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第１号議案 

一般社団法人町田市介護サービスネットワーク 

２０１５年度町田市介護人材開発センター事業実績報告書（案） 

１ 総 括 

２０１５年度は、町田市介護人材開発センター（以下、センター）事業の５年目にあたり、当センタ

ーの存在や事業の内容について認知度の上がり、連絡会の立上げや町田・安心して暮らせるまちづくり

プロジェクト事務局事務委託事業に携わることにより会員数が増加した。 

（１）人材発掘事業 

① ハローワーク町田との共同面接会を継続して雇用機会を維持する取り組みを実施した。 

② 町田市社協「福祉のしごと相談会」への協力、後援し、採用機会の確保に努めた。 

③ 学生向けの就活フェアを実施し、次世代を担う人材の確保に努めた。 

④ 市民向け介護技術講習会を継続し、家族介護者の基礎介護技術習得、介護や認知症への理解を深め

るとともに、介護等求職希望者への就職支援、現任職員への基礎介護技術の学び直しの機会となっ

た。 

⑤ 町田市内で開講する介護職員初任者研修の情報提供を行った。 

（２）人材育成事業 

① 階層別研修では、基礎研修とリーダー養成研修を柱に実施し、基礎研修では、職業人としての接遇・

マナーや介護現場での記録の書き方等、介護職等として最低限習得すべき知識・技能の習得を目標

とし、再教育・学び直しの機会としてのリフレッシュ研修となるようにした。リーダー養成研修で

は、介護や相談援助の根拠や介護・援助過程の現場適用を図ることのできる自立的リーダーの育成

を目指し、アクティブ福祉in町田においてチームでの研究発表を行った。 

② 分野・領域別研修では、ソーシャルワーカーとしての基礎知識の習得、コミュニケーション技法、

面接技法の習得を目標に相談援助分野の研修行った他、介護技術、認知症、ファシリテーター養成、

リスクマネジメント等、職種や関心に対応したテーマの研修を行った。またキャリアパスへの対応

として、介護福祉士受験対策講座、認知症ケア専門士、等認定資格に対応した研修を行った。 

③ 保険者との共催研修では、事業種別の法令遵守研修、虐待対応研修、介護保険法改正研修などを実

施した。 

④ 町田市高齢者福祉研究大会「アクティブ福祉in町田」を開催し、２３題の実践研究発表、介護用品・

福祉用具等の展示を実施した。 

（３）就労定着支援事業 

① 介護施設での職員のストレスチェック義務化に伴い、職員へのメンタルヘルス対策をテーマとした

研修を実施した。 

（４）ネットワーク促進事業 

① 町田市高齢者福祉施設部会、生活相談員連絡会では、事務局として、特養の特例入所指針作成や入

所申込書の改訂、医療処置対応一覧作成等に取り組んだ。 

② 町田市通所事業所連絡会では、事務局として、連絡会活動の支援や事業所プロフィールシートの取

りまとめ、新規部会（小規模デイ・通所リハビリ）立ち上げ等に取り組んだ。 

③ 町田市福祉用具事業所連絡会では、事務局として支援を行った。 
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④ 町田市訪問看護ステーション連絡会では、事務局を依頼され支援を行った。 

⑤ 町田市特定施設事業所連絡会の準備会から立ち上げに向けて支援を行った。 

⑥ 町田市訪問マッサージ連絡会は準備会から立ち上げ、連絡会活動の支援を行った。 

⑦ 町田・安心して暮らせるまちづくりプロジェクト事務局事務委託事業を受託し、推進協議会や多職

種連携研修会の運営等を主催である町田市医師会、町田市と連携して取り組んだ。 

⑧ 多職種連携に資するため、相模原町田地区介護医療圏インフラ整備コンソーシアム主催の研修会場

やTV会議システムの貸し出しなどを担った。 

⑨ 町田市や町田市社会福祉協議会等の外部委員会への推薦委員派遣を通して、行政等への提案や地域

の高齢者福祉サービスの向上に取り組んだ。 

⑩ 会員交流会を開催し、顔の見える関係づくり、情報交換を行った。 

２ 各事業実績 

各事業の内容は、参加者数等は、別紙「2015年度町田市介護人材開発センター事業報告・参加者数」 

 をご参照ください。 

（１）人材発掘事業 

種別 No. 事業名等 

面接会 01 ハローワーク町田介護・福祉ミニ面接会 

ハローワーク町田（相模原・八王子）共催 全11回 

面接会 02 地域密着型就職面接会「福祉のしごと相談会」（協力） 

東京都福祉人材センター・町田市社協主催 年１回 

面接会 03 福祉ワーク就職面接会（後援） 

町田商工会議所主催 年１回（中止） 

相談会 04 学生向け就職相談会「介護・福祉のしごと就活フェアin町田」 

年1回 

講習会 05 市民向け介護技術講習会・基礎編（家族介護、就労希望者向け）  

年2回 清風園、いづみの里  東京都介護福祉士会町田ブロック会 

(第3回 桜実会は天候不良予報のため中止) 

広報・啓蒙 06 学校での特別事業 

年１回  町田健康福祉専門学校 

情報 

提供

07 町田市内介護職員初任者研修のご案内 

（２）人材育成事業

種別 No. 事業名等 

法令遵守 

中堅・上級層

08 法令遵守・運営基準・法改正研修  介護保険課共催 

年3回 

①訪問介護事業所 

②福祉用具貸与販売事業所 

③通所介護事業所  
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相談援助 

中堅

09 相談援助研修  介護保険課共催（主任ケアマネ推薦要件研修） 

ソーシャルワークの基礎 

年６回（１コース３講座×２回） 

階層別 

新任・中堅層 

10 高齢者支援センター職員研修①  高齢者福祉課共催 

高齢者虐待への対応について 

年１回

支援ｾﾝﾀｰ 

新任・中堅・上

級層

11 高齢者支援センター職員研修②  高齢者福祉課共催 

スーパービジョン基礎講座年３回→ 年１回（講師の変更に伴い回数の変更）

支援ｾﾝﾀｰ 

中堅・上級層

12 高齢者支援センター職員研修③  高齢者福祉課共催 

権利擁護事業について 

年１回

基礎知識 

・技術 

新任層

13 新任職員研修（リフレッシュ研修） 

対人援助職として必要な基礎的な知識、技術の習得と学び直しを図る。 

 ①社会人としてのマナー・接遇、職場でのコミュニケーション 

 ②認知症の理解 

 ③法令遵守、リスクマネジメント 

年2回（6H／回）4月、10月 

ﾘｰﾀﾞｰ育成 

中堅層

14 介護リーダー養成講座 

介護過程の理解と職場での展開、記録の書き方、リーダーシップ、 

自主・グループ研究の発表 

講義3回（6H／回）、グループ研究2回、アクティブ発表

介護技術 

中堅層

15 職員向け介護技術講習会 

年3回 

持ち上げない介護、機器を活用したこれからの介護技術等

認知症 

新任層・中堅

16 認知症研修「事例検討～認知症の疑いから受診まで～」

年1回 

「認知症の疑いから受診まで」 

ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 

中堅・上級層

17 リスクマネジメント研修 

年２回 

リスク回避、苦情対応等

多職種連携 

中堅層

18 ファシリテーター養成研修「担当者会議の開き方」 

全3回 

サービス担当者会議の準備、開き方等

多職種連携 

新任層

19 介護職員向け医療的観察・報告の仕方 

年2回 

利用者の様態変化の観察視点と報告の仕方、脱水防止、感染症予防、終末期

への関わりについて等

訪問介護 

中堅層

20 訪問介護計画書作成研修 

全3回 

法令に基づく訪問介護計画書の作成について

資格取得 

新任層

21 介護福祉士国家試験受験対策直前講座（筆記編・実技編） 

年２回（各１回） 

筆記試験対策、実技試験対策 
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講師派遣 22 出張訪問研修（今年度希望事業所がなかったため、未実施） 

会員事業所の希望に沿ったテーマ、講師による施設内研修・介護が輝くマナ

ー講座等

共通 

研究発表

23 第9回町田市高齢者福祉研究大会「アクティブ福祉in町田’15」 

年1回 

福祉・介護をテーマとした実践研究発表、講演会、福祉用具等の展示他

（３）就労定着支援事業

種別 No. 事業名等 

階層別 

共通 

24 メンタルヘルス研修 

年１回 

職場（部下）の精神衛生とモチベーションアップ等

（４）ネットワーク促進事業

種別  No. 事業名等 

委託事業 25 町田・安心して暮らせるまちづくりプロジェクト事務局事務委託事業 

定例協議会 年4回、臨時の定例会 年2回以内  研修会 年2回 

①協議会開催に係る連絡調整、事務等  ②協議会に関する啓蒙活動 

③研修会の企画立案及び運営

委託事業 26 ①要介護認定調査員現任研修 

・回数：年1回 

・内容：町田市の委託内容に沿ったものとする。 

②要介護認定調査事業（１０月より受託、２６２件実施）

法人会議 27 会員総会 

回数：年2回 

内容：定款第14条に定められた事項他 

法人会議 28 ①理事会 

回数：年５回 

内容：当法人の業務執行の決定、理事の職務の執行の監督等を行う。 

    業務執行に必要と認めた場合、委員会を設置する。 

②プロジェクト会議 

回数：年５回 

内容：今後の当センターあり方についての会議 

委員会 

29 運営委員会

・回数：年2回  ・時期：5月、2月 

※定款第36条により、会長の諮問に応じて助言を行い、又は事業計画の実施

のために意見を述べる委員会であり、運営委員は、連携諸団体の推薦を受け

た者を理事会の推薦により会長が委嘱する。 

委員会 
30 委員会（２０１５年度は無し） 

※理事会において必要と認めた場合に設置する。 

委員会 

31 ネットワークサポート委員会（旧：実務担当者会議） 

・回数：会議 年３回（アクティブ実行委員会含む）、アクティブ当日 

※会員施設から推薦されたセンター事業をサポートするリーダー職員で構成
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する。 

連絡会 
32 町田市高齢者福祉施設部会 

・回数：年4回  時期：5月、7月、9月、2月 会員交流会 11月 

連絡会 
33 町田市高齢者福祉施設部会 生活相談員連絡会 

・回数：年4回  時期：原則、施設部会の前月に開催。 

連絡会 

34 町田市通所事業所連絡会 

・回数：総会  1回 役員会 10回、ブロック会 1回、 

    認知症デイサービス部会 3回、交流会 １回 

・内容：連絡会の事業計画に沿った活動。 

連絡会 

35 町田市福祉用具事業所連絡会 

・回数：総会 1回 役員会 7回 全体会 3回 

・内容：連絡会の事業計画に沿った活動。 

新規 

企画 

36 多職種連携研修会の企画（２０１５年度は未実施） 

・回数：年2回 

・内容：他団体が主催する多職種連携研修会等の企画を行う。 

交流会 
37 大会交流会 

・回数：1回  ・時期：11月11日（アクティブ福祉in町田当日）

連絡会 38 町田市訪問看護ステーション連絡会 

・回数：総会 1回 役員会 3回 全体会 8回 

・内容：連絡会の事業計画に沿った活動。

連絡会 39 町田市特定施設事業所連絡会準備会 

・回数：８回 

連絡会立ち上げのための準備・会議 

連絡会 40 町田市訪問マッサージ連絡会（アドバイザーとして参加） 

・回数 設立総会・役員会５回・連絡会４回交流会４回・意見交換会１回 実施。

多職種連携 45 多職種連携研修会への関わり 

・相模原町田地区介護医療圏インフラ整備コンソーシアム主催の研修・TV中継シ

ステムの貸し出し（町田市１回、多摩小平２回） 
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参考資料 

【会員組織】 

 ・町田市高齢者福祉施設部会－生活相談員連絡会 

 ・町田市通所事業所連絡会 

 ・町田市福祉用具事業者連絡会 

 ・町田市訪問看護ステーション連絡会 

 ・町田市特定施設事業所連絡会（準備会） 

【運営委員会・委員推薦団体】 

 ・町田市高齢者福祉施設部会 

 ・町田市ケアマネジャー連絡会 

 ・町田市訪問介護事業者協議会 

 ・町田市グループホーム連絡会 

 ・町田市訪問看護ステーション連絡会 

 ・町田市社会福祉協議会 

 ・町田社会福祉士会 

 ・東京都介護福祉士会町田ブロック会 

【推薦委員を派遣している外部委員会】 

No. 町田市外部委員会名 

1 町田市高齢社会総合計画審議会 

2 町田市地域密着型サービス運営委員会 

3 町田市高齢者支援センター運営協議会 

4 町田市保健所運営協議会準備会 

5 町田市介護保険苦情相談調整会議・介護苦情解決専門員 

6 町田市高齢者虐待防止連絡協議会 

7 町田市老人ホーム入所判定委員会 

8 町田市中学生職場体験推進協議会 

9 町田市男女平等参画協議会 

10 町田市社会福祉協議会評議員 

11 町田市社会福祉協議会ボランティアセンター運営委員会 

12 町田市社会福祉協議会共同募金配分推薦委員会 
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№1

2015年度町田市介護人材開発センター事業報告・参加者数

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 前年度実績

4/15 5/20 6/17 7/15 9/16 10/21 11/18 12/16 1/20 2/17 3/16

24(1) 23(4) 21(1) 19(3) 13(4) 20(9) 10(2) 10(2) 11(3) 18(1) 15(2) 184(32) 188(28)

8/28

126 126 181

中止 36

7/4

15 15 23

5/31 9/6 1/24

35 21 中止 56 88

6/15

58 58 －

08 法令遵守・運営基準・法改正研修 7/21 8/7 2/5 ※1

3回　18：30～20：30　定員：100名
町田市健康福祉会館
（訪介）是枝祥子氏　（用具）星昌子氏　（通所）町田市

74 31 162 267 87

09 相談援助研修 7/8 8/5・26 1/18 3/1・3/8 ※2

全３回×２回　18：30～20：30　定員：30名　町田市民フォーラム
堀越由紀子氏（東海大学教授） 29 28・27 25 27・27 163 286

10 高齢者支援センター職員研修①虐待対応 3/18

年1回　18：30～20：30　定員：100名　町田市健康福祉会館
川端伸子氏（公益社団法人あい権利擁護支援ネット 理事） 55 55 71

11 高齢者支援センター職員研修②ｽｰﾊﾟｰﾋﾞｼﾞｮﾝ 2/16 ※3

年１回　18：30～20：30　定員：100名　　町田市健康福祉会館
千葉明子氏（特定非営利活動法人東京都介護支援専門員研究協議
会　 理事長）

25 25 107

12 高齢者支援センター職員研修③権利擁護 1/26

年1回　18：30～20：30　定員：100名　町田市健康福祉会館
星淑恵氏・和田正成氏・横井恵美子氏(町田市社協) 44 44 -

13 新任職員・リフレッシュ研修 4/21 10/14

年2回　9：30～16：30　定員：30名・20名/回　町田商工会議所・町田市
民フォーラム

冨田静江氏、大貫祐子氏、是枝祥子氏（法人代表理事、大妻女子大学名誉教授）
32 15 47 45

14 介護リーダー養成講座 5/21 7/16 9/17 11/11

全4回　10：00～17：00　定員：30名
町田市民フォーラム・せりがや会館
是枝祥子氏（法人代表理事、大妻女子大学名誉教授）

15 14 15 15 59 116
ﾘｰﾀﾞｰ育成

分野・領域別

人
材
育
成
事
業

支援センター

基礎知識・技術

介護保険課
共催

法令遵守

相談援助

04　ふくしのしごと就活フェアin
　　　町田

介護福祉職を目指す学生
年1回　12：30～16：30
町田市文化交流センター

06　学校での特別事業
1回
希望する学校

高齢者福祉
課共催

05　市民向け介護技術講習会
（基礎編）

市民、事業所職員、学生
年2回　13：00～17：00
清風園、いづみの里、桜実会(中止)  東京都介護福祉士会町田ブ
ロック会

2016.3.7現在

事業種別 内容（対象・回数・時間・定員・会場）

人
材
発
掘
事
業

01　ハローワーク町田共同面接会
　　　（共催）

高齢者福祉への就労を希望、関心を持っている求職者
10回　9：30～12：00　6～7法人/回
ハローワーク町田      　　　　　　　　　　※（　）内は採用実績

02　地域密着型就職面接会
　　　(協力）

町田市内の福祉職場での就職を希望する方
年1回　12：00～16：00　町田市文化交流センター

03　福祉ワーク就職面接会
　　　（後援）

町田市内の福祉職場での就職を希望する方
年1回　13：00～16：00　町田商工会議所

-
7
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№22015年度町田市介護人材開発センター事業報告・参加者数

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 前年度実績

2016.3.7現在

事業種別 内容（対象・回数・時間・定員・会場）

15 職員向け介護技術講習会 7/24 8/21 9/11 ※4

全3回　18：30～21：00　定員：20名　清風園
貝塚誠一郎氏（貝塚ケアサービス研究所代表） 16 17 18 51 103

16 事例検討「認知症の疑いから受診まで」 12/17

年1回　18：00～21：00　定員：50名　町田商工会議所
本間昭氏（認知症介護研究・研修東京センター センター長） 23 23 45

17 リスクマネジメント研修 11/20 12/4 ※5

全2回　13：30～17：30　定員：30名　町田市民フォーラム　貝塚誠一
郎氏 16 19 35 14

18 ファシリテーター養成研修 9/15 10/15 11/17

全３回　14：00～16：30　定員：20名　町田市民フォーラム　小峰良子
氏（介護福祉士会理事）

27 23 21 71 27

19 介護職員向け医療的観察・報告の仕方 1/13 2/2

年2回
1回目　14：00～16：00　定員：30名　町田市民フォーラム
2回目　18：30～20：30　定員：30名　小山田高齢者在宅サービスセン
ター
加藤公恵氏(訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ口笛管理者)

10 21 31 -

20 訪問介護計画書作成研修 8/24 9/14 10/20

全3回　18：30～20：30　定員：20名　町田市民フォーラム
是枝祥子氏（法人代表理事、大妻女子大学名誉教授） 16 16 15 47 61

21-1 介護福祉士国家試験直前講座　筆記編 12/5

年1回　13：30～17：30　定員：20名　町田市民フォーラム
是枝祥子氏（法人代表理事、大妻女子大学名誉教授）、上靜子氏
(東京都介護福祉士会町田ブロック会会員)

29 29 14

21-2 介護福祉士国家試験直前講座　実技編 2/28

年1回　14：00～16：30　定員：20名　芙蓉園
東京都介護福祉士会町田ブロック会会員 21 21 9

22 出張訪問研修

132

23 アクティブ福祉in町田’１５ 11/11 ※6

年1回　11：00～18：00　町田市文化交流センター
研究発表大会、介護用品・福祉用具展示ＰＲコーナー 478 478 516

24 メンタルヘルス研修 12/14

年1回　18：30～20：30　定員：20名　町田市民フォーラム
植田健太氏（臨床心理士・社会保険労務士事務所Office CPSR代
表）

20 20 14

1,905

※1　2014年度：１回開催

※2　2014年度：全5回開催、定員数70名

※3　2014年度：基礎編①・基礎編②・スキルアップの3つの研修を開催（2015年度は研修形態を変更）

※4　2014年度：全5回開催、各2時間

※5　2014年度：1回開催、6時間

※6　アクティブ福祉in町田のみ参加者総数、その他は参加実人数です。

就労定着支援事業

講師派遣

分野・領域別

介護技術

認知症

ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

訪問介護

資格取得

多職種連携人
材
育
成
事
業

アクティブ福祉in町田'15

-
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第２号議案

《収入の部》

大区分 中区分 決算額 予算額 差額 備考

町田市補助金収入 9,000,000 9,000,000 0

センター事業収入 参加費収入 1,860,000 2,385,000 △ 525,000 就活フェア、研修などの参加費(資料代含む）

広告料収入 390,000 300,000 90,000 アクティブ福祉in町田　当日冊子への掲載

法人収入 正会員会費収入 2,891,250 2,385,000 506,250

賛助会員会費収入 19,000 15,000 4,000

2,600,000 2,600,000 0 町田・安心して暮らせるまちづくりプロジェクト推進協議会事務局事務

271,517 250,000 21,517 2015年度町田市要介護認定調査員現任研修事務局事務

2,122,200 0 2,122,200 要介護認定調査業務　@8,100×262件　(2015年10月1日契約)

その他事業収入 90,000 150,000 △ 60,000 他団体の研修企画・運営等、ＴＶ会議システム貸出収入

交流会参加費収入 1,348,000 500,000 848,000 大会交流会、多職種連携研修懇親会

寄付金収入 255,000 0 255,000

受取利息収入 1,319 0 1,319 受取利息

雑収入 41,362 0 41,362 資料代他

20,889,648 17,585,000 3,304,648

《支出の部》

大区分 中区分 決算額 予算額 差額 備考

管理費支出 360,000 360,000 0 役員報酬等

事業費支出 19,455,674 17,225,000 2,230,674

人材発掘事業費 924,234 1,091,598 △ 167,364 就活フェア、介護技術講習会

人材育成事業費 10,263,729 11,649,970 △ 1,386,241 研修、アクティブ福祉in町田15

就労支援事業費 128,156 137,269 △ 9,113 メンタルヘルス研修

ネットワーク促進事業費 3,069,722 1,496,163 1,573,559 ネットワーク促進活動費等(会員交流会含む)

受託事業費 5,069,833 2,850,000 2,219,833 町田市受託業務

19,815,674 17,585,000 2,230,674

0 0 0

投資活動支出④ 300,000 0 300,000

敷金支出 300,000 0 300,000 事務所(分室)敷金

773,974 0 773,974

2,221,617 2,221,617

2,995,591 2,995,591

※参考（事務局経費）

決算額 予算額 差額 備考

人件費 11,222,763 10,400,000 822,763 常勤2名、非常勤6名（週4日1名、週3日1名、認定調査員4名)

経費 3,972,748 4,181,710 △ 208,962

合計 15,195,511 14,581,710 613,801

２０１５年度 収支計算書（総括表）（案）
自：２０１５年４月１日　　至：２０１６年３月３１日

一般社団法人町田市介護サービスネットワーク

収入計①

支出計②

予備費③

受託収入(町田市)

当期収支差額　①-（②+③+④）

前期繰越金

次期繰越金

-
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第３号議案

一般社団法人町田市介護サービスネットワーク第３期役員の選任について

本法人の役員の選任は、定款第１４条（２）により、会員総会の決議事項に

あたります。第３期役員の候補者につきましては、以下の基本方針により推薦

します。

＜基本方針＞

法人発足から 4 年が経過しました。本法人を取り巻く環境も大きく変わって
きております。発足当初は、町田市補助金を基に、自主的な運営を見据えた提

案もあり、補助金の見直しを意識してきた流れでありました。しかし、一昨年

度からの「町田・安心して暮らせるまちづくりプロジェクト推進協議会」（以下、

「町プロ」という。）の事務局一部委託から状況が大きく変わり、特に第 6期町
田市介護保険事業計画の重点課題として、介護保険事業所団体及び専門職団体

の連携強化が急務となる中、本法人への役割・期待が大きくなり、2016年度で
は、町田市補助金の増額と委託事業の拡大が提案されております。その中、本

法人の収入の約 75％が町田市の補助金と委託費となってきております。
 また、大きな環境の変化としては、予てより安定した事務所の確保について、

町田市と協議をしてきたところですが、2015年後半から急きょ、町田市から山
崎町における医療・介護・福祉の多職種連携のモデル地区計画への参画、事務

所移転などの提案があり、新たな人材確保・育成などの役割が求められてきて

おります。

 この 4 年間、役員個人のお力に負うところが多い中、法人の維持・運営が出
来ていたと認識し、感謝もしております。しかし前述した環境変化の中で、今

後の町田市からの委託事業等の拡大に伴う運営基盤の強化と町プロを軸にした

医療と介護のさらなる発展のためネットワークの強化、並びに経営の透明性を

図ることが強く求められております。

今後の環境の変化に迅速に対応し、役員が一丸となってさらなる事業経営に

参画する体制整備と経営の透明性を図ることが、会員利益を通して市民福祉の

向上に寄与するものと確信し、第３期の役員候補者については、以下の３点の

基本方針のもとで別表のとおり再編成を図りたく推薦します。

１．町プロのさらなる発展のために、関係諸団体の連携強化を図る

２．町田市の補助金及び委託費の拡大により運営基盤と財政の安定化並びに透

明性を図る

３．山崎町の医療・介護の多職種連携モデル地区への事務所移転と委託事業 

の強化を図る
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＜別表＞

＜第３期役員候補者案＞                    敬称略

役員名 氏 名 区分 所属等

理事 是枝 祥子 再任 大妻女子大学名誉教授

理事 多田 周史 再任 （社福）芙蓉会 芙蓉園参与

理事 鶴田 尚子 再任 （社福）福音会 町田愛信園施設長

理事 堀場  淳 新任 町田市いきいき生活部部長

理事 五十子桂祐 新任 町田市医師会理事地域医療福祉・町プロ担当

（医社団）創生会 町田病院院長

理事 陶山 慎治 新任 （社福）悠々会理事長

理事 吉田 美香 再任 （社福）賛育会 清風園施設長

理事 沼田 裕樹 再任 日本社会事業大学非常勤講師

理事 矢沢 俊介 新任 （社福）竹清会 花美郷施設長

監事 谷  和久 再任 （社福）町田市福祉サービス協会

小山田高齢者在宅サービスセンター

センター長

監事 諌山 英一 新任 諌山英一税理士事務所所長

税理士

※任期は、2016年 6月 20日定時総会から 2018年 6月定時総会まで
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