
 

 

特定非営利活動法人 

鹿児島県認知症グループホーム連絡協議会 

 

平成 28年度 通常総会 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                日時 平成 28年 5月 28日（土） 

            受  付  13：00 

総  会  13：30~14:30 

基調講演  14：30~16:00 

場  所  かごしま県民交流センター 

    4階 大研修室 4 

 

 

 



 

会 次 第 

 

 

理事長挨拶 

 

１） 議長・議事録署名人選出 

 

２） 議事審議 

イ） 第 1号議案 平成 27年度事業報告 

ロ） 第 2号議案 平成 27年度収支会計報告 

ハ） 監査報告 

ニ） 第 3号議案 平成 28年度事業計画（案） 

ホ） 第 4号議案 平成 28年度事業予算（案） 

ヘ） 第 5号議案 役員改選について 

ト） その他 

 

３） その他 

 

 



日　付 事　　　　　　業　　　　　内　　　　　容

理事会（鹿児島県青少年会館）　出席者：7名

　①総会準備　　　②人材育成研修計画

委員会（鹿児島県青少年会館）　出席者：１２名

　①サービス向上委員会　　②医療連携委員会　　③地域交流委員会

　　　平成27年度の活動内容について

総会（日置市中央公民館）

　　正会員総数：207名　出席者：53名（表決委任者79名）

　①平成26年度事業報告及び収支会計報告

　②平成27年度事業計画（案）及び予算（案）

　③役員改選

基調講演　「地域包括ケアシステムにおけるグループホームの役割」

　　講師　：　霧島市社会福祉協議会　福田氏

理事会（鹿児島県青少年会館）　出席者：7名

　①人材育成研修計画

委員会（鹿児島県青少年会館）　出席者：11名

　①委員会の現状　　②今年度の活動→人材育成研修内容検討

県委託事業プレ研修　「人材育成のための研修」　　（川内会場：サンアリーナ川内）

　①管理者研修　42名　　②中堅リーダー研修　66名　　③初級者研修　57名

県委託事業　「人材育成のための研修」　　（奄美大島会場：市民文化センター）

　①管理者/リーダー研修　19名　　③初級者研修　79名

県委託事業　「人材育成のための研修」　　（谷山会場：オロシティホール）

　①管理者研修　76名　　②中堅リーダー研修　66名　　③初級者研修　95名

県委託事業　「人材育成のための研修」　　（霧島会場：みそめ館）

　①管理者研修　16名　　②中堅リーダー研修　40名　　③初級者研修　39名

　　　第１号議案　　　　　　　　平成２７年度　事業報告

2015年4月17日(金)

2015年9月～10月

※　キャリアパス検討会は、担当者が介護労働安定センターの講師となり検討したため、事業としての会議
　　は行っていません。

※　7月に予定していた意見交換会および講演会「ボランティアの受け入れ方」は担当者多忙のため中止と
　　なりました。

※　人材育成研修の修了者には「修了証書」を交付しています。
　　本年度の修了者は、初級者研修270名、中堅・リーダー研修172名、管理者研修は134名です。

2015年5月16日(土)

2015年6月26日(金)

2015年11月25，26日

2015年11月～
2016年1月

2016年2月～3月



ＮＰＯ法人 鹿児島県認知症グループホーム連絡協議会        ★鹿児島県補助金申請事業(予定)★ 

平成２７年度 人材育成のための研修事業の計画について（お知らせ） 

◎ 事業所内では計画・実施するのが難しい介護職員 

に対するキャリア（経験・職位）別の１日研修を 

計画しました。 

 

 

 

 

 

グループホーム基本報酬 「５%減！」 となる平成２７年度です。 

そこで、介護職員処遇改善加算に対応するための研修を計画しました。 

ぜひ貴事業所の、キャリアごとの「資質向上の支援に関する計画」に活用してください。 

          ※下記の対象者はあくまで参考です。 

キャリア別研修 

対象者 および 

日程（予定） 

【初級者研修】 

実践者研修未受講者または 

新人・２～3 年目の方対象 

【中堅・ﾘｰﾀﾞｰ研修】 

実践者研修等修了者または 

４年目以上の方対象 

【管理者研修】 

管理者・事業所リーダー 

経営者の方対象 

薩摩川内市 平成 27年 10月 平成 27年 10月 平成 27年 9月 

鹿児島市（谷山） 平成 28年 1月 平成 27年 11月 平成 27年 12月 

霧島市 平成 28年 2月 平成 28年 3月 平成 28年 2月 

奄美大島 
平成 27年 11月 25日 26日 

（①初級者研修 ②中堅・リーダー研修と管理者研修の合同研修） 

 

キャリア別研修 

研修内容 
【初級者研修】 【中堅・ﾘｰﾀﾞｰ研修】 【管理者研修】 

知 識 認知症の基本的知識 
認知症ケアに関する 

知識 

認知症ケアに関する 

知識 

技 術 対人援助のケア技術 
ケアを導き出す 

アセスメント 

理念や知識、魅力を職員

に伝える意味と方法 

その他 身体観察の基本的知識 ＯＪＴ演習 グループホームの役割 

意見交換 
プロフェッショナルな

介護職になるためには 

どんな魅力をもった先

輩になるのか 
看取りケアについて 

いずれも集中して学ぶことができる「１日研修」です。（奄美大島を除く） 

講師は、現場の悩みを肌で感じている認知症介護指導者やリーダー研修修了者、看護師です。 

「理想」だけでなく、「厳しい現実」も共有できる意見交換も計画しています。 

詳しくは、６月以降にお知らせいたします。ぜひ参加をご検討ください。 

   

お問い合わせ先：鹿児島県認知症ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ連絡協議会理事  

    ふるさとの家郡山 有馬慎一 電話（０９９）２９８－８１１８ 

教育/ＯＪＴを行うリーダーの不足 → 専門性の欠如 → スタッフのストレス増大  

→ 早期離職 → 介護人材不足！  という 悪循環 に陥っていませんか？ 

鹿児島県認知症グループホーム 

連絡協議会は、忙しい管理者や 

教育担当者の強い味方です 

修了証書あり 

内容を少し変更する 

場合もあります 

 



第2号議案

(単位：円)

予算 実績 差額

1.

正会員受取会費 1,395,000 1,451,000 56,000

2. 0

3. 0

雑収入 10,000 29,600 19,600 研修会非会員参加費

受取利息 100 199 99

4.受託事業費 936,000 782,000 △ 154,000
H27年度地域医療介護総合確
保基金補助金

2,341,100 2,262,799 △ 78,301

1.

1,653,500 1,423,608 △ 229,892
研修会講師謝礼、ホームペー
ジ管理委託料

1,653,500 1,423,608 △ 229,892

20,000 0 △ 20,000 研修会講師懇親会費

旅費交通費 690,000 664,056 △ 25,944
研修会講師交通費、理事会・
委員会交通費

消耗品費 100,000 2,145 △ 97,855 研修会使用物品、文房具等

印刷製本費 250,000 464,656 214,656
研修会、理事会・委員会資料
印刷製本費

賃貸料 160,000 214,904 54,904 会場等使用料

50,000 29,000 △ 21,000
理事会時飲み物、研修会昼食
費

支払手数料 1,000 21,076 20,076 振込手数料

10,000 19,242 9,242 郵便費等

50,000 0 △ 50,000

1,331,000 1,415,079 84,079

2,984,500 2,838,687 △ 145,813

2.

84,000 84,000 0 ホームページ管理委託料

84,000 84,000 0

10,000 1,404 △ 8,596 振込手数料

2,000 △ 2,000 公的書類発行手数料等

12,000 1,404 △ 10,596

96,000 85,404 △ 10,596
3,080,500 2,924,091 △ 156,409

 　　　 △ 739,400 △ 661,292 78,108
1,591,886 1,591,886 0

 　　 852,486 930,594 78,108

平成27年度　会計報告
2015年4月1日～2016年3月31日

金　　額
内訳

　　経常収益計

その他収益

科　　目

（1）人件費

前期繰越正味財産額

通信費

人件費計

（2）その他経費

事業費

支払報酬

（2）その他経費

Ⅰ 経常収益

受取会費

受取寄付金

その他経費計

租税公課

支払手数料

人件費計

Ⅱ 経常費用

事業費計

会議費

次期繰越正味財産額

管理費計
　　経常費用計

当期正味財産増減額

接待交際費

その他経費計

（1）人件費

支払報酬

管理費

雑費





　　　第3号議案　　　　　　　　平成28年度事業計画（案）

担当 内　　　容

4月 13日（水） 県本部

第1回理事会
　①総会準備　　②県委託事業(人材育成研修計画）について
第1回委員会
　①医療連携委員会　②サービス向上委員会　③地域連携委員会

5月 24日（土） 県本部

総会　基調講演　Ⅰ部　介護支援専門員更新研修カリキュラム改定について
　　　　　　　　　　　Ⅱ部　鹿児島県認知症施策におけるグループホームの役割
　　　　講師　　　　鹿児島県　保健福祉部介護福祉課
第2回理事会
　①人材育成研修計画　②各委員会方針　③11月認知症セミナー企画

5日（火）
鹿児島熊毛
支部

《人材育成研修》　鹿児島市　「初級者研修」

26日（火） 県本部

第3回理事会
　①人材育成研修　②処遇改善・看取りケアの共通書式について
第2回委員会（共通書式作業）
　①医療連携委員会　②サービス向上委員会　③地域連携委員会

23日（火）
鹿児島熊毛
支部

《人材育成研修》　鹿児島市　「中堅・リーダー研修」

30日（火）
いずみ川薩
支部

《人材育成研修》　さつま町　「管理者研修」

2日（金）
鹿児島熊毛
支部

《人材育成研修》　鹿児島市　「管理者研修」

8日（木） 県本部

第4回理事会
　①人材育成研修の課題　②共通書式を県と協議　③11月認知症セミナー
第3回委員会（共通書式作業→県との検討）
　①医療連携委員会　②サービス向上委員会　③地域連携委員会

13日（火）
いずみ川薩
支部

《人材育成研修》　さつま町　「中堅・リーダー研修」

4日（火）
いずみ川薩
支部

《人材育成研修》　さつま町　「初級者研修」

下旬 県本部 《人材育成研修》　徳之島　「初級者研修」「リーダー・管理者研修」

11月 12日（土）
県本部
支部共催

認知症セミナー「自事業所の方針・特徴にそった看取りを考える」
　基調講演：谷山病院　黒野明日嗣先生
　シンポジスト：黒野先生、鹿児島大学　金子美千代先生
　事例発表：2～3例

12月
6.7日
（火）（水）

県本部 《人材育成研修》　大隅半島　「初級者研修」「リーダー・管理者研修」

1月 下旬 県本部 《人材育成研修》　南さつま市　「管理者研修」

中旬 県本部 《人材育成研修》　南さつま市　「中堅・リーダー研修」

下旬 県本部 《人材育成研修》　南さつま市　「初級者研修」

3月 中旬 県本部
第5回理事会
第4回委員会
　①医療連携委員会　　②サービス向上委員会　　③地域連携委員会

備考
●　人材育成研修の県本部担当は徳之島・大隅半島・南さつま市会場とする
●　認知症セミナーは県本部と支部の共催とする
●　処遇改善加算と看取りケア加算の共通書式の作業は、原則として委員会が担当する

7月

9月

2月

日程

8月

10月



特定非営利活動法人 鹿児島県認知症グループホーム連絡協議会 

平成 28年度 運営方針 

 

特定非営利活動法人として 4年目を迎えます。 

認知症介護や介護支援専門員の研修カリキュラムも大幅改正が計画されてお

り、さらなる専門性を求められています。また一方では在宅支援における総合

事業の導入など、専門職の枠組みを超え、地域や各種団体を含めた包括的なケ

アが推進されています。当協議会の設立目的である「認知症になっても不安の

ない社会づくりへの貢献」は、会員や支部がこれらの社会情勢の変化に柔軟に

対応するための大きな道標です。 

平成 27年度はその土台づくりでした。県の助成金時事業を受け「人材育成

研修」を川内（試行）、鹿児島、霧島、奄美大島の 4か所で行いました。処遇

改善加算に対応できるキャリアパス制度の一環として、初級者には認知症の基

礎、中堅・リーダーにはコーチング、管理者にはキャリアパスや看取りケアに

ついて意見交換を含めた研修を実施しました。しかし、キャリアパス制度の本

格運用や看取りケア、地域交流を進めるに当たっては、人員不足やリーダー不

在、書類整備の困難さや不十分な職員教育など、多くの課題があります。 

その中で、平成 28年度への課題として以下の３点を挙げました。 

 ① キャリアパスの運用について不安がある 

 ② 利用者の看取りケアへのニーズに応えるための準備に不安がある 

 ③ 自事業所や当協議会のみでケアや関係性が完結するのではなく、行政や

その他の団体との連携の必要性を感じている 

 これらの課題をもとに、今年度当協議会の運営方針として 

① 実地指導に対応できるキャリアパス制度を運用するため、会員が幅広く

活用できるよう書式作成および研修を実施する 

② 統一書式の作成やシンポジウム開催により、各会員（事業所）の方針や

特徴に沿った看取りケアのあり方を方向付けられる 

③ 県・支部として一歩踏み出した積極的なかかわりにより、行政や地域、

各種団体との質の高いつながりを築く 

の 3点を挙げました。会員の皆様のご理解とご協力を賜りますよう、よろし

くお願い申し上げます。 



ＮＰＯ法人 鹿児島県認知症グループホーム連絡協議会           ★鹿児島県補助金申請事業★ 

平成２８年度 人材育成のための研修事業の計画について（お知らせ） 

◎ 事業所内では計画・実施するのが難しい 

介護職員に対するキャリア（経験・職位） 

別の１日研修を計画しました。 

 

 

 

人材不足の悪循環を断ち切るには、各人材層が役割を果たすことです。 

介護職員処遇改善加算に対応するための研修計画にもなります。 

ぜひ貴事業所の、キャリアごとの「資質向上の支援に関する計画」に活用してください。 

          ※下記の対象者はあくまで参考です。 

キャリア別研修 

対象者 および 

日程（予定） 

【初級者研修】 

実践者研修未受講者または 

新人・２～3 年目の方対象 

【中堅・ﾘｰﾀﾞｰ研修】 

実践者研修等修了者または 

４年目以上の方対象 

【管理者研修】 

管理者・事業所リーダー 

経営者の方対象 

鹿児島市 7月 5日(火) 8月 23日(火) 9月 2日(金) 

さつま町 10月 4日(火) 9月 13日(火) 8月 30日(火) 

南さつま市 H29年 2月下旬 H29年 2月中旬 H29年 1月下旬 

大隅半島 12月 6.7日 （6日：初級者研修  7日：リーダー・管理者研修） 

徳之島 10月 24.25日（24日：初級者研修 25日：リーダー・管理者研修） 

 

キャリア別研修 

研修内容 
【初級者研修】 【中堅・ﾘｰﾀﾞｰ研修】 【管理者研修】 

知 識 認知症の基本的知識 
ケアを導き出す 

アセスメント 

キャリアパス 

介護に必要な倫理 

技 術 対人援助の基礎技術 認知症ケアとコーチング 
理念や知識、魅力を職員に

伝える意味と方法 

その他 身体観察の基本的知識 ＯＪＴ演習 地域における役割 

意見交換 
プロフェッショナルな 

介護職になるためには 

魅力をもったどんな 

先輩になりたいのか 

自事業所の 

看取りケアの方向性 

いずれも集中して学ぶことができる「１日研修」です。 

講師は、現場の悩みを肌で感じている認知症介護指導者やアセッサー、看護師です。 

「理想」だけでなく、「厳しい現実」も共有できる意見交換も計画しています。 

詳しくは、６月以降にお知らせいたします。ぜひ参加をご検討ください。 

   

お問い合わせ先：鹿児島県認知症ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ連絡協議会理事  

    ふるさとの家郡山 有馬慎一 電話（０９９）２９８－８１１８ 

教育/ＯＪＴを行うリーダーの不足 → 専門性の欠如 → スタッフのストレス増大  

→ 早期離職 → 介護人材不足！  という 悪循環 に陥っていませんか？ 

鹿児島県認知症グループホーム連絡協議会は、

忙しい管理者や教育担当者の強い味方です 

修了証書あり 

内容を少し変更する 

場合もあります 

 



第4号議案

(単位：円)

昨年度実績 今年度予算 差額

1.

正会員受取会費 1,451,000 1,451,000 0

2. 0

3. 0

雑収入 29,600 30,000 400 研修会非会員参加費

受取利息 199 100 △ 99

4.受託事業費 782,000 674,000 △ 108,000
H28年度地域医療介護総合確
保基金補助金

2,262,799 2,155,100 △ 107,699

1.

1,423,608 1,400,000 △ 23,608
研修会講師謝礼、ホームペー
ジ管理委託料

1,423,608 1,400,000 △ 23,608

旅費交通費 664,056 650,000 △ 14,056
研修会講師交通費、理事会・
委員会交通費

消耗品費 2,145 5,000 2,855 研修会使用物品、文房具等

印刷製本費 464,656 400,000 △ 64,656
研修会、理事会・委員会資料
印刷製本費

賃貸料 214,904 150,000 △ 64,904 会場等使用料

29,000 30,000 1,000
理事会時飲み物、研修会昼食
費

支払手数料 21,076 20,000 △ 1,076 振込手数料

19,242 20,000 758 郵便費等

0 20,000 20,000

1,415,079 1,295,000 △ 120,079

2,838,687 2,695,000 △ 143,687

2.

84,000 84,000 0 ホームページ管理委託料

84,000 84,000 0

1,404 2,000 596 振込手数料

1,404 2,000 596

85,404 86,000 596
2,924,091 2,781,000 △ 143,091

 　　　 △ 661,292 △ 625,900 35,392
1,591,886 930,594 △ 661,292

 　　 930,594 304,694 △ 625,900

人件費計

（2）その他経費

次期繰越正味財産額

管理費計
　　経常費用計

当期正味財産増減額
前期繰越正味財産額

その他経費計

その他経費計

（1）人件費

支払報酬

管理費

（1）人件費

その他収益

Ⅰ 経常収益

支払手数料

会議費

人件費計

（2）その他経費

通信費

受取会費

受取寄付金

　　経常収益計

予備費

Ⅱ 経常費用

事業費計

事業費

支払報酬

平成28年度　活動予算書（案）
2016年4月1日～2017年3月31日

金　　額
科　　目 内訳



第 5号議案 

役 員 名 簿 

 

特定非営利活動法人鹿児島県認知症グループホーム連絡協議会 

 

現状 

役職名 氏名 

理事長 柳川 ケイ子 

副理事長 古城 順子 

理事 久保 道明 

理事 倉富 修一 

理事 前田 勇一 

理事 碇山 泰幸 

理事 有馬 慎一 

理事 片平 知博 

理事 村洋介 

監事 小川 卓也 

監事 堂脇 聖子 

 

 

変更後 

役職名 氏名 

理事長  

副理事長  

理事  

理事  

理事  

理事  

理事  

理事  

理事  

監事  

監事  
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