令和３年度 事業計画書
このたびの介護報酬改定については、プラス０．７０％となり、前回平成３０年度の
プラス０．５４％と比較すると０．１６ポイント上回るものとなった。なお、改定の主
な事項としては、新型コロナウイルス感染症や大規模災害が発生する中で、
「感染症や災
害への対応力強化」
、団塊の世代の全てが 75 歳以上となる 2025 年に向けて、2040 年も
見据えながら、
「地域包括ケアシステムの推進」、
「自立支援・重度化防止の取組の推進」、
「介護人材の確保・介護現場の革新」、「制度の安定性・持続可能性の確保」が挙げられ
ている。
一方で、新型コロナウイルス感染症の急速な拡大はいまなお留まることなく、今後も
長期にわたる対応が求められる。我々老人福祉施設は、利用者の安全を最優先するべき
観点から、介護現場における感染症予防対策を最優先課題として取り組んでいる。
こうした老人福祉施設における徹底した感染予防対策は、感染拡大の抑制には大きく
貢献してきたところであるが、もし感染者が発生した場合であっても的確に対応できる
ような体制を整備しておくことが不可欠であるとともに、各事業を「新しい生活様式」
に適合した形で運用することが求められる。
山口県老人福祉施設協議会は、このような状況を踏まえ、令和３年度は会員間の結束
をさらに強化し、国・県および市町に対し積極的に政策提言（要望）を行うとともに、
利用者の視点に立脚した施設経営とサービス提供をめざし、以下の諸事業を実施する。
【令和３年度の重点事業】
1 コロナ禍における政策提言（要望）の実施
(1) 定例要望、市町要望等の実施
(2) 国会議員、県議会議員との連携
(3) 県と老施協との意見交換会の実施
2 情報、広報活動の強化
(1) ホームページ、老施協通信（年2回）の充実
(2) フォトコンテストの実施
(3) 老人福祉施設の啓発活動の実施
3 研修事業の充実
(1)コロナ禍における実効性のある研修の開催
新 （2）第78回全国老人福祉施設大会（山口大会）の開催
１

連絡調整に関する事業
(1) 県内会員施設、全国・中国地区老人福祉施設協議会との連携
(2) 県等行政機関、県健康福祉財団、経営協等関係機関団体との連絡調整
※ 関係機関（他団体）委員就任状況‥‥別添

２

調査研究・広報に関する事業
(1) 老人福祉施設に関する調査研究
(2) ホームページ、「山口県老施協通信」(年2回)の充実
(3) フォトコンテストの実施
(4) 老人福祉施設の啓発活動の実施
山口県福祉人材センター等と連携した福祉・介護人材確保、福祉介護の魅力発進
(5) 老人週間等における関連啓発事業の推進
老人週間(9月)、健康福祉月間(10月)、介護の日(11月)
(6) 地域公益活動、福祉の輪づくり運動等地域共生社会の実現に向けた地域福祉の推進
(7) その他老人福祉の増進に必要な事業

３

研修等に関する事業
(1)研修会の開催
① 老人福祉施設運営研修会（WEB開催）
期日 令和3年5月
内容 『令和３年度報酬改定等における加算の取り方』
講演 （公社）全国老人福祉施設協議会 理事 小泉立志

氏（予定）

新② 新型コロナウイルス感染症クラスター対策研修会(WEB開催)
期日 令和3年5月～6月
内容 高齢者施設におけるクラスター発生時の対応について
講師 北九州市立八幡病院 院長 伊藤重彦 氏（予定）
③ 老人福祉施設相互研修会(WEB開催)
期日 令和3年6月
内容 分科会、講演
講演「アンガーマネジメ ントで職場コ ミュニ ケーションを円滑に」
講師 システムブレーン 松尾久美子 氏
④ 新任職員研修(WEB開催)
期日 令和3年6月～7月
内容 ・老施協組織及び老人福祉施設の歴史について
講師 山口県老人福祉施設協議会 会長 内田芳明
・養護・特養・軽費それぞれの施設について
講師 山口県老人福祉施設協議会 役員
・介護職員としてのあり方
講師 山口県老人福祉施設協議会 役員
⑤ 介護力向上研修会（会場及びWEB開催）
期日 未定
場所 未定
内容 ８０５０問題について・アンガーマネジメントについて
講師 NPO法人ふらっとコミュニティ 理事長 山根俊恵

氏（予定）

⑥ 介護現場改善研修会（21世紀委員会企画・運営）（会場及びWEB開催）
期日 未定
場所 未定
内容 未定
講師 未定
⑦ 施設長研修会（会場及びWEB開催）
期日 令和4年3月
場所 未定
内容 未定
講師 未定
(2) 中国地区老人福祉施設協議会関係研修会（会場及びWEB開催）
① 第52回 中国地区老人福祉施設研修大会
期日 令和3年8月頃
場所 鳥取県米子市
内容 施設長及び職員を対象に分科会、講演
② 第39回
期日
場所
内容

中国地区老人福祉施設長研修会
令和3年7月頃
広島県広島市
施設長を対象に講演等

③ 中国ブロックカントリーミーティング
期日 令和4年1月頃
場所 岡山県岡山市
内容 若手の施設職員を対象にグループ討議、講演
(3) 全国老人福祉施設協議会関係研修会（会場及びWEB開催）
新① 第78回 全国老人福祉施設大会（山口大会）
期日 令和3年11月25日（木）～26日（金）
場所 KDDI維新ホール（山口市）
② 令和2年度 全国老人福祉施設研究会議
期日 令和4年1月13日（木）～14日（金）
会場 川商ホール（鹿児島県鹿児島市）
(4) 養護老人ホーム職種別勉強会の開催
(5) その他関係研修会等への参加
４

会員の交流促進に関する事業
(1) 第19回 山口県老人ホームグラウンド・ゴルフ大会
期日 令和3年10月
場所 宇部市グラウンド・ゴルフ専用コース

５

各種大会等への参加、協力
(1) 山口県内で開催される関係各種大会
① 第71回 山口県総合社会福祉大会
期日 令和3年 月 日（ ）
会場
② 第21回 山口県介護保険研究大会
期日 未定
会場 山口県総合保健会館
③ 介護支援専門員実務研修受講試験事前講習会
④ 介護福祉士国家試験対策講習会
⑤ 関係各種別団体開催の大会・事業
(2) その他老人福祉施設関係大会等への参加、協力

６

政策提言（要望）活動に関する事業
(1) 政策提言(定例要望)
① 自民党県連要望
（令和3年10月）
② 県総合社会福祉大会部会報告
（令和3年10月）
③ 公明党政策懇談会
（令和3年11月）
④ 県知事要望
（令和3年12月）
(2) 経営協主催「国会議員との懇談会」（令和4年2月）
(3) 県との意見交換会
（令和4年2月）
(4) 市町要望の実施
(5) その他必要に応じた緊急要望等の実施

７

表彰
(1) 全国老人福祉施設協議会表彰
(2) 全国老人福祉施設協議会感謝状
(3) 中国地区老人福祉施設協議会表彰
(4) 山口県老人福祉施設協議会表彰

８

各種会議等の開催
(1) 理事会
年4回 (令和3年4月、8月、12月、令和4年2月)
(2) 監査
年1回（令和3年4月）
(3) 総会
年2回（令和3年5月、令和4年3月）
(4) 会長・副会長会議 年6回（令和3年4月、6月、8月、10月、12月、令和4年2月）
(5) 委員会
① 総務委員会
年3回
② 研修委員会
年2回
③ 施設運営研究委員会
年2回
④ 広報委員会
年2回
⑤ 特別委員会(21世紀委員会) 随時

(7) 部会
① 合同部会
② 養護部会
③ 特養部会
④ 軽費部会

年1回
随時
随時
随時

(8) 第78回 全国老人福祉施設大会（山口大会）
①実行委員会
年4回
②企画運営部会
年4回
(9) 全国老施協及び中国地区老施協会議等への出席
① 全国老人福祉施設協議会代議員総会
年3回
② 中国地区老人福祉施設協議会役員会
年4回
③ 中国地区老人福祉施設協議会研修委員長会議 年4回
④ 中国地区老人福祉施設研修大会運営委員会
年1回
⑤ 中国地区老人福祉施設長研修会運営委員会
年1回
⑥ 中国地区老人福祉施設協議会事務局会議
年1回
⑦ 中国ブロックカントリーミーティング運営委員会 年2回
※ ③～⑥は②に併せて開催
９

災害支援活動
(1) 会員施設への災害支援活動の実施
(2) 山口県との災害時における福祉支援に関する協定に関する取組
(3) 全国老施協災害派遣福祉チーム（Ｄ－ＷＡＴ）への協力

