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第 1 期（平成 30 年度）事業報告 
 
Ⅰ 法人の概況 
 
１．設立年月日 

    
平成 30 年 6 月 11 日 

 
２．主たる事務所の状況 

   
住所：東京都港区新橋６－４－３ ル・グラシエルビルディング７ 3 階 

  TEL：０３－６４０２－５１３６ FAX：０３－６４０２５１３７ 
 
 

３．設立趣意 
 
日本は超高齢社会を迎え、世界でもっとも高齢化率の高い国となりました。生産年齢

（労働）人口は減少し、2035 年には高齢化率 33％を超えると予想され、人口構造は世界
でどの国も、いまだ経験したことのない領域へ入ります。こうした時代の流れに、日本国
民の多くが将来に対する漠然とした不安を抱えている状況にあります。 

 この国家的課題を乗り越えるためにも、持続可能な社会保障制度の確立が不可欠でありま
す。社会保障制度の一翼を担う介護保険制度の持続可能性の実現には、介護現場の視点か
ら、実証データやエビデンスを基にした具体的提案が求められます。 
現在の介護業界は、各サービス・法人種別ごとの団体が多数存在しており、約 170 万人

と言われる介護職員は各団体に細分化された形で活動を行なっている状況にあります。 
従来の発想を超えたパラダイムシフトが介護業界に、今こそ求められています。日本国民
誰もが安心した老後生活を過ごせる社会を実現するために、業界全体が一団となる時を迎
えています。一般社団法人全国介護事業者連盟は、「介護の産業化」と「生産性の向上」
実現が、持続可能な介護保険制度確立の２大テーマであるとの考え方の下に、法人・サー
ビス種別の垣根を超えた介護事業者による団体として設立致します。 

 
 
４．活動目的 

 
  持続可能な介護保険制度の実現へ、医療との連携を図り、介護現場視点による制度・政
策への提言・情報発信を行う。 



５．５大政策方針 
 
①現場視点によるサービス品質向上を目的とした制度改革の推進 
②科学的介護手法の確立と高齢者自立支援の推進 
③業務効率向上を目指し制度のシンプル化、介護現場の ICT 化・ロボット活用の推進 
④介護職の処遇改善・ステータス向上等の人材総合対策の推進 
⑤将来を見据え、海外・アジアの介護産業化の推進 

 
 

６．役員等に関する事項 
 

（１）役員の任期（定款第 18 条） 
選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、

再任を妨げない。 
 
（２）役員数（定款第 16 条） 

  当法人に、次の役員を置く。理事 ３名以上 監事 １名以上 

 
（３）役員等の名簿（敬称略） 

※2019 年３月 31 日現在（敬称略） 
理事長：野口哲英 メドックスグループ 代表 

専務理事：斉藤正行 ㈱日本介護ベンチャーコンサルティンググループ 代表取締役 
理事：山本教雄 メディカル・ケア・サービス㈱ 代表取締役 埼玉 
理事：久野義博 ㈱日本ヒューマンサポート 代表取締役 埼玉 
理事：岩崎英治 ㈱グレートフル 代表取締役 埼玉 
理事：小川義行 イー・ライフ・グループ㈱ 代表取締役 東京 
理事：福元均 スミリンフィルケア㈱ 取締役副社長 東京 
理事：袴田義輝 HITOWA ケアサービス㈱ 代表取締役 東京 
理事：片山大輔 社会福祉法人横浜来夢会 理事長 神奈川 
理事：荒井浩司 ㈱サムエス 代表取締役 群馬 
理事：池田元気 ㈱元気な介護 代表取締役 北海道 
理事：水戸康智 ㈱MOE ホールディングス 代表取締役 北海道 
理事：原口秀樹 ㈱フロンティア 代表取締役 愛知 
理事：林隆春 ㈱アバンセライフサポート 代表取締役 愛知 
理事：永井正史 社会福祉法人慶生会 理事長 大阪 



理事：谷口直人 ㈱日本介護医療センター 会長 大阪 
理事：福田光正 ㈱エルフ 代表取締役 大阪 
理事：松本真希子 社会福祉法人あかね 理事長 兵庫 
理事：森剛士 医療法人社団オーロラ会 理事長 ㈱ポラリス 代表取締役 兵庫 
理事：森永常夫 ㈱ケア・ステーション 取締役 香川 
理事：中牟田修二 ㈱西日本介護サービス 取締役 福岡 

 
参与：来栖宏二 アゼリーグループ 代表 東京 
参与：糠谷和弘 ㈱スターコンサルティンググループ 代表取締役 東京 
参与：國本正雄 医療法人健康会 理事長 ㈱健康会 代表取締役 北海道 
参与：斉藤裕之 パナソニックエイジフリー㈱ 専務執行役員 大阪 
参与：山本左近 医療法人さわらび会 社会福祉法人さわらび会 副理事長 愛知 
参与：穂満光男 一般社団法人まごころ福祉会 理事長 福岡 

 
監事：徳田孝司 辻・本郷税理士法人 理事長（公認会計士・税理士） 
監事：田辺克彦 田辺総合法律事務所 代表パートナー（弁護士） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ⅱ 第 1 期（平成 30 年度）数値計画と実績報告 
 
 １．収支計画と実績 
 
（１）第 1 期（平成 30 年度）収支計画 

 
◎年間収入：１９９０万円 
◎年間支出：１９８３万４千円 
◎年間収支差：６万６０００円 

 
（２）第 1 期（平成 30 年度）収支実績 

 
◎年間収入：２３７５万３０１９円（本部及び 3 支部合算） 
◎年間支出：１８５５万６３７０円（本部及び 3 支部合算） 
◎年間収支差：５１９万６６４９円（本部及び３支部合算） 

 
 ２．会員拡大計画と実績 
 
（１）第 1 期（平成 30 年度）会員拡大計画 

 
◎一般会員（本部全体）：１０００社 ２万事業所 
◎賛助会員（本部会員のみ）：２９社 ５８０万円 
◎協賛会員（本部会員のみ）：５０口 ５００万円 

 
（２）第 1 期（平成 30 年度）会員拡大実績 

 
◎一般会員（本部全体）：４００社 ３４６９事業所 
◎賛助会員（本部会員のみ）：７社 １４０万円 
◎協賛会員（本部会員のみ）：５０口 ５００万円 

 
２．支部設立計画と実績 

 
 第 1 期（平成 30 年度）は 5 大支部（北海道、関東、東海、関西、九州）の設立を計画致し

ました。 
 第 1 期末時点においては、3 大支部（北海道、東海、関西）の設立が実現致しました。 



Ⅲ 第 1 期（平成 30 年度）活動方針と活動報告 
 
１．第 1 期（平成 30 年度）活動方針 

 
 設立後の第１期は、組織基盤の確保、協会運営の安定化の図れる体制整備が最重要課題であ

ります。他方で、社会保障、介護保険制度を取り巻く改革に向けた情勢は待ったなしの状況で

あり、活動目的の実現を図るためにも、いち早く全国的なネットワーク網を拡大し、ロビー活

動基盤の構築が急務であります。 
 このような背景を踏まえた上で、設立初年度となる第１期の重点活動方針を下記のように

定めて活動してまいりました。その活動結果をご報告致します。 
 
（１）経営の安定化に向けた財務基盤の確立 
 活動目的の実現のためには、事業の継続性を担保するための財務基盤の確立が必要である。 
 
 ◆活動報告 
・本部理事特別会費、支部幹事会費を設定し、3 年間の支援を理事、幹事より頂く。 
・賛助会員 7 社、協賛 50 口を集めることが出来ました。特に協賛費は計画実現となります。 
・その他、各地域設立総会売上、イベント売上、株式会社日本介護総研からの寄付金を計上し

ました。 
・支部の売上を計画計上しておりませんでしたので、支部売上が収入実績を押し上げること

となりました。 
・経費については、概ね計画通りに抑えることが出来ました。 
 
 
（２）５大地域支部の設立と介護事業者会員の拡大 
５大政策方針の考え方に賛同頂ける介護事業者の全国連盟組織とするために、今期は北海道、

関東、東海、関西、九州の５つの地域支部を設立し、地域支部を通じた介護会員事業者を拡大

していくことが必要である。 
 
 ◆活動報告 
・一般会員、賛助会員、協賛会員の概要及び規約を整備致しました。 
・法人パンフレット及びホームページを作成しプロモーション体制を整えました。 
・会員向けのメールマガジンの発行を開始致しました。 
・平成 31 年 2 月 1 日に関西支部を設立し、2 月 13 日に設立総会を開催致しました。 
・平成 31 年 3 月 1 日に東海支部を設立し、3 月 2 日に設立総会を開催致しました。 



・平成 31 年 3 月 16 日に北海道支部を設立し、3 月 16 日設立総会を開催致しました。 
・来期中の関東支部、九州支部の設立に向けた準備を進め、目途をつけることが出来ました。 
・各支部の設立後、順次会員獲得に向けた活動を開始致しました。 
 
 
（３）５大政策方針に基づく持続可能な介護保険制度の確立に向けた政策提言の取り纏め 
理事法人及び会員法人より現場の実情を吸い上げ、現場視点に基づく、制度の持続性、事業者

の持続性、利用者への介護サービス品質確保の実現できる政策提言を取り纏め致します。 
 
◆活動報告 
・平成 30 年 7 月 25 日、財政制度等審議会財政制度分科会資料「4 月 11 日社会保障につい

て」に関する意見書をとりまとめ、財務省へ提出致しました。 
・平成 30 年 10 月 24 日、「介護人材の処遇改善」に関する意見書をとりまとめ、厚生労働省

へ提出致しました。 
・平成 31 年 1 月 30 日、「認知症社会への対応に関して」意見書をとりまとめ、自由民主党政

務調査会社会保障制度調査会 介護委員会へ提出致しました。 
・各部会、委員会の設置に関する概要をまとめ、来期に設置準備を進めてまいりました。 
・各支部においても部会、委員会の設置準備を進めてまいりました。 
 
 
（４）政策提言を実現するためのロビー活動基盤の確立 
国政においては自民党を支持する団体として活動を行い、内閣、厚生労働省をはじめとする各

省庁とのパイプを構築し、医療関連団体、介護関連団体、労働関連団体、経済関連団体との連

携を図り、政策提言を実現できるロビー活動基盤の確立が必要である。 
 
◆活動報告 
・多数の国会議員による顧問団を設置致しました。 
・第 25 回参議院議員普通選挙に向けて、武見敬三参議院議員、山本左近候補者の推薦を決定

致しました。 
・顧問団を中心とする国会議員及び、医療関連団体、介護関連団体、各省庁との意見交換を定

期的に行ってまいりました。 
 
 
（５）組織体制の整備、ガバナンス体制の構築、管理体制の構築 
組織体制、各種委員会体制を明確にし、効率的に活動遂行できる体制整備が必要であります。



また一般法人法及び、定款、各種規定に基づく適正なガバナンス体制の構築及び、必要な諸規

定、ルールの制定を行う必要があります。 
 
◆活動報告 
・社員総会を 1 回開催致しました。 

種類 開催日、場所、決議議案等 可否 

臨時総会 

平成 30年 9月 20日（木） 

メディカル・ケア・サービス㈱東京支社会議室 

〇議案 

 第 1号議案 新任理事の選任について 

可決 

 
・理事会を 8 回開催致しました。 

回 開催日、場所、決議議案等 可否 

第 1回 

平成 30年 6月 21日（木） 

メディカル・ケア・サービス㈱東京支社会議室 

〇議案 

 第 1号議案 第 1期事業計画の承認について 

 第 2号議案 理事会規定並びに理事会細則の承認について 

 第 3号議案 支部設立規定の承認について 

 第 4号議案 団体名称の英文表記について 

〇協議、報告事項 

第 1,2,3号議案 

可決 

 

第 4号議案 

否決 

第 2回 

平成 30年 7月 25日（木） 

メディカル・ケア・サービス㈱東京支社会議室 

〇議案 

 第 1号議案 団体名称の英文表記について 

 第 2号議案 一般会員規約の承認について 

 第 3号議案 事務局業務委託の契約について 

〇協議、報告事項 

全て可決 

第 3回 

平成 30年 8月 23日（木） 

メディカル・ケア・サービス㈱東京支社会議室 

〇議案 

 第 1号議案 臨時社員総会の開催について 

 第 2号議案 賛助会員、協賛会員規約の承認について 

〇協議、報告事項 

全て可決 



第 4回 

平成 30年 9月 20日（木） 

メディカル・ケア・サービス㈱東京支社会議室 

〇協議、報告事項 

  

第 5回 

平成 30年 10月 24日（木） 

メディカル・ケア・サービス㈱東京支社会議室 

〇議案 

 第 1号議案 第 25回参議院議員選挙における推薦候補者につい

て 

 第 2号議案 新任参与の選任について 

 第 3号議案 支部運用規定の承認について 

〇協議、報告事項 

全て可決 

第 6回 

平成 30年 11月 28日（水） 

メディカル・ケア・サービス㈱東京支社会議室 

〇議案 

 第 1号議案 支部運用規定の修正について 

 第 2号議案 臨時社員総会の開催について 

〇協議、報告事項 

全て可決 

第 7回 

平成 30年 12月 21日（金） 

メディカル・ケア・サービス㈱東京支社会議室 

〇議案 

 第 1号議案 新任参与の選任について 

〇協議、報告事項 

可決 



第 8回 

平成 31年 2月 15日（金） 

三光ソフランホールディング東京支社会議室 

〇議案 

 第 1号議案 臨時社員総会の開催について 

 第 2号議案 新任参与の選任について 

 第 3号議案 関西支部の設立について 

 第 4号議案 東海支部の設立について 

 第 5号議案 北海道支部の設立について 

 第 6号議案 関西支部の会費分配割合について 

 第 7号議案 東海支部の会費分配割合について 

 第 8号議案 北海道支部の会費分配割合について 

 第 9号議案 関西支部一般会員規約の承認について 

 第 10号議案 東海支部一般会員規約の承認について 

 第 11号議案 北海道支部一般会員規約の承認について 

 第 12号議案 一般会員規約の修正について 

 第 13号議案 関西支部賛助会員規約の承認について 

 第 14号議案 東海支部賛助会員規約の承認について 

 第 15号議案 北海道支部賛助会員規約の承認について 

 第 16号議案 関西支部協賛会員規約の承認について 

 第 17号議案 東海支部協賛会員規約の承認について 

 第 18号議案 北海道支部協賛会員規約の承認について 

 第 19号議案 経営実態調査への対策費用について 

〇協議、報告事項 

全て可決 

 
 

以上 


