
令和２年度事業報告書 

 

１ 定期総会（書面審議）の開催 

期 日 表決数 内 容 

令和 2年 5月 29日（金） 100法人 （１）令和元年度事業報告及び収支決算について 

（２）令和 2年度事業計画案及び収支予算案について 

 

 

２ 常任協議員会の開催 

回数 期日・会場 出席者 内 容 

第 1回 令和 2年 6月 9日（火） 

とちぎ福祉プラザ 

201会議室 

10名 （１）新型コロナウィルス感染防止の対応状況について 

（２）令和 2年度上半期研修会について 

（３）栃木県・宇都宮市への要望事項について 

（4）その他 

第２回 令和 2年 9月 9日（水） 

とちぎ福祉プラザ 

401会議室 

10名 （報告） 

（１）栃木県指導監査について 

（２）帰国できない外国人実習生について 

（３）全国・北関東信越ブロックの動向について 

（議事） 

（１）栃木県指導監査課との協議について 

（２）今年度研修会について 

（３）その他 

第３回 令和 2年 12月 1日（火） 

とちぎ福祉プラザ 

401会議室 

13名 （報告） 

（１）栃木県・宇都宮市との指導監査に関する情報交換

について 

（２）外国人材確保に関する情報交換について 

（３）全国・北関東信越ブロックの動向について 

（議事） 

（１）会報「経営協」の取材について 

（２）今年度研修会について 

（３）その他 

第 4回 令和 3年 2月 18日（木） 

オンライン（ZOOM） 

8名 （報告） 

（１）研修実施状況について 

（２）全国・北関東信越ブロックの動向について 

（議事） 

（１）令和 3年度事業計画案及び収支予算案について 

（２）役員改選について 

（３）その他 

第５回 令和 3年 3月１５日（月） 

オンライン（ZOOM） 

11名 （報告） 

（１）全国・北関東信越ブロックの動向について 

（議事） 



（１）令和２年度事業報告及び収支決算について 

（２）令和 3年度事業計画案及び収支予算案について 

（３）役員改選について 

（４）定期総会について 

（５）その他 

 

３ 監査会の開催 

期日・会場 出席者 内 容 

令和 2年 4月 14日（火） 

とちぎ福祉プラザ 社協会議室 

3名 （１）令和元年度事業報告及び収支決算について 

（２）その他 

         

４ 専門部会等の開催 

組織強化専門部会 

期日・会場 出席者 内 容 

令和 2年 6月 9日（火） 

とちぎ福祉プラザ 201会議室 

7名 （１）令和 2年度上半期研修会について 

（２）栃木県・宇都宮市への要望事項について 

（３）その他 

 

５ 福祉施設経営指導事業 

（１）経営指導員の委嘱 

弁護士 増子孝徳氏、税理士 大場浩一氏、特定社会保険労務士 岡部正治氏、瀧田晴夫氏を 

継続して委嘱した。 

 

（２）個別指導会の開催 

  ① 決算事務個別指導会 

期日・会場 出席者 担当経営指導員 

令和２年４月２３日（木） 

とちぎ福祉プラザ  401会議室 

1法人 大場 浩一 氏 

（税理士） 

 

  ② 社会福祉法改正に伴う諸規程の整備等に関する各法人の対応に係る指導会 

期日・会場 出席者 担当経営指導員 

令和２年１０月２９日（木） 

とちぎ福祉プラザ  401会議室 

4法人 瀧田 晴夫 氏 

 

③ 人事・労務事務個別指導会 

期日・会場 出席者 担当経営指導員 

令和２年１１月４日（水） 

とちぎ福祉プラザ 403会議 

令和 2年１１月１３日（金） 

とちぎ福祉プラザ 404会議室 

8法人 岡部 正治 氏 

（特定社会保険労務士） 

 



   （３）令和２年度経営指導活動実績（令和３年３月３１日現在） 

 老人施設 障害施設 児童施設 合  計 

訪問指導（相談） 268 163 3 434 

電話指導（相談） 273 148 4 425 

来所指導（相談） 36 21 2 59 

合 計 577 332 9 918 

                     

６ 研修会の開催 

回数 期日・会場 出席者 内 容 

（緊急） 令和 2年 12月 25日（金） 

オンライン（ZOOM） 

 

（閲覧数 635回 3/31現在） 

41人 講義 「新型コロナウィルス感染症の基礎知識につ

いて」 

講師 （公社）栃木県看護協会 教育研修課兼ナー

スセンター課 課長 野澤 寿美子 氏 

行政説明 「社会福祉施設等の新型コロナ対策への

支援について」 

説明 栃木県保健福祉部高齢対策課介護保険班 

班長 羽石 正夫 氏 

第 1回 令和 3年 2月 3日（水） 

オンライン（ZOOM） 

 

28人 講義 「福祉人材確保のポイント～経営者が押さえ

ておくべきポイントを中心に～」 

講師 （福）恵の園 理事長 全国社会福祉法人経

営者協議会 福祉人材対策委員会 

委員長 山田 雅人 氏 

講義 「同一労働同一賃金について」 

講師 栃木働き方改革推進支援センター 

副センター長 小沼 友宏 氏 

第２回 令和 3年 2月 17日（水） 

オンライン（ZOOM） 

 

（閲覧数270回3/31現在） 

56人 講義 「新型コロナウィルス感染症によるクラスタ

ー発生施設の状況と取組み」 

講師 埼玉県社会福祉法人経営者協議会 副会長 

（福）名栗園 理事長 池田 徳幸 氏 

 

７ 情報交換会の開催 

（１）（一社）栃木県老人福祉施設協議会・（特非）栃木県障害施設・事業協会 

期日・会場 出席者 内 容 

令和２年４月２４日（金） 

とちぎ福祉プラザ 404会議室 

3人 新型コロナウィルス感染症への対応について 

 

 

（２）栃木県指導監査課 

期日・会場 出席者 内 容 

令和２年１０月１２日（月） 

栃木県庁 5階会議室 

14人 栃木県指導監査について 

 



（３）宇都宮市（保健福祉総務課・子ども未来課） 

期日・会場 出席者 内 容 

令和２年１１月１９日（木） 

宇都宮市役所 5階入札室 

 

12人 宇都宮市指導監査について 

 

 

（４）外国人材関係団体（栃木県・栃木県国際交流協会・にほん語でかいご共育会） 

期日・会場 出席者 内 容 

令和２年１１月２７日（金） 

ニューみくら 207会議室 

12人 外国人材確保について 

 

８ 予算対策活動等の展開 

（１） 栃木県への要望 

     令和２年９月８日（火）に他団体と合同で、県保健福祉部長等に対して、社会福祉に関する要望及

び意見交換を行った。 

  

  （２）宇都宮市への要望 

       令和２年８月２８日（金）に他団体と合同で、宇都宮市保健福祉部及び子ども部に社会福祉に関す

る要望を行った。 

    

（３）国会議員への要望 

     全国社会福祉法人経営者協議会と合同で、本県選出の与党国会議員に令和 3 年度介護・障害福祉

報酬改定に対する要望を行った。 

 

９ 青年経営者会の活動  

（１）全体会議の開催 

回数 期日・会場 出席者 内 容 

第１回 

 

令和２年９月１日（火） 

なかが和苑（オンライン

（ZOOM）併用） 

17名 （報告） 

（１）全国経営協・青年会の動向について 

（２）北関東・信越ブロック協議会災害担当企画委

員会の取組みについて 

（協議） 

（１）第 24回全国大会（栃木大会）について 

（２）令和 2年度青年会事業について 

第２回 令和３年３月１９日（金） 

オンライン（ZOOM） 

18名 （１）令和３年度事業計画について 

（２）令和３年度全国社会福祉法人経営者協議会青

年会事業計画について 

（３）役員改選について 

（４）その他 

 

 



（２）勉強会の開催について 

期日・会場 出席者 内 容 

令和 3年３月１９日（金） 

オンライン（ZOOM） 

18名 講義 「福祉分野における生産性向上とＩＣＴの活

用」 

講師 （福）全国社会福祉協議会 法人振興部  

土谷 一貴 氏 

 

１０ 他団体との連携                            

（１） 全国経営協北関東・信越ブロック協議会の幹事県（令和元年・２年）として、会長、青年会長、事

務局担当が全国経営協常任協議員会（９回）へ参加した他、北関東・信越ブロック協議会会長会議

（３回）、災害担当企画委員会（２回）を開催した。 

（２） 栃木県社会福祉協議会と共催で、福祉施設経営指導事業、社会福祉法人経営者研修会を実施するな

ど密接に連携している。 

（３） 各種別団体との情報交換会や共催で研修会を行うなど連携に努めた。 


