 

 社会福祉法人 善仁会 宮崎ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 副施設長 

研究発表 ：38題 

 
 

  



 
 

 
 

 
 

 
 
 

  



 
 

 
 

 
 
 

(３) 調査研究事業 
【在宅支援研究部会】 
○会員施設における在宅復帰等に関する調査 

 
(４) 会議の開催 

【総務委員会】 
1) 第１回 
開催日 ：平成 29年 4月 19 日（月） 14:00～15:10 
場所  ：介護老人保健施設 ひむか苑 １階 会議室 
内容  ： 
(1) 平成 29 年度事業・予算について 
(2) 各委員会活動について 
(3) 宮崎県委託事業について 
(4) 第 14回 公社）宮崎県老人保健施設研究大会開催について 



(5) その他 
参加者数 ：10名 

2) 第 2回 
開催日 ：平成 29年 7月 25 日（火） 15:00～16:10 
場所  ：介護老人保健施設 ひむか苑 １階 会議室 
内容  ： 
(1) 各委員会活動について 
(2) 宮崎県委託事業について 
(3) 第 14回 公社）宮崎県老人保健施設研究大会開催について 
(4) その他                   

参加者数 ：10 名 
3) 第 3回 
開催日 ：平成 29年 12 月 5日（火） 15:00～16:15 
場所  ：介護老人保健施設 ひむか苑 １階 会議室 
内容  ： 
(1) 各委員会活動について 
(2) 宮崎県委託事業について 
(3) 第 14回 公社）宮崎県老人保健施設研究大会開催について 
(4) その他                   

参加者数 ：11 名 
4) 第 4回 
開催日 ：平成 30年 2月 6日（火） 15:00～15:50 
場所  ：介護老人保健施設 ひむか苑 １階 会議室 
内容  ： 
(1) 各委員会活動について 
(2) 宮崎県委託事業について 
(3) 第 14回 公社）宮崎県老人保健施設研究大会反省について 
(4) 平成 30 年度事業計画・予算について 

参加者数 ：11名 
(５) 広報活動 

【企画･広報委員会】 
○「老健みやざき」第 36号 平成 30 年 3 月発行 

内容  ：特集「第 14回宮崎県老人保健施設協会研究大会」 
全国老人保健施設協会研究大会 in松山レポート 
各委員会・部会主催研修会報告 
会員情報 等 

○協会ホームページの活用 
当協会の事業計画および事業報告、会員施設紹介、研修会開催案内、研修会開催
後の研修内容等をホームページに活用し、情報提供を積極的に行っている。 

 
(６) 関係機関、関係団体及び民間団体との連絡協議 

【公益社団法人 全国老人保健施設協会】 
1) 第１回管理運営委員会 
2) 平成 29 年度介護老人保健施設安全推進セミナー 
3) 平成 29 年度第１回管理運営委員会安全推進部会 
4) 平成 29 年度支部長会 
5) 平成 29 年度第１回人材対策委員会・人材制度部会・人材確保部会・人材育成歩合
合同会議 

6) 平成 29 年度第２回管理運営委員会安全推進部会 
7) 平成 29 年度第３回管理運営委員会安全推進部会 

【その他団体】 



1) 宮崎県医師会 地域医療構想委員会（宮崎県医師会） 
2) 宮崎県医師会 宮崎県ﾛｺﾓｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ対策議会委員会（宮崎県医師会） 
3) 宮崎県介護人材確保推進協議会・作業部会（宮崎県福祉保健部長寿介護課) 
4) 宮崎県高齢者虐待防止連絡協議会（宮崎県福祉保健部長寿介護課） 
5) 宮崎県社会福祉審議会（宮崎県福祉保健部福祉保健課） 
6) 宮崎県高齢者サービス総合調整推進会議（宮崎県福祉保健部長寿介護課） 
7) 宮崎県社会福祉審議会（宮崎県福祉保健部長寿介護課） 
8) 宮崎市福祉計画等推進委員会（宮崎市福祉部長寿支援課） 
9) 宮崎市地域包括支援センター運営協議会（宮崎市福祉部介護保険課） 
10) 宮崎東諸県在宅医療介護連携推進協議会・ﾜｰｷﾝｸﾞ部会（宮崎市健康管理部医療介
護連携課） 

11) 都城市介護保険運営協議会（都城市健康部介護保険課） 
12) 介護労働懇談会（公財・介護労働安定センター宮崎支部） 
13) 介護給付費審査委員会（合同部会）（宮崎県国民健康保険団体連合会） 
 

 
(７) 委託事業 

宮崎県より委託を受けた事業について下記のとおり実施協力した。 
 
【地域医療介護総合確保基金を活用した事業】 
○「介護のしごと」理解促進事業 
1) 「介護のしごと」パンフレット作成・配布 
介護事業の特徴、現役介護職員、利用者等からの意見を盛り込んだパンフレットを

作成し、地域及び県内の学校へ配布する。 
 作成枚数    別冊② パンフレット参照 

 15,000部 
 配布機関    合計 305か所 14,699部配布 

 県福祉保健部長寿介護課 
 市町村教育委員会   26カ所 (260部) 
 公立中学校    126校 (10,634部) 
 私立中学校    9 校 (661部) 
 附属中学校    3校 (188部) 
 高等学校・非福祉系   38校 (1086部) 
 高等学校・福祉系   6校 (540部) 
 福祉系専門学校   7校 (330部) 
 就労支援機関   8カ所 (160部) 
 その他関係機関   10カ所 (840部) 

 現在、県HP・協会HPへ掲載中（契約により版権は県へ） 
 

2) 「介護のしごと」職場体験・学校訪問等 
県内の介護老人保健施設において、県内の小中学生等を招き、介護現場の見学及び

体験を実施する。介護職員が学校を訪問し、介護の仕事を紹介する。 
      別紙③ 報告書参照 

 
 
 
 
 
 

  

施設名 参加生徒数 中学校 
さわやかセンター 38 小林市立細野中学校【学校訪問】 
シルバーケア野﨑 27 宮崎市立東大宮中学校【職場体験】 
すこやか苑 80 都城市立中郷中学校【学校訪問】 
むつみ苑 2 宮崎市立大宮中学校【職場体験】 
神楽苑 2 高千穂町立高千穂中学校【職場体験】 
長寿の里 17 串間市立大束小学校【学校訪問】 
合計 166  



○キャリア開発事業 
キャリアアップ研修 

各段階（基礎・中堅・管理）の資質向上を図り、かつ経験の浅い介護職員の不安や
悩みを解消、軽減できる技術の指導研修を行うことで介護職員の早期離職を防止す
るために行う研修 

1) 基礎研修 
受講対象 ：介護職員経験年数 1～3年以内の介護職員 
研修日時 ：平成 30年 2月 17 日（土） 9:50～15:10 
研修会場 ：JA AZM ホール 別館 202 研修室 
研修内容 ：「接遇・傾聴から見る働きやすい職場作り  

9：50～10：50 「介護・福祉職のためのﾏﾅｰと接遇」 
11：00～12：00「認知症ｹｱについて」 
13：00～14：00「脳卒中と骨折の基礎知識」 
14：10～15：10「起居・移乗動作・ﾎﾟｼﾞｼｮﾆﾝｸﾞの基礎」 

参加者数 ：57名 
2) 中堅者研修 
受講対象 ：基礎研修以外の介護職員 
研修日時 ：1回目 平成 29年 6月 17 日（土） 13:30～15:30 

2 回目 平成 29 年 6 月 23 日（金） 18:00～20:00 
研修会場 ：1回目 JA AZM ホール 別館 202 研修室 

2 回目 延岡市社会教育センター 研修室 5 
研修内容 ：「介護施設で働く生きがいをつくる～ 自らが成長モデルになる 

～仕事を通しての自分の振り返りや満足度また、キャリアデザイ
ンの描き方を学ぶ～ 
島原 竜一氏（オフィス・アール代表） 

参加者数 ：96名（1回目 52名  2 回目 44名） 
3) 管理者研修 
受講対象 ：事業所を管理する立場にある責任者 
研修日時 ：平成 30年 2月 4日（日） 13:30～15:30 
研修会場 ：宮日会館 
研修内容 ：「介護報酬改定対策と経営戦略」 

小濱 道博氏（小濱介護経営事務所代表） 
参加者数 ：105 名 

 
○介護未経験者就業支援事業 

28 年度実績を鑑み、29年度は未実施  
 

○介護ロボット導入調査検証事業 
事業目的 ：介護施設において介護ロボットを試験的に運用し、その有効性を
   検証し普及促進を図る。 
対象機器 ：①ＳＡＳＵＫＥ（移乗アシスト）  2 台 

②ケアロボ（見守り）    2 台 
③ラップポン（排泄）    6 台 
④メンタルコミットロボットパル（ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ） 2 台 

レンタル期間 ：平成 29年 10 月～平成 30 年 3 月 
実施施設 ：宮崎県内の老健施設 12 施設 
実施方法 ：１施設がすべての機種を２ヶ月間試験的に運用して、使用した職
   員からアンケート形式で使用感等の情報収集を行う。 
結果      別紙④ 総括報告書参照 

  



(８) 処務の概要 
○役 員      平成 30 年 3月 31 日現在 

役 職 氏 名 就任年月日 現 職 

会 長 櫛橋 弘喜 H27.6.3 
一財)潤和リハビリテ－ション振興財団 
介護老人保健施設ひむか苑 施設長 

名誉会長 大野 和男 H27.6.3 
一財)潤和リハビリテ－ション振興財団 
代表理事 

副会長 丹 光明 H11.7.30 医療法人社団公佑会  理事長 
副会長 野﨑 藤子 H27.6.3 一財）弘潤会  代表理事 
理 事 髙宮 眞樹 H17.4.1 医療法人真愛会   理事長 
理 事 種子田 與市 H20.4.1 小林市社会福祉協議会 会長 
理 事 殿所 哲 H11.7.30 宮崎調停協会連合会   会長 
理 事 馬籠 英男 H28.6.23 都城市高齢者クラブ連合会 代表 
理 事 佐藤 信博 H26.6.26 医療法人社団 光学堂 理事長 
理 事 菅野 道雅 H26.6.26 株式会社 中神不動産鑑定所 代表取締役 

監 事 見島 昭二 H11.7.30 見島会計事務所    所長 

監 事 髙橋 紳一 H11.7.30 
介護付き有料老人ホーム 
けあらいふ正寿の都 施設長 

○職 員(事務局)     平成 30 年 3月 31 日現在 
 担 当 氏  名 就職年月日 現 職 

事務局長 日髙 弘一朗 H29.4.1 
一財)潤和リハビリテ－ション振興財団 
介護老人保健施設ひむか苑 事務長 

事務局 
次長 

浦志 賢治 H29.4.1 
一財)潤和リハビリテ－ション振興財団 
介護老人保健施設ひむか苑 事務主任 

事務局員 
(庶務･会計) 

布施 美和 H28.4.1 
一財)潤和リハビリテ－ション振興財団 
介護老人保健施設ひむか苑 事務 

 
○役員会などに関する事項等 

理事会 
名称・開催年月日 議 決 事 項 理事数並びに議決状況 

第 1回理事会 
平成 29年 6月 12日 

1) 議題 
第1号議案 平成 28年度事業報告について 
第2号議案 平成 28年度決算報告について 
第3号議案 正会員入会・変更について 
第4号議案 平成 29 年度定時社員総会開催につい

て 
第5号議案 平成 29 年度臨時社員総会開催につい

て 
2) 報告事項 
第1号報告 代表理事の職務執行状況の報告 
第2号報告 業務執行理事の職務執行状況の報告 

理事現在数：10名 
出席者数 ：7名 
欠席者数 ：3名 
 
監事現在数：2名 
出席者数：1名 
 
※左記第１～第 5議案
については、いずれも
全員一致で承認決議さ
れた。 

第 2回理事会 
平成 30年 3月 26日 

1) 議題 
第1号議案 平成 30年度事業計画（案）について 
第2号議案 平成 30年度収支予算（案）について 
第3号議案 正会員変更について 
2) 報告事項 
第1号報告 代表理事及び業務執行理事の職務執

行状況報告 
第2号報告 第 15 回公社）宮崎県老人保健施設協

会研究大会について 

理事現在数：10名 
出席者数 ：7名  
欠席者数 ：3名 
 
監事現在数：2名 
出席者数：１名 
欠席者数：1名 
※左記第１～第 3 議案
については、いずれも
全員一致で承認決議さ
れた。 

 
  



社員総会 
名称・開催年月日 議 決 事 項 会員数並びに議決状況 

第 1回総会 
平成 29年 6月 26日 

1) 議題 
第1号議案 平成 28年度事業報告について 
第2号議案 平成 28年度決算報告について 
2) 報告事項 
第1号報告 第１号報告：正会員入会・変更につい

て 
 

会員現在数：45名 
出席者数 ：4名 
委任状  ：15名 
書面議決権行使：25
名 
出席理事数：3名 
出席監事数：1名 
※左記第１～第 2議案
については、いずれも
承認決議された 

第 2回総会 
平成 30年 3月 16日 

1) 議題 
第1号議案 平成 30年度事業報告（案）について 
第2号議案 平成 30年度収支予算（案）について 
2) 報告事項 
第1号報告 正会員変更について 
第2号報告 第 15 回公社）宮崎県老人保健施設協

会研究大会について 
 

会員現在数：45名 
出席者数 ：5名 
委任状  ：15名 
書面議決権行使：21
名 
出席理事数：3名 
出席監事数：0名 
※左記第１～第 2議案
については、いずれも
承認決議された 

 

会員数 ；45 施設 （平成 30 年 3 月 31 日現在） 
 
契約に関する事項 

契約締結年月日 契約締結先 契約概要 

平成 29年 4月 1日 宮 崎 県 
介護従事者の参入促進及び資質向
上に関する事業の業務委託契約 

 

 


