
議案書

第14回　定期総会

2019.　4.　18

厚木介護保険事業所連絡協議会

2019



　厚木市介護福祉課　

  地域包括ケア推進担当　　事業説明

その他

第２号議案 平成30年度　会計報告・監査報告

第３号議案 平成31年度　事業計画（案）について

第５号議案 平成31年度　役員選出

　閉会

（※） 第１号議案 平成30年度　事業報告

7 19:50 ～ 20:00 　議長解任・新会長挨拶・新役員紹介

第４号議案 平成31年度　予算（案）

8 ～

5 19:00 ～ 19:20 　質疑・応答

6 19:20 ～ 19:50 　総会議長選出・議案（※）

2 ～ 18:35 　会長挨拶

　ご来賓挨拶

時　間 議　事

1 18:30 ～ 　開会

4 18:40 ～ 19:00

3 18:35 ～ 18:40

厚木介護保険事業所連絡協議会　第14回定期総会

Ⅰ 総　会　次　第

会場 市民交流プラザ　ルーム６１０ ２０１９.　４.１８



第１号議案

平成30年度　実施事業 実施日 場所 参加者数

1 役員会 ① H30.4.13 あつぎ市民交流プラザ 14名

（内容）　総会準備 ・ 打ち合わせ ・ 次年度事業計画

2 厚木介護保険事業所連絡協議会　第13回定期総会 H30.4.20 あつぎ市民交流プラザ 19法人

（内容）　①総会 28名

　　　　 　②厚木市福祉部　事業説明

3 役員会 ② H30.5.18 厚木商工会議所 16名

（内容）　今年度活動方針について

4 厚木市市役所との意見交換会について H30.6.13 あつぎ市民交流プラザ 26名

（内容）総合支援事業等について意見交換会

5 介護職員研修 H310.8.23 あつぎ市民交流プラザ 43名

（内容）目配り・気配り・心配りを学べるホスピタリティマインド研修

　　　　講師：ＨＯＴシステム株式会社　蜂谷　英津子　氏

6 介護職員研修 H30.10.26 厚木市文化会館 51名

（内容）介護現場で活きる認知症の基礎知識

　　　　　講師：市村　幸美　氏

7 賀詞交歓会 H31.1.18 厚木商工会議所 47名

8 中間管理者研修 H31.3.8 厚木市文化館 34名

（内容）中間管理層が組織を変える

　　　　　講師：阿部　充宏　氏

9 厚木市議会議員との意見交換会 H31.3.28 あつぎ市民交流プラザ 25名

（内容）提案を実現に変えるにはどうしたら

※適時の部会　役員会をおこなっております。

・ホームページ更新

平成30年度　厚木介護保険事業所連絡協議会事業報告
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平成31年4月18日

介護職員研修 １回研修

随時

適時広報

令和2年１月

令和元年8月

令和元年12月
２回

11
広報・事務局

部 総　　会 １回

役　員　会
広報・事務局

部
10 随時

第３号議案

内　　　　　容

平成31年度　厚木介護保険事業所連絡協議会事業計画（案）

令和元年８月

年　間 開催時期担当部会

1
広報・事務局

部

9

6

適時

8 中間管理者研修（介護職リーダー研修） 1回 令和2年３月

ＰＲ事業（ホームページのメンテナンス）

賀詞交歓会

研修

広報・事務局

部

要望書（案）作成のための意見交換会

１回

厚木市介護就職相談会（通称：まるごと介護） ２回

１回

令和元年7月、

11月

2

3

5 研修 介護職員研修 １回 令和元年10月

広報・事務局

部 厚木市役所との意見交換会 令和元年10月

7
広報・事務局

部 厚木市議会議員との意見交換会 １回 令和2年２月

4
広報・事務局

部



第４号議案

科　　　目 内　　　訳

1 収　入

平成31度　予算（案）

前年対比

厚木介護保険事業所連絡協議会

金　　　額
31年度

平成30年度繰越金

　　会費収入

研修参加費収入

170,000

260,000

3４社（法人）×年5,000円=170,000

研修費（前年実績参考）

-10,000

　　前期繰越金

雑収入 1 受取利息（前年実績）-1

4,000

2

賀詞交換会

参加費収入
250,000

＜収入合計＞ 838,154

2 支　出

810,909

科　　　目 内　　　訳

　　総会運営費 10,000 　会場費1,500円　事務費等8,500円

前年対比

8,500

金　　　額

　　会議運営費

　　研修事業費

5,000

300,000

　会場費１,000円×5回以上600

　年間3回程度

652,756

　　旅費・交通費 20,000 　旅費・交通費

286,080

　　広報・PR事業費 89,812

253,154

180,000

256,000

32年度

242,388

158,153

31年度

1,500

235,000

-32,926

4,400

57,612

200,000 　PR活動費　まるごと介護  

　コピー・ＦＡＸ・通信費等12,000　　事務通信費

110,188

0

38,000

（単位：円）

（単位：円）

18,246

30年度

139,907

50,000

＜支出合計＞ 838,154

15,000 賀詞交換会等参加費(前年実績参考）

　　予備費

20,000



相模ゴム工業株式会社

住谷　博実 どんぐり庵

広報・事務局部

（担当）

丸山　隆一

（担当）

（担当） 佐藤　洋己

ひかりデイサービス荻野（担当）

（担当）

高橋　創一

ケアサポートツマダ

顧問

宮島　正美 デイサービス　モック

児玉　栄一

松尾　文夫 介護支援センターなごみ

セキト介護ステーション

佐藤　洋己 メディケアセンター厚木

関原　新之助

第５号議案 平成31年度　役　員　一　覧　（案）

厚木介護保険事業所連絡協議会

役　　職 氏　　名

丸山　隆一

まごの手介護サービス厚木営業所

研修副部長

ケアサポートツマダ

松木　美沙子

渡辺 　崇裕

栗城　卓昌

相模ゴム工業株式会社

神奈川工科大学

幾井　さやか

小川　喜道

児玉　栄一

めいせいスマイルファミリー

JAあつぎすずしろ

幹事 高橋　創一 ひかりデイサービス荻野

監事 松尾　文夫 介護支援センターなごみ

来住　友也 デイサービス　モック

広報部長 来住　友也 デイサービス　モック

住谷　博実 どんぐり庵

デイサービスなごみ白山

会計・記録

研修部長

コミュニティーハウスあゆらす

事　業　所　名

会長 篠原　恵美 ケアサポートツマダ

副会長（広報） 立脇　弘行 サザンクラブ厚木北

事務局長

セキト介護ステーション

副会長（研修） 岡島　春奈 ふたばらいふ

広報副部長 齋藤　誠 ひかりデイサービス妻田

副会長（総務） 金子　孝一

メディケアセンター厚木

研修部 （担当） 幾井　さやか めいせいスマイルファミリー

（担当） 宮島　正美 デイサービスモック

（担当） 関原　新之助



ＮＰＯ　オーソレイユ 26 ケアステーションひだまり
長谷825-8-101

観音坂アパート101
046-270-6669 046-270-6668

25 シンフーディーファン　たいよう 戸室3-17-11 046-206-8311 046-222-4300

24 シンフーディーファンうみ 戸室3-16-21 046-296-4300 046-222-4300

23 オーババーズセキ 戸室1-26-6 046-221-9600 046-221-9601

22 シンフーディーファンそら 戸室4-15-25 046-222-4200 046-221-9601

㈱ミュー 21 ミュー 戸室4-15-25 046-221-9600 046-221-9601

20 ひかりデイサービス厚木北 下荻野１０９３－３ 046-281-7231 046-281-7232

19 ひかりデイサービス荻野 上荻野267-1 046-265-0417 046-265-0418

(株)せいげつケアリンク 18 ひかりデイサービス妻田 妻田南1-7-33 046-297-3336 046-223-9966

㈱ハッピーマウンテン 17 デイリハ　ＢＬＵＥ　ＳＫＹ 妻田西2-10-18 046-244-0290 046-244-0293

16 ニチイ ケアセンター厚木北 妻田北4丁目５－３２ 046-294-5131 046-221-1245

046-290-5582

15 ニチイ  ケアセンター本厚木
旭町1-2-1日本生命本厚

木ビル３階
046-220-0516 046-220-0518

13 どんぐり庵さんだ 三田７４２－２７ 046-239-4215 046-239-4216

㈱ニチイ学館 14 ニチイ ケアセンター厚木愛甲 愛甲515-24 046-290-5581

046-211-1447

12 どんぐり庵 飯山2237-9 046-243-1031

水引2－9－2 046-225-7716 046-224-8415

(有)ぱすてる 11 みみおくらぶ　つまだ

厚木市農業協同組合 10 ＪＡあつぎすずしろ

046-289-2314

9 ケアサポート上依知 上依知1594-1 046-280-5644 046-280-5645

8 デイサービスくぬぎ 妻田北３－１８－３ 046-296-4557 046-296-4558

（有）エス・シー・プランニング 7 ケアサポートツマダ 妻田東1-23-6 046-221-9448 046-296-6222

(有)グリーンフレンドケアサービス 6 コミュニティーハウスあゆらす 妻田東1-12-7 046-222-3273 046-222-3287

(有)Ｌ＆Ｇ 5 カルチャーデイサザンクラブ厚木北 鳶尾1-26-21 046-243-6751 046-243-6752

相模ゴム工業株式会社 4 相模ゴム工業株式会社厚木営業所 元町2-1 046-221-2239 046-221-2346

3 デイサービスなごみ白山 飯山２６２１－３ 046-270-7878 046-270-7880

2 デイサービスなごみ 林2-36-8 046-297-7530 046-297-6068

(有)介護支援センターなごみ 1 介護支援センターなごみ 林2-36-8 046-297-6066 046-297-6067

平成31年度

法人名 事業所名 住所 ＴＥＬ ＦＡＸ

厚木介護保険事業所連絡協議会会員名簿

046-243-1030

妻田東２－２－３

12

11

9

10

5

4

2

3

1

7

8

6



法人名 事業所名 住所 ＴＥＬ ＦＡＸ

岡田5-8-23 046-220-1411 046-227-0303

妻田西3-22-18 046-259-6321 046-225-888028

29

グループホーム花物語あつぎ中央

グループホーム花物語あつぎ南

046-297-5561

ＳＯＭＰＯケア株式会社 53 ＳＯＭＰＯケア株式会社　小規模多機能 厚木市下荻野１４７４－２

株式会社メディケア
厚木市妻田西１－１５－１

２
046-200-7074

046-242-8752

帝人在宅医療株式会社 54 望星台訪問看護ステーション
厚木市中町３－１４－６

尾張屋ビル３階
046-297-5560

046-221-0104

52 046-200-7102

明正流通株式会社 51 めいせいスマイルファミリー

メディケアセンター厚木

妻田北２－２４－７ 046-221-6448

株式会社ケアサポートまてい 50 ファミリーケア　厚木さくら物語 妻田東３－３９－７ 046-259-8589 046-259-8598

愛名１285 046-280-6401 046-280-6402

株式会社アユーミング 49 自立支援デイサービスあゆみ
飯山３０３６－２　メイプル

末廣Ｎ１８　１０１
046-280-4575 046-280-4576

47 サロンデイ厚木

株式会社ケアネット徳洲会 48 グランレーブ厚木

(有) ネオビジョン 46 ふらっとケアサービス

046-226-7016

三田南２－１９－５２ 046-281-8412 046-281-8413

岡田２－８－２８

パストラル飯島１０７
046-226-7015株式会社　サロンデイ

046-243-5105 046-243-5106

株式会社セキトウェーブ 45 セキト介護ステーション 下荻野９５０－６ 046-242-0039 046-242-9322

046-243-3839

株式会社　ふたばらいふ 44 株式会社　ふたばらいふ 中荻野９４２－１

(有) キリシマ商会 43 デイ・サービス　モック 下荻野８３６－１ 046-243-3838

株式会社オフィス田中 42 介護支援事業所　田中ｓａｎ 愛名９３０－１６ 046-290-2299 046-290-2277

41 のぞみの家　本厚木 三田南３－４－３５ 046-265-0912 046-265-0931

40 のぞみデイ荻野 上荻野８８６－５ 046-280-5966 046-280-5971

洋晃介護合同会社 39 ケアマネのぞみ 愛甲１１８３－３ 046-265-0302 046-265-0168

㈱日本エルダリーケアサービス 38 訪問介護かえで厚木サービスセンター
泉町13-5　レジデンス堀

事務所１階
046-226-5271 046-226-5272

37 ディサービス・さくら（依知運動機能回復センター） 依知４６－１ 046-280-6637 046-280-6638

㈱まごころ 36 ディサービス・さくら（厚木運動機能回復センター）
旭町５－４７－３

サンライトＡＯＮＥ１Ｆ
046-280-5023 046-280-5024

福祉クラブ生活協同組合 35 福祉クラブ生協みんなの手
旭町５－４１－１５　メゾン

コヒラ  第２ビル１０2
046-226-1580 046-226-1590

ＮＰＯ　福祉グループコアラ県央 34 福祉グループコアラ県央 鳶尾5-12-8-1-101 046-280-6814 046-280-6819

㈱丸新 33 丸新 下川入862 046-245-7070 046-245-8881

(有)まごの手介護サービス 32 まごの手介護サービス厚木営業所 温水２２８３－３ 046-290-3620 046-290-3621

31 福寿あつぎ 中依知 中依知２２９－１ 046-244-2387 046-244-2388

30 デイサービスセンター福寿あつぎ中依知 中依知２２９－１ 046-244-2387 046-244-2388

㈱日本アメニティライフ協会 27 グループホーム花物語あつぎ 下依知960 046-246-4187 046-246-4188

046-242-8751

33

32

16

31

30

29

28

27

24

21

23

22

26

20

14

18

19

25

17

15

13
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