島根県老人福祉施設協議会規約
(目的)
第１条 本会は県内の老人福祉施設､ デイサービスセンター､ 在宅介護支援センター､ ホー
ムヘルプサービス事業所関係者の連携を緊密にするとともに自主的活動を促進し､ 併せ
て老人の福祉増進等に寄与することを目的とする｡
(事業)
第２条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う｡
(１) 老人福祉施設等関係機関の運営に関する調査研究並びに対策の樹立
(２) 老人福祉施設等関係機関従事者の資質向上並びに福利厚生
(３) その他本会の目的達成に必要と認めた事業
(名称)
第３条 本会は島根県老人福祉施設協議会と称する｡
(事務所)
第４条 本会の事務所は島根県社会福祉協議会内に置く｡
(会員)
第５条 本会の会員は､ 以下の施設､ 事業所とする｡
①養護老人ホーム
②特別養護老人ホーム
③軽費老人ホーム
④老人デイサービスセンター
⑤在宅介護支援センター
⑥ホームヘルプサービス事業所
⑦認知症対応型共同生活介護事業所
２ 同一法人内にある入所施設は全て会員となり､ 一部の施設のみが会員となることはで
きない｡
(役員)
第６条 本会に次の役員を置く｡
会 長
１名
副会長
若干名
部会長
各１名
副部会長 若干名
理 事
若干名 但しうち１名は常務理事とする｡
監 事
２名

(役員の選出)
第７条 理事は各部会から選出し､ 総会において承認を得る｡ ただし､ 常務理事は県社協
常務理事をもってあてる｡
２ 監事は､ 総会において承認を得る｡
３ 会長は理事会において互選する｡
４ 副会長は､ 会長が理事の中から指名する｡
５ 部会長は､ 理事会において選任する｡ 副部会長は､ 必要に応じて､ 部会長が指名する｡
(顧問)
第８条 本会に顧問を置くことができる｡
２ 顧問は､ 理事会の承認を得て会長が委嘱する｡
(職務)
第９条 会長は本会を代表し､ 会務を総括する｡
２ 副会長は会長を補佐し､ 会長事故あるときはその職務を代理する｡
３ 部会長は部を代表し､ 内部会務を処理する｡
４ 副部会長は部会長を補佐し､ 部会長事故あるときはその職務を代理する｡
５ 常務理事は､ 会長の命を受け会務を処理する｡
６ 監事は､ 本会の会計及び事業の実行状況を監査する｡
(会議)
第１０条

本会の会議は総会､ 理事会､ 部会､ 正副会長会及び常任委員会とする｡

(総会)
第１１条 総会は会長が招集しその議長となる｡
２ 定期総会は毎年２回開催する｡
３ 臨時総会は理事会においてその必要を認めたとき及び会員の半数以上の要請があった
とき開催する｡
４ 総会は､ 会員の過半数の出席をもって成立する｡ なお､ 総会に出席できない会員は､
代理者にその権限を委任するか､ 又は､ 委任状で議決に加わることができる｡
５ 総会の議決は出席者の過半数をもって成立する｡ ただし可否同数のときは議長の決す
るところによる｡
６ 会長は､ 会員の５分の１以上から会議に付議すべき事項を示して総会の招集を請求さ
れた場合にはその請求のあった日から２週間以内にこれを招集しなければならない｡
７ 総会の審議事項は､ 以下のとおりとする｡
(１) 事業計画及び事業報告に関する事項
(２) 予算及び決算に関する事項
(３) 会費の金額及び徴収の方法
(４) その他理事会において必要と認めた事項

(理事会)
第１２条 理事は､ 理事会を組織し､ 総会に付議すべき事項を決定する｡ ただし､ 軽易ま
たは緊急な業務は理事会で決定し､ 直近の総会でこれを報告する｡
２ 理事会は会長が召集し､ その議長となる｡
３ 理事会は必要に応じ随時開催する｡
４ 理事会は､ 理事の過半数の出席をもって成立する｡
５ 理事会の議決は出席者の過半数をもって成立する｡ ただし可否同数のときは議長の決
するところによる｡
６ 会長は､ 理事の３分の１以上から､ 会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請
求された場合には､ その請求のあった日から２週間以内にこれを招集しなければならな
い｡
７ 理事会の審議事項は､ 以下のとおりとする｡
(１) 本会の運営に関すること
(２) 事業の執行に関すること
(３) 予算の執行に関すること
(４) その他会長が付議した事項
(任期)
第１３条 役員の任期は２年とする｡ ただし再任を妨げない｡
２ 補欠により就任した役員の任期は前任者の残任期間とする｡
３ 退任した役員は後任者が選任されるまでその職務を行わなければならない｡
(部会)
第１４条 本会の事業を円滑に行うため以下の部会を設置する｡
特別養護老人ホーム部会
養護老人ホーム部会
軽費老人ホーム部会
デイサービスセンター部会
在宅介護支援センター部会
ホームヘルパー部会
２ 部会は､ 部会長が召集し､ その議長となる｡
３ 部会に関して必要な事項は､ 以下のとおりとする｡
・部会別の研修計画､ 実施
・部会別の会議の開催
・中国大会の計画､ 実施
・その他､ 部会で必要な事項
(正副会長会・常任委員会・２１世紀委員会・専門部会)
第１５条 本会を運営するために正副会長会､ 常任委員会､ ２１世紀委員会を設置する｡
なお､ 必要があるときは専門部会を設けることができる｡
２ 正副会長会
・本会の運営に関すること

３

常任委員会､ ２１世紀委員会､ 専門部会に関して必要な事項は別に定める｡

(経費)
第１６条 本会の経費は次のものをもってこれに充てる｡
(１) 会費
(２) 分担金 (３) 補助金
(４) 配分金 (５) 寄付金 (６) 事業収入
(７) その他の収入
(会費)
第１７条 会費は､ 種別区分に応じ別表に示す会費額を納入しなければならない｡
２ 会費は､ 会長の指定する日までに納入する｡
３ 既納の会費については､ いかなる理由があっても返戻しない｡
(決算及び監査)
第１８条 本会の会計は毎年度末に決算して監事の監査を受けなければならない｡
(会計年度)
第１９条 本会の会計年度は毎年４月１日に始まり翌年３月３１日をもって終わる｡
(事務局)
第２０条 本会の事務を処理するため事務局を置くことができる｡
２ 事務局に関する規定は会長が別に定める｡
(規約の改正)
第２１条 本会の規約を改正しようとするときは､ 理事の３分の２以上の同意を得て総会
の議決を経なければならない｡
(委任)
第２２条

この規約に定めるもののほか会務の執行に関し必要な事項は会長が定める｡

附 則
１. この規約は､ 平成１２年４月１日から施行する｡
２. 設立当初の役員の任期は､ 第１２条の規定にかかわらず平成１３年３月３１日までと
する｡
３. この規約は､ 平成１５年４月１日から施行する｡
４. この規約は､ 平成１６年４月１日から施行する｡
５. この規約は､ 平成１７年４月１日から施行する｡
６. この規約は､ 平成１８年４月１日から施行する｡
７. この規約は､ 平成２１年４月１日から施行する｡
８. この規約は､ 平成２２年４月１日から施行する｡
９. この規約は､ 平成２３年４月１日から施行する｡
10. この規約は､ 平成２５年４月１日から施行する｡
11. この規約は､ 令和３年７月２日から施行する｡

別表 (第17条関係)
【施設部会】
種

別

会費算定基準

特別養護老人ホーム

定員に２,１００円を乗じた額

養護老人ホーム

定員に１,９００円を乗じた額

軽費老人ホーム

定員に１,０００円を乗じた額

【デイサービスセンター部会】
定

員

２０人以内

１２,０００円

２１〜３０人

１４,０００円

３１〜４０人

１６,０００円

４１人以上

１８,０００円

会

費

額

会

費

額

会

費

額

会

費

額

【ホームヘルパー部会】
定員等
職員一人当たり

１,５００円

【在宅介護支援センター】
定員等
１事業所

１０,０００円

※現在､ 休止
【認知症対応型共同生活介護事業所】
定員等
１ユニット (９人以下)

１０,０００円

２ユニット (10人以上)

２０,０００円

