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平成２５年度 総 会 
 

15：30 総会受付 

16：00 総会 

１． 会長挨拶  

２． 議長選出      

３． 議 事 

第１号議案 大津市介護サービス事業者協議会規約の変更（案）

について 

第２号議案 平成２４年度事業報告（案）について 

第３号議案 平成２４年度収支決算報告（案）について 

第４号議案 平成２５年度事業計画（案）について 

第５号議案 平成２５年度収支予算（案）について 

  ４．意見交換会のまとめ 

  ５．新入会員報告 

  ６．役員紹介 

 閉会 
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第１号議案 大津市介護サービス事業者協議会規約変更（案） 

 

旧 新 

（役 員）  

1. 本会には、次の役員を置く 
会長１名 

副会長３名 

理事若干名 

監事２名 

2. 役員は総会において選任する。ただし立候
補しようとするもの、推薦を受けるものいずれ

も正会員２名の推薦人を必要とする。 

3. 会長は協議会を代表し、会を総括する。 
4. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があ
るときはその職を代行する。 

5. 理事は、協議会活動の企画・運営に当たり、
事務等も行う。 

6. 監事は、協議会の経理・会計事務を監査し、
総会に報告する。 

（役 員）  

1. 本会には、次の役員を置く 
会長１名 

副会長３名 

理事若干名 

監事２名 

2. 役員は総会において選任する。ただし立候
補しようとするもの、推薦を受けるものいずれ

も理事会の過半数の承認を必要とする。 

3. 会長は協議会を代表し、会を総括する。 
4. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があ
るときはその職を代行する。 

5. 理事は、協議会活動の企画・運営に当たり、
事務等も行う。 

6. 監事は、協議会の経理・会計事務を監査し、
総会に報告する。 
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第２号議案 平成２４年度事業報告（案） 

〔総括〕 

 毎年の総会において事業者間の交流や情報交換の機会を設けることをお伝えしておりま

した。また昨年、大津市においてはサービス指定指導監督権限を県から市に移譲さことを受

け、指導内容や指摘された内容を事業者間で共有し、より良いサービスをしていただけるよう

努力することをお約束しました。前者においては、総会後の懇親会や今年の新年会において

交流の機会を設けました。また滋賀県介護サービス事業者協議会連合会からの情報提供に

努めてまいりました。また多くの事業者間で交流を図ることを目的に当協議会の周知と入会の

勧誘のため、介護の日（１１月１１日）に当協議会のＣＭを放送、当ホームページの作成、当

事業者の案内を作成いたしました。後者においては昨年８月、実地指導についてのアンケート

を配布いたしました。そのアンケートをもとに新年会と同日に意見交換会を実施いたしました。

その結果については今後、発展させることを課題としまして今年度の総括をご報告申し上げま

す。 

〔事業報告〕 

１．介護保険法法令遵守・指導監査について 

  ・会員へのアンケート調査の実施 

    介護保険法令遵守・情報交換の一環として、８月にアンケート調査の書式を作成し、９

月に介護保険課課長に各事業所へのアンケート配布の旨を伝え、アンケート調査を実施す

る。 

  ・会員間での意見交換会 平成２５年１月１９日 

    各サービス毎（施設系・通所介護・訪問介護・福祉用具・居宅介護支援）にグループに

なり、９月に実施したアンケート調査結果をもとに意見交換をする。 

２．組織拡大・広報活動 

  ・ホームページの作成 

    ８月にセネクス㈱にホームページの作成を依頼し、３箇月の打合せ後の１１月に立ち上

げる。随時、更新予定である。 

  ・「入会案内のしおり」の製作・活用 

    ねっこ作業所にて印刷依頼する。１１月に部会にてレイアウトを作成し、１２月に印刷

依頼する。配布先として、各地域包括支援センター窓口、大津市役所窓口に設置する。ま

た、２月８日の管理者研修にて、大津市の参加事業所の全てに配布する。 

  ・会員拡大については、５法人の入会があった。 

 

３．平成24年度総会 

   〔日 時〕平成24年 5月31日（木）午後４時～5時 

   〔場 所〕 ピアザ淡海（滋賀県立県民交流センター） 

   〔参加者〕 ３５会員（委任状11会員） 

  懇親会 

   〔会 場〕あたか飯店大津 滋賀県大津市浜大津4丁目7-8 

   〔参加者〕36名（来賓：大津市介護保険課長・大津市社会福祉協議会会長） 
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４．意見交換会 

   〔日 時〕平成25年 1月19日（土） 

   〔場 所〕KKRホテルびわこ  大津市下阪本1-1-1 

   〔参加者〕41名 

  新年懇親会 

   〔参加者〕37名 

５．滋賀県介護サービス事業者協議会連合会主催する研修会との連携 

・認知症研修会 

  通所系事業所職員向け 

  ① 平成２４年８月２１日（火） 草津市立市民交流プラザ  （要員：理事） 

  ② 平成２４年８月３０日（木） 草津市立市民交流プラザ  （要員：理事） 

 訪問系事業所職員向け 

  ③ 平成２４年９月 ４日（火） 草津市立市民交流プラザ  （要員：理事） 

  ④ 平成２４年9月１３日（木） 草津市立市民交流プラザ  （要員：理事） 

・民間主導要介護度改善普及啓発シンポジウム （大津市より２７名参加） 

  〔日時〕平成２４年１１月２日（金） 栗東芸術文化会館さきら（要員：理事） 

・介護サービス事業所・施設管理者等研修会 

  〔日時〕平成２５年 ２月８日（金） 栗東芸術文化会館さきら（要員：理事） 

６．「介護する家族をサポート」ＣＭ企画 

  １１月１１日の「介護の日」をきっかけに、介護する人、家族に対してのサポートに

ついて、びわ湖放送のＣＭを通じて訴え、理解と認識を深める公的キャンペーンを実施

する。 

７．滋賀県介護サービス事業者協議会連合会からの情報を会員に発信 

防犯ネットワーク通信の配信（メールのみ） 

研修会の発信（メールのみ） 

８．大津市医療福祉推進会議への出席  内田幹也会長 

９．滋賀県介護サービス事業者協議会連合会 役員会への出席 

10．理事会 

   第１回 平成２４年６月１８日（木） 旧大津公会堂 

   第２回 平成 24年 7月 23日（月） 旧大津公会堂 

   第３回 平成 24年 8月 23日（木） 旧大津公会堂 

   第４回 平成 24年 9月 20日（水） 旧大津公会堂 

   第５回 平成 24年 10月 17日（木） 旧大津公会堂 

   第６回 平成 24年 11月 21日（水） 旧大津公会堂 

   第７回 平成 24年 12月 13日（木） 旧大津公会堂 

   第８回 平成 25年 1月 19日（土） ＫＫＲびわこ 

   第９回 平成 25年 2月 22日（金） 旧大津公会堂 

   第１０回 平成 25年 3月 21日（木） 旧大津公会堂 

   第１１回 平成 25年 4月 18日（木） 旧大津公会堂 

   第１２回 平成 25年 5月 13日（月） 旧大津公会堂 
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第３号議案 平成２４年度収支決算報告（案） 

期間：平成24年 4月１日～平成25年３月３１日 

収入の部 

  

項目 予算額 決算額 増減 備考 

会費 550,000 463,000 -87,000 46法人と賛助会員１

雑収入 80,000 181,394 101,394

協議会連合会（ｈ23年

度分：￥67,720）・利

息・クーポン 

繰越金 297,686 297,686 0  

寄付金 0 0 0  

懇親会費 456,000 476,000 20,000 あたか飯店・ＫＫＲびわこ

合計 1,383,686 1,418,080 34,394  

支出の部  
 

 
 

項目 予算額 決算額 増減 備考 

総会費用 60,000 21,500 -38,500 総会会場費 

研修会費用 300,000 10,500 -289,500 意見交換会会場 

広報活動 150,000 140,040 -9,960
ＢＢＣ放送・パンフ代/

ホームページ 

コンプライアンス活動 100,000 0 -100,000

協議会連合会拠出金 75,000 61,920 -13,080 連合会費 

理事会開催費 20,000 18,210 -1,790 会議室・駐車場費 

事務費 80,000 4,160 -75,840 通信費等 

懇親会費 456,000 476,000 20,000 あたか飯店・ＫＫＲびわこ

予備費 142,686 0 -142,686

合計 1,383,686 732,330 -651,356
 

  

 

 

 

 

平成 24年度総収入額  1,418,080円 

平成 24年度総支出額   732,330円 

収 支 差 額   685,750円（平成２5年度へ繰り越し） 
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平成２４年度 監査報告書 

 

大津市介護サービス事業者協議会の平成２４年４月１日から平成２５年３月３１

日までの事業年度に関して、平成２５年５月２９日に会計担当者立ち会いのもと、会

計帳簿類についても監査したところ適正に処置されていることを認め、ここに報告し

ます。 

 

 平成２５年５月３１日 

              大津市介護サービス事業者協議会 

 

                   監事 赤枝 尚人 ㊞ 
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第４号議案 平成２５年度事業計画（案） 

 平成２７年度の介護保険法の改正に向けての議論がすでに始まっています。地域包括ケアの在

り方、介護支援専門員の質向上に向けて、消費税増税・介護保険報酬改定の効率化等々、見過ご

すことのできない内容ばかりです。とは言うもののご利用者の意向に沿ったケアプランに四苦八

苦しながら、人手不足で毎日の訪問に追われている毎日も、やり過ごすことのできない現実かと

思います。しかしその現実を理由に事業者・職員のサービスの質向上や事業所の労働条件・労働

環境をおろそかにできないことは明らかです。 

この協議会は、介護サービスを受けておられる高齢者の生涯が豊かなものになるよう、また事業

者や所属する職員がサービスの質を向上していくために、そして会員事業者が事業を存続させて

いくための方向を探れるように、研修会や情報提供、情報交換を遂行していかなければなりませ

ん。 

今年度は、大津市にある各関係団体とも連携するとともに、協議会に入会している会員事業者だ

けでなく、それ以外の事業所とも情報交換・研修会を計画してまいります。 

（事業予定） 

平成２５年５月３１日（金） 総会：大津市旧公会堂、親睦会：あたか飯店 

平成２５年８月頃      研修会、親睦会 

平成２６年１月頃      研修会・講演会、新年会、親睦会 

※ 他、協議会や関係各位と協議・協力しながら、少人数での研修会も予定。 

（通年） 

入会案内・ホームページを活用した会員拡大 

ホームページの活用による情報提供 

各部会の設置に向けての準備 

コンプライアンス活動（労働基準法や介護保険法についての勉強会や相談） 

大津市情報交換会において、他団体と協議の上、情報の発信もしくは情報交換ができるかどう

かの検討 
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第５号議案 平成 25年度収支予算案（案） 

期間：平成25年 4月１日～平成26年３月３１日 

収入の部 
 

 
 

項目 予算額 H24年度予算額 増減 備考 

会 費 550,000 550,000 0 ５５法人(現在48法人）

雑収入 110,000 80,000 30,000 協議会連合会・利息 

繰越金 685,750 297,686 388,064 Ｈ２４年度から 

寄付金 0 0 0  

懇親会費 480,000 456,000 24,000  

合計 1,825,750 1,383,686 442,064  

支出の部 
 

 
 

項目 予算額 H24年度予算額 増減 備考 

総会費用等 60,000 60,000 0 
 

研修費 300,000 300,000 0 代表者向け研修

広報活動 150,000 150,000 0 
 

コンプライアンス活動 300,000 100,000 200,000 専門機関依頼 

協議会連合拠出金 70,000 75,000 -5,000 
約 140事業所（Ｈ

２４実績から） 

理事会開催費 40,000 20,000 20,000 部屋代/駐車料 

事務費 80,000 80,000 0 コピー用紙/トナー

懇親会費 480,000 456,000 24,000 
 

予備費 345,750 142,686 203,064 
 

合計 1,825,750 1,383,686 442,064 
 

 


