
1 

 

 

公益社団法人 宮崎県老人保健施設協会 

令和 2年度事業報告書 
（令和 2年 4月 1日～令和 3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、令和2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計画したが、新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症の流行に伴う県内外における非常事態宣言

発出に伴う事業活動の制限により、計画内容のほとんどが未実施となった。また、宮崎県および宮

崎市が主催する会議等も書面表決での決議となり、ほとんど開催されず年度終了となった。各種調

査研究事業、機関紙「老健みやざき」発刊等についても、今年度は未実施となった。 

 

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予定したが、すべて未実施となった。 
 

【看護・介護研究部会】  

〇研修会  感染防止対策の観点から未実施となった。 

〇施設見学  感染防止対策の観点から未実施となった 

 

【栄養・給食研究部会】 

○研修会  感染防止対策の観点から未実施となった 

 

【リハビリテーション研究部会】 

○研修会  感染防止対策の観点から未実施となった。 

 

【高齢者ケアプラン研究部会】 

○研修会  感染防止対策の観点から未実施となった。 

 

【在宅・支援相談研究部会】 

〇研修会  感染防止対策の観点から未実施となった。 

 

【事務長会】 

○意見交換会 

1) 開催目的 ：感染対策に関する情報交換 

開催日 令和 2年 11月 30日（一部 ZOOMによるリモート形式で実施） 

 

(２) 大会の開催 
【第 16回 公益社団法人宮崎県老人保健施設協会研究大会】⇒COVID-19の影響で延期 

 

(３) 調査研究事業 

【在宅・支援相談研究部会】 

○会員施設における在宅復帰等に関する調査 

   感染防止対策の観点から未実施となった。 
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(４) 会議の開催 
【総務委員会】 

1) 第１回 

開催日：令和 2年 7月 10日 15:00～16:30 

場所 ：介護老人保健施設 ひむか苑 １階 会議室 

内容   

(1) 令和 2年度事業・予算について 

(2) 各委員会活動について 

(3) 新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対策について 

(4) 第 16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回以降 感染防止対策の観点から未実施となった。 

 

(５) 広報活動 
【企画･広報委員会】 

○「老健みやざき」 感染防止対策の観点から取材等が実施できず未発刊となった。 

 

(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) 管理運営委員会 

2) 介護老人保健施設安全推進セミナー 

3) 管理運営委員会安全推進部会 

4) 九州ブロック支部長会⇒中止 

5) 人材対策委員会・人材制度部会・人材確保部会・人材育成合同会議 

【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】 

○介護の仕事ＰＲパンフレット作成業務 

今年度は感染防止の観点により、現場取材は行わない方針でこれまで発刊したパ

ンフレットのダイジェスト版を作成する企画でコンペに臨んだが、落札できず未

実施となった。 
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○キャリア開発事業 

キャリアアップ研修 感染防止対策の観点から未実施となった。 

 

○新型コロナウイルス感染症発生時の応援職員派遣等に係るコーディネート業務 

県内老健施設での感染集団が発生した際の職員派遣に関するコーディネート業務で

あったが、実際には当該事案は発生せず。 
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(８) 処務の概要 
○役 員      令和 3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 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 笹田 雄介 H30.6.11 殿所法律事務所 

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 

理 事 面髙 美津子 R2.6.29 
医療法人社団 仁和会  

介護老人保健施設むつみ苑 副施設長 

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  

○職 員(事務局)     令和 3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 
鎌田 祐子 H30.4.1 

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) 
平原 美香 H30.4.1 

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 

（書面表決） 

令和 2年 6月 3日 

1) 議題 

第1号議案 令和元年度事業報告について  

第2号議案 令和元年度決算報告について  

第3号議案 正会員変更について   

第4号議案 令和 2年度定時社員総会・臨時社員

総会について 

第5号議案 役員任期満了に伴う改選について  

 

理事現在数：8名 

出席者数 ：8名 

（書面表決） 

欠席者数 ：0名 

監事現在数：2名 

出席者数 ：0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 

(書面表決) 

令和 3年 3月 26日 

1) 議題 

第1号議案 令和 3年度事業計画（案）について 

第2号議案 令和 3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 

第4号議案 令和 3 年度宮崎県新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染

症発生時の応援職員派遣等に係るｺ

ｰﾃﾞｨﾈｰﾄ業務受託について 

 

理事現在数：9名 

出席者数 ：9名 

(書面表決)  

欠席者数 ：0名 

監事現在数：2名 

出席者数 ：0名 

 

※左記第１～第 4 議案

については、いずれも

全員一致で承認決議さ

れた。 
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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回定時社員総会 

令和 2年 6月 23日 

1) 議題 

第1号議案 令和元年度事業報告について 

第2号議案 令和元年度決算報告について 

第3号議案 理事及び監事の選任について 

 

会員現在数：45名 

委任状  ：0名 

書面議決権行使:41名 

出席会員数：3名 

出席監事数：1名 

※左記第１～第 3号議

案については、いずれ

も承認決議された 

第 2回臨時社員総会 

(書面表決) 

令和 3年 3月 31日 

1) 議題 

第1号議案 令和 3年度事業計画（案）について 

第2号議案 令和 3年度収支予算（案）について 

第3号議案 公社)宮崎県老人保健施設協会 会

費規程の変更について 

会員現在数：45名 

委任状  ：0名 

書面議決権行使:45名 

出席理事数：0名 

出席監事数：0名 

※左記第１～第 3号議

案については、いずれ

も承認決議された 

 

会員数 ；45施設 （令和 3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 

令和 2年 11月 1日 宮 崎 県 

宮崎県新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症発生時

の応援職員派遣等に係るｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ

業務委託 

 

 


