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●相模原市高齢協の活動指針
本会は、高齢者福祉施設が使命とする高齢者の支援等を基本に、地域福祉の推進とサービスの質的
向上を図るため、会員施設及び事業所相互の連携と共通課題について研究協議を行い、相模原市内
に所在する施設及び事業所の健全な発展と高齢者福祉の推進に寄与することを目的としています。
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●２０２２年度 第１回定時総会 開催
５月１８日、２０２２年度第１回定時総会

が開かれました。
総会の主な議事内容は以下の通りで、いずれ

も滞りなく承認・可決されました。

● ２０２１年度事業報告（案）
● ２０２１年度決算・会計監査報告
● ２０２２年、２０２３年度理事（案）
● ２０２２年度 組織体制（案）
● ２０２２年度事業計画（案）・予算（案）
● その他（報告等）

新施設長紹介
派遣会議委員及び報告
介護助手導入促進事業（報告）

「多様な働き方導入検討事業」協力事業所募集
かながわ高齢者福祉研究大会

「介護の日大会」サポートメンバー募集

総会閉会後は、部会ごとの会合が持たれました。

●介護人材の確保・定着についての取り組みについて

当会では、今年度より、介護分野での就労を希望する求職者の雇用について、相模原市就
職支援センターとの間で、会員事業所を対象にマッチングから定着に渡って、協力関係を結
び連携してゆく運びとなりました。まずは、同センターが、今年度開催する「介護職員初任
者研修」について、受講生を会員事業所での就労を前提にして募り、修了後に具体的な就職
支援の一環として、会員事業所との雇用マッチングを行うことを柱にしてゆきます。
また、この度、神奈川県より「多様な働き方導入検討事業」を受託することとなりました。

本事業の目的は、多様化、複雑化する介護ニーズに限られた人材で対応していくため、モデ
ルとなる介護事業所を選定し、介護職員のキャリア・専門性に応じた対応の下で、多様な働
き方（短時間勤務、朝夕のみ、兼業・副業、介護助手など）による効率的・効果的な事業運
営の方法について実践的な検証を行う事業です。詳細は別途ご案内します。
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●令和３年度事業報告

2021年度も前年に引き続き新型コロナウイルスに翻弄された年でした。2年が過ぎた今
も終息の兆しが見えず、ご利用者はもとより介護職員も疲弊しています。一日も早く平穏
な日々が戻ることを願うばかりです。
さて、当協議会各事業も感染症対策を行いながらできる限り実施してまいりました。事

務局会議、理事会、部会等各種会議や研修はリモートによる方法と対面による方法とを併
用しました。ただ、対面でなければできない研修もありました。
各部会はズームによる方法がおよそ80％となっている状況です。
私たちの事業は利用者様の生活に直結していることが多く、できる限り継続してサービ

スを提供することが望まれる業種です。
そのような状況下での1年間の事業報告をさせていただきます。

（詳細 以下サイトをご参照ください）
https://www.sagamihara-koureikyo.org/wp/wp-
content/uploads/2022/05/%E7%AC%AC10%E6%9C%9F-
%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E5%A0%B1%E5%91%8A.pdf

●令和４年度事業計画

2021年に改正された社会福祉法には、地域共生社会の実現を図るため、介護人材確保及
び業務効率化の取り組みの強化を推進する旨が付加されました。会員各事業所においても、
今後の人材雇用の一層の困難さを見越して、ICTやロボットなどの導入を図らねばならない
時が来ているようです。
当協議会においても、長引く新型コロナウイルス感染症蔓延の影響で対面によっては業務

が計画的に進めることが難しいことから、今年度の計画では、引き続き関係機関との連携を
図りつつもICTの導入などを積極的に進め、事業全体の再編成に着手いたします。そのため
にも、理事の役割および事務局が担う業務を明確にした上で、さらなる効率化を図ってゆく
必要があります。
2022年度は法人設立10周年を迎えます。この機に今一度創設当初の理念に立ち返り、地

域福祉の推進とサービスの質的向上を図るため、会員施設相互の連携と共通課題に焦点を当
てるべく取り組んでゆく所存です。（詳細 以下サイトをご参照ください）

(1)施設運営の財務的課題の検討
会員法人財務状況の改善に向けての調査、取組みや行政等へ働きかける。

(2) 経営者部会の開催・充実化
高齢者福祉施設と法人経営の課題を討議し、その解決に取り組む。

(3) 市内社会福祉法人が運営する介護施設・事業所の総合ポータルサイトの設置
事業展開の効率化を図るとともに、一般市民や会員のニーズに資するためにイン
ターネット上ので情報開示やPR、イメージアップ、コミュニケーションを推進する。

(4) 介護福祉人材の確保と養成
介護職未経験者を対象とした人材を発掘し、養成する。

(5) 社会福祉法人 地域貢献活動の推進
「介護ウィーク」など、社会福祉法人が地域に貢献する活動を進める。

(6) 社会福祉法人のイメージ改善に向けたＰＲ活動の推進
社会福祉法人の存在意義を高め、利用者の安心と信頼の確保に繋げる。

(7) 地域の防災拠点としての位置づけの明確化
施設が災害時に福祉避難所の役割を担えるよう防災拠点としての準備を整える。

(8) 老施協関東ブロックへの参画
昨年加入した老施協関東ブロックへのさらなる参画に取り組む。

https://www.sagamihara-koureikyo.org/wp/wp-
content/uploads/2022/05/%E7%AC%AC11%E6%9C%9F-
%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E8%A8%88%E7%94%BB-.pdf
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高齢協では事業展開のさらなる効率化を図るとともに、一般市民や会員（相模原市
内で展開している社会福祉法人が運営する介護施設・事業所）のニーズに資するため
に現在の相模原市高齢協のホームページを、今後数年度に渡って、インターネット上
の総合ポータルサイトとして刷新します。
今後は、ネット上で諸々の情報開示やＰＲ、イメージアップ、コミュニケーション

を図ることを柱に当会の事業を推進してゆきます。盛り込む内容は以下の通りです。
① 特養の入所待機情報や在宅系事業所のサービス利用状況
② 介護人材の確保・育成・定着に関する情報
③ 介護の仕事や現場など、介護イメージのＰＲ情報
そのために、今年度は組織体制を大幅に変えて対応することとなりました。
以下に組織図を示します。

●令和４年度 組織体制
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● 編集後記

広報紙第３３号をお届けします。施設や職員の紹介、イベント案内など、どんなものでも結構です。
ご意見、情報などご遠慮なくお寄せください。連絡先は、相模原市高齢協事務局まで

〒252-0236 相模原市中央区富士見6-1-20（あじさい会館内）
TEL：042-707-1136 FAX：042-707-1217
Mail：Sagamihara-koureikyo@peace.ocn.ne.jp

株式会社 コンティ 株式会社 ウェブトラスト

守屋綜合法律事務所 Office CPSR（臨床心理士・
株式会社 三ノ輪建設 社会保険労務士事務所）
株式会社 ケイ・アース 株式会社 ディフェンス
株式会社 中島建設 アライブかながわ
住宅型有料老人ホーム 勢水 住宅型有料老人ホーム 田名新宿住宅
住宅型有料老人ホーム あんず 日興テクノス 株式会社
株式会社 永田屋 株式会社 きらぼし銀行 相模原法人営業部
日本ゼネラルフード株式会社 株式会社 ナリコマエンタープライズ
株式会社 IDO エス・エスホームケア 株式会社
株式会社 太陽住建 ケアミックス 株式会社
株式会社 リンク・アップ 株式会社 シマソービ
神奈川ロイヤル 株式会社 リンデンB・I 町田・相模原
公益財団法人相模原市勤労者 株式会社 伊藤典範
福祉サービスセンター 株式会社 キージェネレーション
株式会社 アースアンドウォーター 敬称略／加入順

【賛助会員】

●２０２２～２０２３年度 新理事・監事の顔ぶれ

役 職 名 氏 名 所 属 施 設 名
会長 阿部 匡秀 東林間シニアクラブ
副会長（総務/財務・防災/災害） 小林 立 千代田デイサービスセンター
副会長（ネットワーク構築） 大塚 小百合 ケアプラザさがみはら
副会長（研修・イベント/ＰＲ） 常盤 拓司 相陽台ホーム
ネットワーク構築担当理事 佐々木 美保 塩田ホーム
ネットワーク構築担当理事 金澤 敬祐 相模原敬寿園
研修担当理事 毛利 智恵子 ボーナビール二本松ケアセンター
研修担当理事 池永 ひとみ 縁JOY
イベント・ＰＲ担当理事 山口 忠夫 東橋本ひまわりホーム
イベント・ＰＲ担当理事 大下 容子 チャオデイサービスセンター
総務・財務担当理事 坂本 陽子 グループホーム芙蓉の園
総務・財務担当理事 横井 顕 ずっと我が家上溝本町
監事 内田 善久 はなさか
監事 川﨑 知恵子 新磯野デイサービスセンター

※災害対策部会担当 田村政喜（ななかまど）

部 会 名 運営担当理事 部 会 長 （所属 施 設 名）

特養部会 佐々木美保 北浦健司（よもぎの里愛の丘）

デイ部会 毛利智恵子 金子英明（星が丘デイサービスセンター）

養護／ケアハウス部会 横井顕 佐藤和夫（コスモスハウス）

グループホーム部会 坂本陽子 岸川剛（グループホーム秋桜）

居宅部会 川﨑知恵子 今井圭介（塩田ホーム居宅介護支援事業所）

◆部会（担当）（敬称略）

◆理事・監事役職（担当）（敬称略）
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