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第１章 総則 

 

（名称） 

第１条 この会の名称を、東京都高齢者福祉施設協議会とする。 

 

（根拠） 

第２条 この内規は、東京都社会福祉協議会連絡協議会規程第８条により、東京都高齢者福祉施設

協議会の組織運営について必要な事項を定めるものとする。 

 

（目的） 

第３条 この協議会は、会員が相互にサービスの質を高め、広く都民に信頼される存在となり、さ

らに東京における利用者主体の高齢者福祉事業の進歩発展を図ることを目的とする。 

 

（事業） 

第４条 この協議会は、前項の目的を達成するために次の事業を行う。 

（１）高齢者福祉施設・事業所の運営に関する連絡調整 

（２）高齢者福祉施策の開発、及びその推進活動 

（３）高齢者福祉に関する調査研究 

（４）高齢者福祉施設・事業所職員の処遇、並びに研修、その他資質の向上に関する活動 

（５）高齢者福祉施設・事業所の人材育成に関する活動 

（６）高齢者福祉施設・事業所の広報に関する活動 

（７）その他、高齢者福祉の進歩改善並びに地域福祉の推進に関する活動 

 



第２章 会員 

 

（資格） 

第５条 この協議会の会員は、次の２種とする。 

（１）会 員 東京都社会福祉協議会定款第２３条に基づく会員のうち、特別養護老人ホーム、養

護老人ホーム、軽費老人ホームの施設長もしくは地域包括支援センター、在宅介護

支援センター及びデイサービスセンター等のセンター長であるもの。 

（２）準会員 前項の事業所について、おおむね１年以内に開設予定である事業所の代表者 

２ 会員は、第３９条で定める分科会に所属する。 

３ 会員に事故あるときは代理者をもって替えることができる。 

 

（責務） 

第６条 会員は、協議会のかかげる目的及び事業の達成に向けて、会員が相互に協力を行うととも

に、東京都社会福祉協議会会員憲章に関する規程に定める趣旨、内容を尊重し、これを遵

守しなければならない。 

 

（会費） 

第７条 会員は、総会の議決を経て別表１に定める会費を納入しなければならない。 

２ 会員は、前項で定める会費を納入することにより、所属する分科会等の活動に参加することが

できる。 

 

（退会及び除名） 

第８条 会員の退会及び除名は、東京都社会福祉協議会会員に関する規程による。 

  



第３章 総会 

 

（種別） 

第９条 この協議会の総会は、通常総会と臨時総会の２種とする。 

 

（構成） 

第１０条 総会は全ての会員をもって構成する。 

 

（権能） 

第１１条 総会は下記の事項を議決する。 

（１）役員の選任及び解任 

（２）会費の額 

（３）事業計画及び収支予算並びにその変更の承認 

（４）事業報告及び収支決算の承認 

（５）運営内規の変更 

（６）その他、協議会活動に関する重要事項 

 

（開催） 

第１２条 通常総会は、毎事業年度３回開催する。 

２ 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 

（１）常任委員会が必要と認め招集の請求をしたとき。 

（２）会員のうち２分の１以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があ

ったとき。 

 

（招集、議長） 

第１３条 総会は会長が招集し、その議長となる。 

２ 会長は、第１２条第２項第１号及び第２号の規定による請求があった場合は、速やかに臨時総

会を招集しなければならない。 

３ 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって通知し

なければならない。 

 

（定足数） 

第１４条 総会は、会員総数の３分の１以上の出席をもって成立する。ただし、委任状の提出によ

り委任することができる。 

 

（議決） 

第１５条 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決する

ところによる。 

 



（議決権等） 

第１６条 会員の議決権は平等なるものとする。 

２ 会員は、各々１個としての議決権を有する。２以上の施設・事業所を兼務し､会員となってい

る場合は施設・事業所ごとに１個とする。 

 

（議事録） 

第１７条 会長は次の事項を記載した総会の議事録を作成し、事務局に備えおき、会員の求めに応

じて閲覧に供しなければならない。 

（１） 日時及び場所 

（２） 会員総数及び出席者数 

（３） 審議事項 

（４） 議事の経過概要及び議決の結果 

  



第４章 役員 

 

（役員およびその定数） 

第１８条 この協議会に、次の役員をおく。 

この協議会に、次の役員をおく。 

（１） 会長           １名 

（２） 副会長          ６名以内 

（３） 特養分科会長       １名 

（４） 養護分科会長       １名 

（５） 軽費分科会長       １名 

（６） センター分科会長     １名 

（７） 支援センター分会長    １名 

（８） デイサービス分会長    １名 

（９） 特養副分科会長      ３名以内 

（10） 養護副分科会長      ３名以内 

（11） 軽費副分科会長      ３名以内 

（12） センター副分科会長    ２名以内 

（13） 支援センター副分会長   ２名以内 

（14） デイサービス副分会長   ２名以内 

（15） ブロック協議会長     １名 

（16） ブロック協議会副会長   各２名 

（17） 地域ブロック会長     １２名以内 

（18） 区市町村施設長会長    ６２名以内 

（19） 総務委員長        １名 

（20） 専門委員会の委員長        各１名 

（21） 専門委員会の副委員長      各２名 

（22） 職員研修統括委員長    １名 

（23） 職種別研修委員長     各１名 

（24） 特別委員会の委員長    １名 

（25） 特別委員会の副委員長   各２名 

（26） 情報・広報室長      １名 

（27） 各分科会内委員会の委員長  各１名 

（28） 監事           ３名 

 

（選任） 

第１９条 会長は、第２０条の規定により、会員による選挙によって、会員のうちから選出する。 

２ 副会長は、会長の推薦により総会において選任する。 

３ 分科会長は、その分科会に属する会員により、当該会員のうちから選出する。 

４ 分科会長は、当該会員のうちから副分科会長を推薦し、総会の承認を経て選任する。 

５ 地域ブロック会長は、その地域ブロック会に属する会員により、当該会員のうちから選出する。 

６ 総務委員長、ブロック協議会長、専門委員長、職員研修統括委員長、人材育成委員長、特別委

員長、情報・広報室長は、正副会長の協議によって推薦し、総会において選任する。 

７ 監事は総会において選任する。 

 

（選挙） 



第２０条 会長選任における選挙については、総務委員会が、別表２に定める「会長選挙管理要項」

により、選挙の管理運営を行う。 

２ 第１９条第２項～第７項において、選挙によることが妥当と会長が判断した場合は、別表２に

定める「会長選挙管理要項」を準用し、総務委員会に選挙の管理運営を委任することができる。 

 

（職務） 

第２１条 会長は協議会を代表し、協議会を総括する。 

２ 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは予め会長が指名した順位に従ってその職務を代

理する。 

３ 会長がやむを得ぬ事由により、任期途中で辞任した場合は、総会の承認を得て、あらかじめ会

長が指名した順位に従って副会長がその職に就任することができる。これにより就任した会長

の任期は前任者の残任期間とする。 

４ 正副分科会長は、分科会の活動、施設・事業所運営の状況等の把握ならびに意見調整に努め、

必要なときには総会及び常任委員会で報告する。 

５ 正副分会長は、分会の活動、施設・事業所運営の状況等の把握ならびに意見調整に努め、必要

なときには総会及び常任委員会で報告する。 

６ ブロック協議会長は、ブロック協議会及び区市町村施設長会代表者会の業務を統括する。 

７ ブロック協議会副会長は、ブロック協議会長を補佐し、ブロック協議会長に事故のあるときは

その職務を代理する。 

８ 正副地域ブロック会長は、相互に協力の上当該地域ブロック会活動を総括、推進し、その活動

の中で出された意見等をブロック協議会に反映させ、意見をのべる。また、ブロック協議会で

の付議事項を当該ブロック会に伝達し、必要事項について意見集約に努める。 

９ 区市町村施設長会長は、当該施設長会活動を総括、推進し、その活動の中で出された意見等を

地域ブロック会に反映させ、意見を述べる。また、地域ブロック会での付議事項を当該施設長

会に伝達し、必要事項について意見集約に努める。 

10 総務委員長は、総務委員会の業務を統括する。 

11 総務副委員長は、総務委員長を補佐し、総務委員長に事故あるときはその職務を代理する。 

12 総務委員は、総務委員会の業務を分担する。 

13 専門委員長は、その委員会の専門分野の業務を統括する。 

14 専門副委員長は、専門委員長を補佐し、専門委員長に事故あるときはその職務を代理する。 

15 専門委員は、その委員会の専門分野の業務を分担する。 

16 特別委員長は、その委員会の担当分野の業務を統括する。 

17 特別副委員長は、特別委員長を補佐し、特別委員長に事故あるときはその職務を代理する。 

18 特別委員は、その委員会の専門分野の業務を分担する。 

19 職員研修統括委員長は、職員研修分野の業務を統括する。 

20 各職種別研修委員長は、担当する職種別職員研修分野の業務を統括する。 

21 職種別研修委員及び幹事は、担当する職種別の職員研修分野の業務を分担する。 

22 情報・広報室長は、情報・広報室の業務を統括する。 

23 情報・広報室員は、情報・広報室の業務を分担する。 

24 各分科会内委員会の委員長は、その委員会の専門分野の業務を統括する。 



25 各分科会内委員会の委員は、その委員会の専門分野の業務を分担する。 

26 監事は協議会の業務および経理について監査する。 

 

（代行） 

第２２条 第１８条に規定する役員が、任期途中で辞任した場合は、それぞれ副分科会長、副分会

長、副ブロック長、副委員長が、その職務を代行する。 

２ 第１項により就任した代行の任期は、前役員の残任期間とする。 

 

（補充選任） 

第２３条 第１８条に規定する役員が、任期途中で辞任した場合は、第１９条各項の規定に基づき、

補充選任することができる。 

 

（任期） 

第２４条 役員並びに委員、監事の任期は４月１日から翌年度の３月３１日までの２年とする。た

だし、再任は妨げない。 

２ 補充選任により就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。 

 

（役員の兼務の制限） 

第２５条 第１８条に規定する役員は、他の役職を複数兼ねることはできない。ただし、総会で承

認を得た場合は、この限りでない。 

 

（顧問） 

第２６条 会長は、第２４条に規定する任期にあわせ、総会の承認を経て顧問を置くことができる。 

２ 顧問は、協議会の活動に関して、会長の諮問に答えまたは意見を具申する。 

３ 顧問は、会長が必要と認めるときは、常任委員会に出席し意見を述べることができる。 

  



第５章 常任委員会 

 

（構成） 

第２７条 常任委員会は、以下の役員をもって構成する。 

（１） 会長 

（２） 副会長 

（３） 特養分科会長 

（４） 養護分科会長 

（５） 軽費分科会長 

（６） センター分科会長 

（７） 支援センター分会長 

（８） デイサービス分会長 

（９） 総務委員長 

（10） 総務副委員長 

（11） 各専門委員会の委員長 

（12） 職員研修統括委員長 

（13） 人材育成委員長 

（14） 情報・広報室長 

（15） 各特別委員会の委員長 

（16） ブロック協議会が推薦するブロック長 

（17） 区市町村施設長会長代表者会が推薦する区市町村施設長会長 

２ 前項に定めるものの他、会長が必要と認めたものの出席を求めることができる。 

 

（権能） 

第２８条 常任委員会は、次の事項を決定し執行する。 

（１） 総会に付議すべき事項 

（２） 総会の議決した事項の執行に関する事項 

（３） その他、総会の議決を要しない協議会運営に関する事項 

 

（開催） 

第２９条 常任委員会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 

（１） 会長が必要と認めたとき。 

（２） 常任委員会委員総数の２分の１以上から招集の請求があったとき。 

 

（招集、議長） 

第３０条 常任委員会は会長が招集しその議長となる。 

２ 会長は、第２９条第２号の規定による請求があった場合は、速やかに常任委員会を招集しなけ

ればならない。 

３ 常任委員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって



通知しなければならない。 

 

（議決） 

第３１条 常任委員会の議事は、原則として全員一致とし、やむをえないときは出席者の過半数を

もって決する。 

 

（議決権等） 

第３２条 常任委員会委員の議決権は平等なるものとする。 

２ やむを得ない理由のため常任委員会に出席できない役員は、あらかじめ通知された事項につい

て、書面をもって意見を述べることができる。 

 

（議事録） 

第３３条 会長は次の事項を記載した常任委員会の議事録を作成し、事務局に備えおき、会員の求

めに応じて閲覧に供しなければならない。 

（１） 日時及び場所 

（２） 常任委員会委員総数及び出席者数 

（３） 審議事項 

（４） 議事の経過概要及び議決の結果 

  



第６章 組織 

（組織） 

第３４条 第４条に掲げた事業を行うため、第３章、第５章で規定した組織のほか、この協議会に

以下の組織を設置する。 

（１） 分科会及び分会 

（２） ブロック協議会 

（３） 地域ブロック会 

（４） 区市町村施設長会代表者会 

（５） 総務委員会 

（６） 専門委員会 

（７） 職員研修委員会 

（８） 情報・広報室 

（９） 第６２から第６４条に規定する特別委員会および合同委員会 

 

（組織図） 

第３５条 この協議会の組織図は別表３で定める。 

 

（招集、議長） 

第３６条 第３４条で規定する組織の招集および議長は、各組織の長が行うこととする。 

２ 第３４条で規定する組織の付議事項については、各組織の長が必要と認めた事項およびその組

織に属する会員等から要求のあった事項、常任委員会およびブロック協議会から付託された事

項とする。 

 

（小委員会） 

第３７条 第３４条で規定する組織は、各組織内に小委員会を設けることができる。 

 

（旅費補填） 

第３８条 第５章で規定した組織および第３４条第１項、第２項および第５項～第９項で規定する

組織の活動に対しては、別表４で定める「委員会活動等に伴う旅費補填規定」に基づき、

旅費等の一部を補填する。 

 

 

  



第１節 分科会及び分会 

（構成） 

第３９条 この協議会に、次の分科会をおく。 

（１）特養分科会 第５条第１項に規定する会員のうち、特別養護老人ホームの施設長により構成

する。 

（２）養護分科会 第５条第１項に規定する会員のうち、養護老人ホームの施設長により構成する。 

（３）軽費分科会 第５条第１項に規定する会員のうち、軽費老人ホームの施設長により構成する。 

（４）センター分科会 第５条第１項に規定する会員のうち、地域包括支援センター、在宅介護支

援センター及びデイサービスセンター等のセンター長等センター業務の管理担当者により

構成する。 

 

（活動） 

第４０条 分科会は各種別施設・事業所の運営・経営・利用者支援等に関する事項についての研修・

調査・意見交換等の活動を行う。 

２ 分科会の活動は、分科会長が分科会に属する会員の意見を聞きながら決定する。 

 

（招集、議長） 

第４１条 分科会は、分科会長が招集し、その議長となる。 

 

（分会） 

第４２条 分科会に、分会を置くことができる。 

 

（分会の構成） 

第４３条 分会の構成は、設置する分科会に所属する会員により構成する。 

 

（分会の活動） 

第４４条 分会は各種別施設・事業所の運営・経営・利用者支援等に関する事項についての研修・

調査・意見交換等の活動を行う。 

２ 分会の活動は、分会長が分会に属する会員の意見を聞きながら決定する。 

 

 

  



第２節 ブロック協議会 

（構成） 

第４５条 ブロック協議会は、会長、副会長、分科会長、地域ブロック会長により構成する。 

２ 地域ブロック会長がやむをえない事由によりブロック協議会に出席できない場合は、それぞれ

地域ブロック内からの代理出席者をもって替えることができる。 

３ 会長は、第１項に規定するものの他３名以内のものを推薦することができる。 

 

（活動） 

第４６条 ブロック協議会は、各地域ブロック及び区市町村における活動について、連絡調整及び

活動強化への支援等を行うとともに、広域的に共通する福祉課題に対して、提言・調査・

人材養成・広報・意見交換等の活動を行う。 

２ ブロック協議会は、ブロック協議会長が招集し、その議長となる。 

３ ブロック協議会の活動内容についてはブロック協議会長が会員の意見を聞きながら決定する。 

 

 

第３節 地域ブロック会 

（構成） 

第４７条 地域ブロック会は、別表５に定める「地域ブロック会運営要項」により、地域ブロック

を設け、それぞれの地域ブロック会に属する、第５条に規定する会員により構成する。 

 

（活動） 

第４８条 地域ブロック会は、総会、ブロック協議会及び分科会等で示された活動に積極的に取り

組み、当該ブロックにおける高齢者福祉とそれに関する地域福祉についての研修・調

査・意見交換等の活動を行う。また、必要に応じて協議会全体の活動等についてブロッ

ク協議会へ提案することができる。 

２ 地域ブロック会の活動については地域ブロック会長が当該地域ブロック会に属する会員の意

見を聞きながら決定する。 

３ 地域ブロック会の開催は、その構成会員全員の出席を原則とする。 

 

（副会長の設置、招集の代替） 

第４９条 地域ブロック会に、当該地域ブロック会に属する会員の互選により、地域ブロック副会

長を置くことができる。 

２ 地域ブロック会の招集が困難な場合は、当該地域ブロック会で予め承認を得た上で、第５０条

に規定する区市町村施設長会代表者の招集により代替することができる。 

 

  



第４節 区市町村施設長会および代表者会 

（構成） 

第５０条 区市町村施設長会は、第５条第１項に規定する会員により、都内区市町村ごとに構成す

る。ただし、当該地域ブロック会において認められた場合、この限りではない。 

２ 区市町村施設長会に会員の互選により会長を置くものとする。また、必要に応じて副会長を置

くことができる。 

３ 区市町村施設長会は、必要に応じて、第５条第 1項に規定する会員により、分科会を置くこと

ができる。 

４ 区市町村施設長会は、必要に応じて、当該区市町村内の施設・事業所・団体等の出席を求める

ことができる。 

 

（活動） 

第５１条 区市町村施設長会は、ブロック協議会及び当該地域ブロック会等で示された活動に積極

的に取り組むとともに、当該区市町村内における高齢者福祉とそれに関する地域福祉に

ついての研修・調査・意見交換その他、会員の意見により活動を行う。また、必要に応

じて協議会全体の活動等について当該地域ブロック会へ提案することができる。 

２ 区市町村施設長会は、当該区市町村内における高齢者福祉施設・事業所等の経営・運営・処遇

に関する事項について、必要に応じて当該区市町村と協議を行う。 

 

（代表者会） 

第５２条 区市町村施設長会代表者会は、区市町村における活動について、連絡調整及び活動強化

への支援等を行うとともに、高齢者福祉とそれに関する地域福祉についての提言・調

査・広報・意見交換等の活動を行う。 

２ 区市町村施設長会代表者会は、第５０条により構成する区市町村施設長会もしくは区市町村に

おける高齢者福祉施設長、事業所長、管理者による連絡調整組織の長で構成する。 

３ 区市町村施設長会代表者会は、ブロック協議会長が招集し、その議長となる。 

４ 区市町村施設長会代表者会についてはブロック協議会長が会員の意見を聞きながら決定する。 

５ 区市町村施設長会代表者会の円滑な運営のために幹事会を置く。 

６ 幹事会の幹事は、会員のうち、以下の各号により推薦され、総会で選任されたもので構成する。 

（１） ブロック協議会長    １名 

（２） ブロック協議会からの推薦によるもの  ２名以内 

（３） 区市町村施設長会代表者会の推薦によるもの ４名以内 

 

 

第５節 総務委員会 

（構成） 

第５３条 総務委員会の委員は、会員のうち、以下の各号により推薦され、総会で選任されたもの

で構成する。 

（１） 各地域ブロック会からの推薦によるもの   各３名以内 

（２） 分科会及び分会からの推薦によるもの    ５名以内 



２ 総務委員長は、第１項に規定するものの他３名以内のものを推薦することができる。また、学

識経験者等を臨時委員として推薦することができる。 

３ 総務委員会に、総務委員会に所属する会員の互選により、副委員長を置く。 

 

（活動） 

第５４条 総務委員会は、常任委員会から付託された事項のほか、以下の事項について活動を行う。 

（１） 事業計画及び収支予算作成、並びに執行管理 

（２） 事業報告及び決算 

（３） 協議会の広報に関する事項 

（４） その他、協議会活動に関する事項 

 

第６節 情報・広報室 

（構成） 

第５５条 情報・広報室の室員は、以下の各号により推薦され、総会で選任されたもので構成する。 

（１） 会長 

（２） 総務委員長 

（３） センター分科会長 

（４） 情報・広報室長 

（５） （１）から（４）の協議により推薦する臨時委員 

２ 第１項に規定するものの他、情報・広報室員の協議により役員の出席を求めることができる。 

 

（活動） 

第５６条 情報・広報室は、常任委員会から付託された以下の事項について活動を行う。 

（１） 高齢者福祉施設・事業所及び人材の広報に関する活動 

（２） その他、常任委員会から付託された活動 

 

第７節 専門委員会 

（専門委員会） 

第５７条 この協議会に、次の専門委員会を置く。 

（１）制度検討委員会  

（２）経営検討委員会 

（３）施設管理検討委員会 

（４）利用者支援検討委員会 

（５）人材対策委員会 

（６）災害対策検討委員会 

 

（構成） 

第５８条 専門委員会の委員は、会員のうち、地域ブロック会からの推薦により、総会で選任され

た者で構成する。 

２ 第１項に規定する推薦数は、各地域ブロック会３名以内とする。ただし、総会で承認を得た場



合は、この限りでない。 

３ 分科会及び分会からの推薦がある場合は、第１項の規定に加えて各分科会及び各分会それぞれ

２名以内の者を委員に加えることができる。 

４ 専門委員長は、第１項から第３項に規定するものの他５名以内の者を委員に推薦することがで

きる。 

５ 専門委員長は、学識経験者等を臨時委員として推薦することができる。 

６ 専門委員会に、専門委員会に所属する会員の互選により、副委員長を置く。 

 

（活動） 

第５９条 専門委員会は、それぞれの専門分野に関する事項についての活動を行う。 

 

 

 

第８節 職員研修委員会 

（構成） 

第６０条 職員研修委員会は、別表６に定める「職員研修委員会運営要項」により選出された委員

及び幹事で構成する。 

 

（活動） 

第６１条 職員研修委員会は高齢者福祉施設・事業所職員の資質向上のための研修・調査・研究・

意見交換等を行う。 

 

 

第９節 特別委員会および合同委員会 

 

（特別委員会および合同委員会） 

第６２条 第５７条に規定する専門委員会以外に、常任委員会の承認を得て、特別委員会および合

同委員会を設けることができる。 

 

（特別委員会の構成） 

第６３条 特別委員会委員は、常任委員会の推薦により総会で選任された者で構成する。 

２ 特別委員会に、当該所属委員の互選により、副委員長を置く。 

 

（合同委員会の構成） 

第６４条 合同委員会委員は、常任委員会の推薦により総会で選任された者で構成する。 

２ 合同委員会は東京都社会福祉協議会の各連絡協議会等との合同により、共通の問題などに取り

組むこととする。 

 

 



第７章 会計 

 

（予算） 

第６５条 この協議会の予算は、毎会計年度開始前に総会の議決を得なければならない。 

 

（決算） 

第６６条 この協議会の事業報告書、財産目録、貸借対照表および収支計算書は、毎会計年度終了

後２か月以内に監事による監査を経て総会の承認を得なければならない。 

 

（会計年度） 

第６７条 この協議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。 

 

 

 

第８章 内規の変更 

（内規の変更） 

第６８条 この内規を変更しようとするときは、総会での議決を得なければならない。 

 

 

 

附則 

 

１ この内規は平成２６年４月１日より施行する。 

２ 東京都社会福祉協議会老人福祉部会及び高齢者施設福祉部会及びセンター部会の運営内規及

び部会運営を定めた関連要項等は、この内規の成立をもって効力を失う。 

３ 第２４条で定める役員並びに委員、監事の任期は、平成２６年度に限り、平成２６年４月１日

から平成２７年３月３１日までの１年とする。その他の事項は、第２４条を準用する。 

 

 

 

平成２６年１２月１８日 制定 

平成２７年 １月２３日 一部改正 

平成２８年 １月２９日 一部改正 

平成２９年 ２月１０日 一部改正 

 

 


