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    １ 会の運営及び連絡調整 

１）会長・副会長会議 

 ・第１回会長・副会長会議 

  コロナウイルス感染防止のため、開催を中止。 

 ・第２回会長・副会長会議 

  日時：令和２年８月２７日（木）１３：４５～１４：３０ 

  場所：和歌山ビッグ愛７階 共同会議室１，２ 

  出席者：赤阪会長、堀川副会長、岡副会長、瀧口幹二（副会長就任予定者）。 

      初山副会長は欠席。  

  議題 

⑴ 令和２年度市町村単位老人クラブリーダー研修会について 

⑵ 県老連会長表彰記念品について 

⑶ 令和３年度近畿ブロック老人クラブリーダー研修会（白浜）について 

⑷ ㈲シニアサービス社からの寄附金（100万円）の使途について 

⑸ その他報告事項等 

内容 

・ 令和２年度市町村単位老人クラブリーダー研修会は、コロナ感染防止のた

め、表彰式と事務局からの連絡事項のみ実施することとし、研修会、事例

発表は行わない。また、開催場所は和歌山県民文化会館のみとし、参加者

は、受賞者、受賞関係市町村老連等の会長、事務局職員等に限定する。 

・ 令和２年度の県老連会長表彰記念品はクオカードとする。 

・ 令和３年度近畿ブロック老人クラブリーダー研修会は、スライドで和歌山

県老連が担当。コロナ対策と経費節減への対応が必要だが、全老連からの

提示待ち。遅くとも１１月頃までには提示がほしいところ。最終的な決定

は２月頃となる見込みであり、それまでは具体の内容は不確定。 

・ 寄附金は、一般財源に組み入れることとし、これを財源とした特別事業は

行わない。 

・ 報告事項として、令和２年度の今後の事業予定及び会長・副会長の日程を

報告。 

 ・第３回会長・副会長会議 

  日時：令和３年１月２０日（水）１３：１５～１６：００ 

場所：和歌山ビッグ愛１２階 １２０３号 

出席者：赤阪会長、堀川副会長、岡副会長、初山副会長、瀧口副会長 

  議題 

 ⑴ 報告事項 

① 基本財産の管理状況について 

 ⑵ 協議事項 

① 令和３年度事業計画（案）について 



3 

 

② 令和３年度事業予算（案）の概要について 

③ 令和３年度近畿ブロック老人クラブリーダー研修会の予定（仮）につい

て 

④ 県老連の「給与規則」及び「旅費規程」の改正について 

⑤ その他 

 ⑶ その他 

① １月～３月の行事予定について 

② その他 

  内容 

・ 基本財産については、６９百万円余を８つの金融機関に分割して定期預金

で運用。一の金融機関の預金額はペイオフを考慮して１千万円を上限にし

ている。利率は、0.002～0.010％である。また、３０百万円を１０年もの

の共同地方債で運用しており、その利率は 0.131％、１０百万円を７年も

ののソフトバンクグループ㈱の社債で運用しており、その利率は 1.38％で

ある。 

・ 事業計画（案）については、日程はほぼ確定しており、開催場所は会場が

押さえられていないものがいくつかある。 

・ 事業予算（案）については、事業計画（案）に従い、見込んでいる。県老

連が主催する近畿ブロック老人クラブリーダー研修会に係る予算が特徴的

である。 

・ 近畿ブロック老人クラブリーダー研修会については、コロナ対策で当初の

白浜町での開催を和歌山市に変更する計画として近畿ブロックに提示し、

細かい要望はあるもののほぼ全面的に合意を得ているところ。まず、会場

に余裕を確保すべき必要から参加者を１２０名とし、３つの分科会、その

役割担当は１の分科会につき座長２名、事例・意見発表者２名とした。ま

た、感染防止のため、懇親会と２日目の昼食の提供はしないこととした。 

・ 「給与規則」及び「旅費規程」については、現状にそぐわない規定がある

ため、ご案内の事項につき改正作業中。３月の理事会には成案を提案する

予定。 

・ コロナの影響で補助事業の予算消化が少ない状況にあり、その予算で体力

測定用の器具を購入し、配布してはどうかと考えているがどうかと意見を

求めたところ、市町村老連の事務局から意見を聞いて決めてほしいとのこ

とであった。 

 

 ・第４回会長・副会長会議 

  日時：令和３年３月２４日（火）１１：１５～１２：００ 

  場所：和歌山ビッグ愛８階 ８０２号 

  出席者：赤阪会長、岡副会長、初山副会長、瀧口副会長 

  議題 

⑴ 理事会への提案議案について 

⑵ 理事会での報告事項について 
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⑶ 理事会でのその他の連絡事項について 

⑷ ４月～８月の会長・副会長の予定について 

２）理事会  

 ・第１回理事会（書面審議） 

  コロナウイルス感染防止のため、開催を中止。 

令和２年６月８日、代表理事赤阪修一が理事の全員に対して令和２年度第１回理

事会の目的である事項について提案書を発し、同年６月１５日、理事の全員から書

面により同意の意思表示を得たので、定款第３１条第２項の規定に基づき当該提案

を可決する旨の理事会の決議があったものとみなされた。 

理事会の決議があったものとみなされた事項の内容は、以下のとおり。 

第１号提案令和元年度事業報告について  

   「令和元年度 事業実績報告書」のとおり承認する。 

  第２号提案 令和元年度収支決算報告について 

   「令和元年度 決算書」のとおり承認する。 

  第３号提案 令和元年度公益目的支出計画実施報告について 

   「令和元年度 公益目的支出計画実施報告書」のとおり承認する。 

  第４号提案 評議員候補者の評議員会への提案について 

   評議員会に次の評議員候補者の選任を提案する旨を承認する。 

  評議員候補者 

地域等 氏  名 備      考 

和歌山市 小串 幸一 和歌山市老人クラブ連合会副会長 

海南市・海草郡 宮下 和久 紀美野町老人クラブ連合会会長 

紀の川市・岩出市 吉田  巽 岩出市老人クラブ連合会会長 

橋本市・伊都郡 吉村 正樹 伊都郡老人クラブ連合会会長（かつらぎ町老連）  

有田市・有田郡 木村 訓三 有田郡老人クラブ連合会会長（有田川町老連） 

御坊市・日高郡 江口 政和 日高郡老人クラブ連合会会長（日高町老連） 

新宮市・東牟婁郡 須川 時夫 東牟婁郡老人クラブ連合会会長（太地町老連） 

関係団体 島本 博紀 和歌山県健康福祉部長寿社会課副課長 

関係団体 谷口 恵美 和歌山県消費生活センター所長 

関係団体 浅井 則樹 和歌山県社会福祉協議会事業部長 

  第５号提案 理事の推薦について  

   評議員会に次の理事候補者を推薦する旨を承認する。 

  理事候補者 

地域等 氏  名 備    考 

和歌山市 中尾 純和 和歌山市老人クラブ連合会会長 

海南市・海草郡 森本 次一 海南市老人クラブ連合会会長 

紀の川市・岩出市 門 眞一郎 紀の川市老人クラブ連合会会長 

橋本市・伊都郡 堀川 憲一 橋本市老人クラブ連合会会長 
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有田市・有田郡 佐原 一彦 有田市老人クラブ連合会会長 

御坊市・日高郡 赤阪 修一 御坊市老人クラブ連合会会長 

田辺市・西牟婁郡 初山  茂 田辺市老人クラブ連合会連絡協議会会長 

新宮市・東牟婁郡 上廣 正幸 新宮市老人クラブ連合会会長 

女性部会長 岡  広子 県老連女性部会部会長（海南市老連） 

女性部副部会長 井上 正子 県老連女性部会副部会長（有田市老連） 

事務局長 田中 健司 和歌山県より県老連に派遣 

  第６号提案 監事の推薦について  

   評議員会に次の監事候補者を推薦する旨を承認する。 

  監事候補者 

基 準 氏  名 備    考 

財務諸表を監査し得る者 川邑 宗司 税理士 

老人クラブ活動を熟知する者 瀧口 幹二 和歌山市老人クラブ連合会副会長 

  第７号提案 令和２年度定時（第１回）評議員会の決議の省略について 

令和２年度定時（第１回）評議員会の招集を中止し、定款第１８条第４項の決

議を省略する方法（いわゆる「みなし決議」）により可決を行うこととする旨を承

認する。 

  第８号提案 令和２年度臨時評議員会の開催について 

７月下旬に、理事からの提案に対し定款第１８条第４項の決議を省略する方法

によって評議員会を開催することとし、現評議員（田辺市・西牟婁郡地域）の任

期満了に伴う新評議員の選任に関する提案をする旨を承認する。 

  第９号提案 令和２年度臨時理事会の開催について 

評議員会（書面による）による理事の選任決議後遅滞なき時期に、臨時理事会

を開催することとし、理事の改選に伴う新会長、新副会長及び新常務理事の選定

を行う旨を承認すること及び７月下旬に、理事からの提案に対し、定款第３１条

第２項の決議を省略する方法によって理事会を開催することとし、評議員会に対

し、現評議員（田辺市・西牟婁郡地域）の任期満了に伴う新評議員の選任に関す

る提案をする旨を承認する。 

  報告事項 会長、副会長及び常務理事の職務執行状況の報告について 

報告（「定款第２２条第３項に基づく会長、副会長及び常務理事の職務執行状況

（令和元年度）」の内容を承認する。  

 

 ・第一回臨時理事会 

  日時：令和２年６月２５日（木） １３：２７～１４：３０ 

  場所：和歌山ビッグ愛８階 ８０１号 

  出席者：理事１０名、監事２名（中尾理事は欠席） 

  議題 

⑴ 会長、副会長及び常務理事の選定について 

  会長に赤阪修一氏、副会長に堀川憲一氏、岡 広子氏及び初山 茂氏並び

に常務理事に田中健司氏が選定され、もう１名の副会長には、今後改選予定
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の和歌山市から推薦される新理事を選定することが決定された。 

⑵ 副会長が会長の職務執行を代行する場合における代行順位の決定について 

  第一順位を堀川副会長、第二順位を岡副会長、第三順位を初山副会長、第

四順位を和歌山市から推薦される新理事とすることが決定された。 

⑶ その他事項 

 ① 令和２年度月別事業計画について 

 ② メールによる会議の出欠報告について 

 ③ 市町村老人クラブ連合会の会員増強運動の実績 

 

 ・第二回臨時理事会（書面審議） 

令和２年７月３１日、代表理事赤阪修一が理事の全員に対して令和２年度第２

回理事会の目的である事項について提案書を発し、同年８月１４日、理事の全員

から書面により同意の意思表示を得たので、定款第３１条第２項の規定に基づき

当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなされた。 

理事会の決議があったものとみなされた事項の内容は、以下のとおり。 

第１号提案 評議員候補者の評議員会への提案について  

 決議事項 評議員会に次の評議員候補者の選任を提案する旨を承認すること 

評議員候補者 

地域等 氏  名 備      考 

和歌山市 中村 協二 和歌山市老人クラブ連合会副会長 

田辺市・西牟婁郡 木村 孝士 西牟婁郡老人クラブ連合会会長 

 第２号提案 理事の推薦について  

  決議事項 評議員会に次の理事候補者を推薦する旨を承認すること 

  理事候補者 

地域等 氏  名 備    考 

和歌山市 瀧口 幹二 和歌山市老人クラブ連合会会長 

  第３号提案 監事の推薦について  

   決議事項 評議員会に次の監事候補者を推薦する旨を承認すること 

   監事候補者 

基 準 氏  名 備    考 

老人クラブ活動を熟知する者 上野 芳暉 和歌山市老人クラブ連合会副会長 

  第４号提案 副会長の選定について 

    決議事項 第２号提案に関し、瀧口幹二氏の理事への選任が評議員会におい

て決議されると同時に、同氏を副会長に選定されたものとする旨を承認するこ

と 

・第２回理事会 

  日時：令和３年３月２４日（火）１３：１５～１５：３０ 

場所：和歌山ビッグ愛８階 ８０１号 

出席者：１１名（堀川副会長及び森本理事は欠席） 

  議題 
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 ⑴ 令和２年度補正予算（案）について 

   全員一致で承認された。 

 ⑵ 令和３年度事業計画（案）について 

   全員一致で承認された。 

 ⑶ 令和３年度収支予算（案）について 

   全員一致で承認された。 

 ⑷ 運営安定基金の取崩しについて 

   全員一致で承認された。 

 ⑸ 一般財団法人和歌山県老人クラブ連合会職員給与規則の改正（案）につい

て 

   若干の質疑の後、全員一致で承認された。 

 ⑹ 一般財団法人和歌山県老人クラブ連合会旅費規程の改正（案）について 

   全員一致で承認された。 

 ⑺ 令和３年度評議員会の招集について 

   全員一致で承認された。 

 ⑻ 追加議案 評議員候補について 

   ３月３１日で辞任する浅井則樹氏及び谷口恵美氏の後任として、それぞ 

れ日吉康文氏（社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会参事）及び嶋岡真志氏

（和歌山県消費生活センター所長）を候補者として評議員会に提案すること

を決定した。 

 ⑼ 追加議案 理事候補の推薦について 

３月３１日で辞任する田中健司氏の後任として、中村安雄氏（一般財団法

人和歌山県老人クラブ連合会事務局長）を候補者として評議員会に提案する

ことを決定した。 

⑽ 追加議案 常務理事の選定について 

理事候補者として評議員会に提案することが決定された中村安雄氏を評議

員会で理事に選任されることを条件に常務理事に選定することとし、４月１

日、理事に就任すると同時に、常務理事に就任させることを決定した。 

  報告事項 

 ⑴ 会長、副会長及び常務理事の職務執行状況について 

 ⑵ 基本財産の運用について 

 ⑶ 運営安定基金の取り崩しについて 

 ⑷ 令和３年度会員増強対策基本方針について 

 ⑸ 令和３年度「会員加入増強等老人クラブ顕彰」実施要項について 

  その他 

 ⑴ 令和３年度月別事業計画について 

 ⑵ 令和３年度近畿ブロックリーダー研修会について 

 ⑶ 第５０回全国老人クラブ大会について 
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３）評議員会 

 ・第１回評議員会（書面審議） 

  コロナウイルス感染防止のため、開催を中止。 

令和２年６月１５日、代表理事 赤阪修一が評議員の全員に対して上記令和２年

度第１回評議員会の目的である事項について提案書を発し、同年６月２２日評議員

の全員から書面により同意の意思表示を得たので、定款第１８条第４項の規定に基

づき、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなされた。 

理事会の決議があったものとみなされた事項の内容は、以下のとおり。 

  第１号提案 令和元年度事業報告について  

   「令和元年度 事業実績報告書」のとおり承認する。 

  第２号提案 令和元年度収支決算報告について 

   「令和元年度 決算書」のとおり承認する。 

  第３号提案 令和元年度公益目的支出計画実施報告について 

   「令和元年度 公益目的支出計画実施報告書」のとおり承認する。 

  第４号提案 評議員の選任について 

   次の評議員候補者を評議員に選任する。 

  評議員候補者 

地域等 氏  名 備      考 

和歌山市 小串 幸一 和歌山市老人クラブ連合会副会長 

海南市・海草郡 宮下 和久 紀美野町老人クラブ連合会会長 

紀の川市・岩出市 吉田  巽 岩出市老人クラブ連合会会長 

橋本市・伊都郡 吉村 正樹 伊都郡老人クラブ連合会会長（かつらぎ町老連）  

有田市・有田郡 木村 訓三 有田郡老人クラブ連合会会長（有田川町老連） 

御坊市・日高郡 江口 政和 日高郡老人クラブ連合会会長（日高町老連） 

新宮市・東牟婁郡 須川 時夫 東牟婁郡老人クラブ連合会会長（太地町老連） 

関係団体 島本 博紀 和歌山県健康福祉部長寿社会課副課長 

関係団体 谷口 恵美 和歌山県消費生活センター所長 

関係団体 浅井 則樹 和歌山県社会福祉協議会事業部長 

  第５号提案 理事の選任について  

   次の理事候補者を理事に選任する。 

  理事候補者 

地域等 氏  名 備    考 

和歌山市 中尾 純和 和歌山市老人クラブ連合会会長 

海南市・海草郡 森本 次一 海南市老人クラブ連合会会長 

紀の川市・岩出市 門 眞一郎 紀の川市老人クラブ連合会会長 

橋本市・伊都郡 堀川 憲一 橋本市老人クラブ連合会会長 

有田市・有田郡 佐原 一彦 有田市老人クラブ連合会会長 

御坊市・日高郡 赤阪 修一 御坊市老人クラブ連合会会長 
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田辺市・西牟婁郡 初山  茂 田辺市老人クラブ連合会連絡協議会会長 

新宮市・東牟婁郡 上廣 正幸 新宮市老人クラブ連合会会長 

女性部会長 岡  広子 県老連女性部会部会長（海南市老連） 

女性部副部会長 井上 正子 県老連女性部会副部会長（有田市老連） 

事務局長 田中 健司 和歌山県より県老連に派遣 

  第６号提案 監事の選任について  

   次の監事候補者を監事に選任する。 

  監事候補者 

基 準 氏  名 備    考 

財務諸表を監査し得る者 川邑 宗司 税理士 

老人クラブ活動を熟知する者 瀧口 幹二 和歌山市老人クラブ連合会副会長 

  報告事項 令和２年度臨時評議員会の開催について 

７月下旬に臨時評議員会を開催し、現評議員（田辺市・西牟婁郡地域）の任期

満了に伴う新評議員の選任につき、定款第１８条第４項の決議を省略する方法（い

わゆる「みなし決議」）により決議を行うこととする理事からの報告を承認する。 

 ・臨時評議員会（書面審議） 

令和２年８月２０日、代表理事 赤阪修一が評議員の全員に対して上記令和２

年度第１回臨時評議員会の目的である事項（１に記載の第１号提案から第３号提

案まで及び報告事項）について提案書を発し、同年８月３１日評議員の全員から

書面により同意の意思表示を得たので、一般財団法人和歌山県老人クラブ連合会

定款第１８条第４項の規定に基づき、当該提案を可決する旨の評議員会の決議が

あったものとみなされた。 

評議員会の決議があったものとみなされた事項の内容は、以下のとおり。 

   第１号提案 評議員の選任について 

    決議事項 次の評議員候補者を評議員に選任すること 

   評議員候補者 

地 域 等 氏  名 備     考 

和歌山市 中村 協二 和歌山市老人クラブ連合会副会長 

田辺市・西牟婁郡 木村 孝士 西牟婁郡老人クラブ連合会会長 

  第２号提案 理事の選任について  

    決議事項 次の理事候補者を理事に選任すること 

  理事候補者 

地 域 等 氏  名 備     考 

和歌山市 瀧口 幹二 和歌山市老人クラブ連合会会長 

  第３号提案 監事の選任について  

    決議事項 次の監事候補者を監事に選任すること 

  監事候補者 
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基 準 氏  名 備     考 

老人クラブ活動を熟知する者 上野 芳暉 和歌山市老人クラブ連合会副会長 

 

・第２回評議員会 

 日時：令和３年３月２６日（金）１３：１５～１４：３０ 

 場所：和歌山ビッグ愛８階 ８０１号 

 出席者：評議員８名（木村訓三評議員、木村孝士評議員及び須川評議員は欠席）、

県老連会長 

 議題 

⑴ 令和２年度補正予算の承認について 

  全員一致で承認された。 

⑵ 令和３年度事業計画の承認について 

  全員一致で承認された。 

⑶ 令和３年度収支予算の承認について 

  全員一致で承認された。 

⑷ 評議員の選任について 

３月３１日で辞任する浅井則樹氏及び及び谷口恵美氏の後任として、それぞ

れ日吉康文氏（社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会参事）及び嶋岡真志氏（和

歌山県消費生活センター所長）を選任した。両名は、令和３年４月１日に評議

員に就任する。 

⑸ 理事の選任について 

３月３１日で辞任する田中健司氏の後任として、中村安雄氏（一般財団法人

和歌山県老人クラブ連合会事務局長）を選任した。氏は、令和３年４月１日に

理事に就任する。 

 報告事項 

⑴ 令和３年度評議員会の招集について 

⑵ 基本財産の運用について 

⑶ 運営安定基金の取り崩しについて 

⑷ 一般財団法人和歌山県老人クラブ連合会職員給与規則の改正について 

⑸ 一般財団法人和歌山県老人クラブ連合会旅費規程の改正について 

⑹ 令和３年度会員増強対策基本方針について 

⑺ 令和３年度「会員加入増強等老人クラブ顕彰」実施要項について 

 その他 

⑴ 令和３年度月別事業計画について 

⑵ 令和３年度近畿ブロックリーダー研修会について 

⑶ 第５０回全国老人クラブ大会について   

４）監事会 

  日時：令和２年５月２２日（金）１３：３０～１５：４０ 

場所：和歌山ビッグ愛９階 ９０２号 

出席者：１名（川邑監事は欠席） 
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  議題 

   ⑴ 令和元年度事業報告について（適正） 

   ⑵ 令和元年度収支決算報告について（適正） 

⑶ 公益目的支出計画実施報告について（適正） 

なお、川邑監事には追って監査結果の報告をいただいた。 

５）保健・体育部会 

 ・当初予定の保健・体育部会 

コロナウイルス感染防止のため、令和２年５月１２日（火）に予定していた部会

の開催を延期。令和２年４月１３日（月）、書面により、令和元年度の事業実績及

び令和２年度の事業計画について報告を行った。 

 ・第１回保健・体育部会 

日時：令和２年１０月１５日（木）１３：１５～１５：１０ 

場所：和歌山ビッグ愛１２階１２０１号 

出席者：８名 

議題 

 ⑴ 部会長（１名）及び副部会長（２名）の選定について 

 ⑵ 令和元年度事業報告及び令和２年度事業計画について 

 ⑶ これまでの保健・体育部会関係事業の状況について 

 ⑷ 今後の事業等のあり方について 

  ① 保健・体育部会の開催時期について 

  ② 現在実施している事業の評価について 

   ・ 健康づくりリーダー養成講座 

   ・ 体力測定員養成講座 

   ・ 健康づくり推進員の登録 

   ・ 高齢者の健康づくり・生活支援セミナー（全老連主催）への参加 

   ・ ふれあいスポーツフェスティバル実施助成事業 

   ・ 「健康ウォーキング」推進事業 

  ③ 新たな事業について 

 ⑸ その他 

６）女性部会 

 ・第１回女性部会 

日時：令和２年６月１日（月）１３：１５～１５：００ 

場所：和歌山ビッグ愛８階 ８０１号 

出席者：１６名 

  報告事項 

・ 出席状況 

・ 委員の異動 

・ 令和元年度県老連女性部会事業報告について 

・ 令和元年度生活モニター活動報告について 
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・ 各市町村老人クラブ連合会女性部の状況について 

  議題 

・ 会長、副部会長の選出について 

  会長：岡 広子、副部会長：井上正子、杉浦 英 

・ 令和２年度老人クラブ女性部会活動について 

・ 令和２年度市町村老人クラブ女性リーダー研修会（兼 人権・同和研修会）

について 

・ 令和２年度高齢者の健康づくり・生活支援セミナー参加について 

・ その他 

・第２回女性部会 

  日時：令和２年７月１７日（金）１３：１５～１５：３０ 

場所：和歌山ビッグ愛１２階 １２０１号 

出席者：１６名 

  報告事項 

・ 都道府県・指定都市老連代表者会議の報告について 

   女性部会長            岡  広子 

  ・ 高齢者の健康づくり・生活支援セミナー参加報告について 

     和歌山市老連女性部会委員     佐々本知代 

 基調報告  

  ・ 老人クラブを取り巻く状況と課題について 

     県老連事務局長          田中 健司 

 実技研修 

  ・ いきいきクラブ体操の説明と実技 

     和歌山県スポーツ振興財団  

      事業振興課長（健康運動指導士） 今阪 豪 氏 

７）郡・市町村老連会長、事務局長会議  

日時：令和２年６月３０日（火）１３：１５～１５：４５ 

場所：和歌山ビッグ愛１階 大ホール 

参加者：３５名（コロナウイルス感染防止のため、老連会長の招聘を取りやめ、

事務局長又は事務担当者のみの参加として開催した。） 

  会議内容 

  ・基調説明 「老人クラブを取り巻く状況と課題について」 

                    県老連事務局長  田中 健司 

  ・保険説明 「老人クラブ傷害保険について」 

                 東京海上日動火災保険㈱ 栗山 紀一 氏 

・講演   「特殊詐欺被害防止について」 

  県警察本部 特殊詐欺被害防止アドバイザー 石本 省三 氏 

  県警察本部 特殊詐欺被害防止アドバイザー 松本 忠雄 氏 

  ・講演   「和歌山県の空き家対策について」 

                      県建築住宅課 尾高伸一郎 氏 
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  ・講演   「ワールドマスターズゲームズ 2021関西について」 

                       県教育委員会スポーツ課 

８）郡・市町村老連事務担当者会議 

日時：令和３年２月１８日（木）１３：１５～１６：００ 

場所：和歌山ビッグ愛８階 ８０１号室 

参加者：３３名（郡・市町村：２８名、長寿社会課：２名、県事務局：３名） 

議題 

⑴ 令和３年度県予算（案）、その他について（県長寿社会課から） 

⑵ 令和３年度事業計画（案）の概要について 

⑶ 令和３年度月別事業計画（案）について 

⑷ その他 

 ① 会員増強運動について 

 ② アンケートの結果について 

⑸ 質疑・応答 

９）会長表彰審査委員会 

日時：令和２年８月２７日（木）１３：１５～１４：００ 

場所：和歌山ビッグ愛８階 ８０２号 

出席者：委員６名（欠席１名） 

老人クラブ育成功労者表彰、優良老人クラブ表彰、模範老人表彰及び敬

老篤行者表彰及び会員加入増強等老人クラブ顕彰の審査を行った。 

（審査結果） 

① 老人クラブ育成功労者表彰  ２名 

② 優良老人クラブ表彰     ７クラブ 

③ 模範老人表彰       ３７名 

④ 敬老篤行者表彰       ５名 

〈会員加入増強等老人クラブ顕彰〉 

   会員増加 

 １０名以上３０名未満    ９クラブ   

 

２ 事   業 

１）会員加入増強促進事業 

① 県老連「会員増強促進委員会」の開催 

第１回  

日時：令和２年８月５日（水）１３：１５～１５：３０ 

場所：和歌山ビッグ愛８階 ８０１号  

出席者：委員１２名（欠席３名）、県老連会長 

議題  
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⑴ 副委員長の選出について 

⑵ 令和元年度の会員増強促進の状況について 

⑶ 令和２年度の会員増強対策の取組について 

⑷ その他 

・老人クラブ入会リーフレットの作成について 

・市町村単位老人クラブリーダー研修会について 

・郡市町村老連会員加入増強促進研修会について 

 

第２回  

  日時：令和３年２月９日（火）１３：１５～１５：１０ 

  場所：和歌山県勤労福祉会館プラザホープ ３階会議室１・２ 

  出席者：委員１２名（欠席３名）、県老連会長 

 議題 

  ⑴ 令和 2年度会員増強促進の状況について 

  ⑵ 今後の会員増強促進の取組について 

① 令和３年度会員増強対策基本方針（案）について 

② 令和３年度「会員加入増強等老人クラブ顕彰」実施要項（案）に

ついて 

③ 令和３年度以降の会員増強促進委員会について 

⑶ その他 

② 会員加入増強等老人クラブ顕彰の実施 

会員増強を図り、組織強化に貢献した単位老人クラブを顕彰し、奨励金を交

付した。 

 （会員増加） 

  ・１０名以上３０名未満   ９クラブ（＠１０，０００円）（ただし、

偶数回目の顕彰であった３クラブは奨励金なし）   

 （新設クラブ） 

   該当なし 

③ 郡市町村老連会員加入増強促進研修会の開催 

１）紀北地域 

 日時：令和２年９月３日（木）１３：３０～１６：００ 

     場所：和歌山ビッグ愛１２階 １２０１号 

     対象市町：和歌山市、海南市、橋本市、紀の川市、岩出市、有田市、 

伊都郡・海草郡・有田郡の各町 

  参加者：２９名 

事例発表 

紀の川市老人クラブ連合会  冬野 昭生 

     グループ討議  

テーマ「なぜ会員を増やす必要があるのか？」 

事務局職員の司会でテーマについて討議した。 
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２）紀南地域  

日時：令和２年９月２日（水）１３：３０～１６：００ 

場所：田辺市 田辺市民総合センター４階 交流ホール 

     対象市町：御坊市、田辺市、新宮市、日高郡・西牟婁郡・東牟婁郡の 

各町村 

     参加者：２０名 

事例発表 

田辺市老人クラブ連合会   初山  茂 

すさみ町老人クラブ連合会  前田 鐡城 

     グループ討議  

テーマ「なぜ会員を増やす必要があるのか？」 

事務局職員の司会でテーマについて討議した。 

２）高齢者相互支援・啓発事業 

① 高齢者相互支援活動研修会 

コロナ対策のため、当初予定より広い会場を準備し、参加者を４５名程度に縮

減して開催することとした。 

日時：令和２年７月２０日（月）１３：３０～１６：００ 

場所：和歌山ビッグ愛１階 大ホール 

参加者：紀北地域（和歌山市、海南市、紀の川市、岩出市、橋本市、有田市、

紀美野町、伊都郡及び有田郡）の各市町老連友愛活動リーダー及び事務

担当者 ３９名 

研修内容 

     講演 「地域における高齢者支援活動について」 

          （一社）和歌山県介護福祉士会会長   井端 智子 氏 

     報告 「令和元年度高齢者の健康づくり・生活支援セミナー参加報告」 

           かつらぎ町老人クラブ連合会会長  吉村 正樹 

     事例発表 

・「地域での支え合い活動について」 

           海南市老人クラブ連合会（友愛クラブ海南） 

                         会長 森本 次一 

・「相互支援友愛活動の事例紹介」 

      九度山町老人クラブ連合会 大槌クラブ 

                    会長 下坊 陽規 

 ② 友愛活動啓発用冊子の配布 

冊子「ロコモを防いで健康寿命を延ばそう」２，９９０部を購入し、友愛活動

の参考資料として和歌山市、海南市、紀の川市、岩出市、橋本市及び有田市の各

市老連並びに海草郡、伊都郡及び有田郡の各町老連に配布した。 

 ③ 友愛活動事例集の作成・配布 

 ５００部を作成し、友愛活動の参考資料として各郡・市町村老連に配布した。 
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なお、予定していた友愛活動中央セミナーへの派遣については、開催が中止された

ため実施できなかった。 

３）健康づくりリーダー養成講座 

「橋本市・伊都郡」及び「有田市・有田郡」の２地域で養成講座を開設した。    

なお、コロナウイルス感染防止のため、受講者の募集は２４名に縮減した。  

（橋本市） 

９月８日（火）、１０月８日（木）、１０月２９日（木）、１１月１１日（水）の

４日間実施。会場は、橋本市産業文化会館及び橋本市伏原体育館。 

受講者数 ９月８日（火）２０．５名、１０月８日（木）１９．５名、１０月

２９日（木）１８．５名、１１月１１日（水）１９．０名。講座修了者 １９名。 

 講座内容及び講師  

  第１日目（９月８日） 

 ・自分らしく匙加減 

          （社福）喜成会地域交流センター長    寺井 政子 氏 

 ・高齢者の事故防止 

   橋本消防署第１班救急係長 救急救命士    瀬浦 正義 氏 

 ・ゲームの世界へようこそ 遊び心を忘れずに 

  ～おうちレクでコロナを吹っ飛ばそう～ 

      レクリエーションコーディネーター   尾根 敬子 氏 

  第２日目（１０月８日） 

 ・運動機能を高めよう（健康づくりの基本から） 

  ～無理のない運動・誰にでもできる健康体操～ 

      株式会社つぼみ  代表取締役     奥  幸博 氏 

  ・くすりの正しい使い方 

                 県薬剤師会    石井 正人 氏 

  ・フレイル予防の食事 

    ～寝たきりにならないための食事～ 

                 県栄養士会    紙谷 伸子 氏 

第３日目（９月２日） 

 ・生活習慣病予防 

     和歌山県立医科大学保健看護学部 教授   服部 薗美 氏 

   ・口の大切さ 

   和歌山県歯科医師会 介護・在宅・連携医療委員 岡田 隆秀 氏 

  ・和歌山県の高齢者施策について 

           和歌山県長寿社会課 副課長  島本 博紀 氏 

 第４日目（１１月１１日）   

  ・講義「高齢期の運動による健康づくり」 

  ・実技「高齢者向け体力測定を安全に実施し、普及するために」 

            順天堂大学名誉教授    武井 正子 氏 
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（有田市・有田郡） 

９月１５日（火）、９月２９日（火）、１０月２０日（火）、１１月１０日（火）

の４日間実施。会場は、有田川町金屋文化保健センター及び有田川町きび体育館。 

受講者数 ９月１５日（火）２１名、９月２９日（火）１９名、１０月２０日

（火）１９．５名、１１月１０日（火）１７．５名。講座修了者 １２名 

講座内容及び講師 

   第１日目（９月１５日） 

 ・自分らしく匙加減 

     （社福）喜成会地域交流センター長    寺井 政子 氏 

 ・高齢者の事故防止（救急・火災） 

     有田川町消防本部吉備金屋消防署 

      警備第１班副班長兼警備係長      吉村 光智 氏 

 ・ゲームの世界へようこそ 遊び心を忘れずに 

  ～おうちレクでコロナを吹っ飛ばそう～ 

      レクリエーションコーディネーター   尾根 敬子 氏 

第２日目（９月２９日） 

・運動機能を高めよう（健康づくりの基本から） 

 ～無理のない運動・誰にでもできる健康体操～ 

        株式会社つぼみ  代表取締役   奥  幸博 氏 

・フレイル予防で健康長寿              

   県歯科医師会 介護・在宅・連携医療委員    大谷真理子 氏    

・和歌山県の高齢者施策について 

         和歌山県長寿社会課 副課長   島本 博紀 氏 

第３日目（１０月２０日） 

・健康寿命を延ばす食事 

          県栄養士会          濱  圭子 氏 

・くすりの正しい使い方 

          和歌山県薬剤師会       石関 理人 氏 

・生活習慣病予防 

    和歌山県立医科大学保健看護学部 教授    服部 薗美 氏 

第４日目（１１月１０日） 

・講義「高齢期の運動による健康づくり」 

・実技「高齢者向け体力測定を安全に実施し、普及するために」 

             順天堂大学名誉教授     武井 正子 氏 

   

また、既定の日程を受講した者の中から、所属市町老連会長から推薦された者

９名（橋本市老連３名、かつらぎ町老連１名、九度山町老連２名、有田市老連１

名、広川町老連１名、有田川町老連 1名）を「健康づくり推進員」として登録し、

健康づくり活動の推進役として活動してもらうこととした。 
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４）体力測定員養成講座 

⑴ 紀北、紀中、紀南Ⅰ、紀南Ⅱの４地域に分けて研修会を実施した。ただし、紀

北及び紀中地域については健康づくりリーダー養成講座と合同で実施した。 

なお、コロナウイルス感染防止のため、受講者の募集数を例年よりも少なくした。 

・紀 北 

   日時：令和２年１１月１１日（水）１０：３０～ 

   場所：橋本市伏原体育館 

   対象地域：和歌山市、海南市、橋本市、紀の川市、岩出市、紀美野町、 

伊都郡 

   受講者数：１６名（申込み１７名。健康づくりリーダー養成講座の受講者を含

まない。） 

   講師    順天堂大学名誉教授       武井 正子  氏 

・紀 中 

   日時：令和２年１１月１０日（火）１０：３０～ 

   場所：有田川町きび体育館 

   対象地域：有田市、御坊市、有田郡、日高郡 

    受講者数：９名（申込み１０名。健康づくりリーダー養成講座の受講者を含ま

ない。）  

   講師    順天堂大学名誉教授       武井 正子  氏 

・紀 南Ⅰ 

   日時：令和２年１０月１日（木）１３：３０～  

   場所：田辺市体育センター 

  対象地域：田辺市、西牟婁郡 

受講者数：１２名（申込み：１９名） 

  講師   和歌山県スポーツ振興財団   今阪  豪  氏 

・紀 南Ⅱ 

     日時：令和２年１０月１３日（火）１３：３０～  

   場所：新宮市総合体育館 

   対象地域：新宮市、東牟婁郡 

    受講者数：３４名（申込み：４２名） 

   講師   和歌山県スポーツ振興財団   岡村 泰徳  氏  

⑵ 市町村老連や単位クラブにおいて独自の体力測定の実施を支援するため、体力

測定用器材を購入し、地域に配付することとした。 

① 配付した体力測定用器材 

・ １０ｍ障害物歩行用障害物（６個入、専用バッグ２個） 

・ 長座体前屈測定器（２セット、専用バッグ入） 

・ 体力計測セット（握力計１個、デジタルストップウォッチ３個、巻き尺２０

ｍケース入１個、専用バッグ入） 
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・ ＤＶＤ「シニアの体力テスト」（解説版）１本） 

・ 上体起こし用ヨガマット２枚 

・ ６分間歩行用５０ｍロープ１本 

➁ 保管先及び想定する利用対象市町村老連 

保管先郡市老連 想定する利用対象市町村老連 

和歌山市老連事務局 和歌山市老連 

岩出市老連事務局 岩出市老連 

伊都郡老連事務局 橋本市老連、伊都郡内の町老連 

有田郡老連事務局 有田市老連、有田郡内の町老連 

日高郡老連事務局 御坊市老連、日高郡内の町老連 

西牟婁郡老連事務局 田辺市老連、西牟婁郡内の町老連 

東牟婁郡老連事務局 新宮市老連、東牟婁郡内の町村老連 

 

５）ふれあいスポーツフェスティバル事業 

   県内９ブロックで実施するグラウンドゴルフやペタンクなどのニュースポー

ツ大会に経費助成を行うこととし、本年度は申請のあった３ブロックに交付決定

を行った。しかしながら、海南市・海草郡ブロック及び新宮市・東牟婁郡ブロッ

クは、開催が中止され、開催されたのは岩出市ブロックのみであった。 

   なお、和歌山市ブロック、橋本市・伊都郡ブロック、有田市・有田郡ブロック、

御坊市・日高郡ブロック及び田辺市・西牟婁郡ブロックからは、申請が無かった。

コロナウイルス感染を懸念したものと思われる。 

 ・助成金額（予算額） ８０，０００円×７ブロック＝５６０，０００円 

            ４０，０００円×２ブロック＝ ８０，０００円 

      合計      ９ブロック ６４０，０００円 

（実績額）         １ブロック  ４０，０００円  

 （各地域の実施状況） 

① 和歌山市 助成金の交付申請されず。 

② 海南市・海草郡 令和２年度ふれあいスポーツフェスティバル合同体育祭（グ

ラウンドゴルフ大会） 

      交付決定をしたが、コロナウイルス感染防止のため開催を中止。 

③ 橋本市・伊都郡 助成金の交付申請されず。 

④ 紀の川市 助成金の交付申請されず。 

⑤ 岩出市 第１５回岩出市老人クラブ連合会ニュースポーツ大会 

    １１月５日（木） 参加者 １３８名／グラウンドゴルフ、ペタンク 

⑥ 有田市・有田郡 助成金の交付申請されず。 

⑦ 御坊市・日高郡 助成金の交付申請されず。 

⑧ 田辺市・西牟婁郡 助成金の交付申請されず。 

⑨ 新宮市・東牟婁郡 ふれあいスポーツフェスティバル新宮・東牟婁大会 

       交付決定をしたが、コロナウイルス感染防止のため開催を中止。 
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６）健康ウォーキング推進事業 

ウォーキングの定期的な実施による健康づくりの輪を県内に広げるため、モデル

地区を指定して取り組んだ。令和２年度は、和歌山市、紀の川市、岩出市、橋本市

及び伊都郡内の各町の市町村老連の地域において申請を募集し、３老連から申請が

あった。 

（指定地区） 

・ 紀の川市（紀の川市老人クラブ打田支部） 

 コロナウイルスの影響により事業を廃止。 

・ 岩出市（岩出市老人クラブ連合会、西国分康楽クラブ、上岩出老人クラブ、

岩出白寿会、山崎楽生会及び根来さくら会） 

 コロナウイルスの影響により事業を廃止。 

・ 九度山町（大槌クラブ、玉椎クラブ、寿クラブ及び福寿クラブ） 

   実施回数７回／延べ参加者数１９５名、新規加入会員数０名 

７）和歌山県老人クラブ連合会会長表彰式 

  本年度は、新型コロナウイルス感染防止のため、研修会の開催を中止すること

とし、表彰式のみを実施した。また、全国老人クラブ大会が中止されたので、その

際に行われていた全老連会長表彰式も中止となったので、その表彰の伝達式を併せ

て実施した。 

    日時：令和２年１１月２５日（水）１３：３０～ 

   場所：県民文化会館小ホール 

参加者：７５名 

   日程 

    １ 全国老人クラブ連合会会長表彰の伝達 

       育成功労表彰２名 

    ２ 和歌山県老人クラブ連合会会長表彰 

       育成功労者表彰        ２名 

       優良老人クラブ表彰        ７クラブ 

       模範老人表彰        ３７名 

       敬老篤行者表彰        ５名 

    ３ 会長挨拶 

       和歌山県老人クラブ連合会 会長 赤阪 修一 

 ４ 来賓祝辞 

    県福祉保健部長         宮本 浩之 氏 

  ５ 来賓紹介 

       県社会福祉協議会 常務理事   中西  淳 氏 
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       県福祉保健部 長寿社会課長   岡畑 拓男 氏 

    ６ 祝電披露 

    ７ 受賞者代表のことば 

       老人クラブ育成功労者表彰受賞者 

       有田市老人クラブ連合会     佐原 靖彦  

８）市町村老人クラブ女性リーダー研修会 

  日時：令和２年１１月２４日（火）１０：３０～１５：００ 

  場所：紀南文化会館 小ホール 

  参加者：５９名 

  内容 

   講演 

    「同和問題と高齢者の人権」 

     ＤＶＤ視聴『認知症と向き合う』 

      西牟婁振興局地域振興部 主幹（人権・県民担当）前田 章次 氏 

   報告 

    ・ 令和元年度都道府県・指定都市老連代表者会議報告について 

       女性部会長                 岡  広子 

    ・ 第１回高齢者の健康づくり・生活支援セミナー参加報告について 

       和歌山市老連女性部会委員          佐々本 知代 

   基調説明 

・ 「老人クラブ取り巻く現状と課題について」 

    県老連事務局長                田中 健司 

  実技研修 

   ・ いきいきクラブ体操の説明と実技 

      和歌山県スポーツ振興財団  

         事業振興課長（健康運動指導士）     今阪 豪 氏    

   クラブ活動事例発表 

・ 「会員増強運動の取組活動について」 

    海南市老連女性部長                    岡  広子 

・ 「高齢消費者被害防止活動の取組」 

   西牟婁郡老連女性部長                 吉田  榮 

   閉会      

    ・ 歌「ふるさと」                       全      員   

９）老人の日（９月１５日）・老人週間（９月１５日～２１日） 

   県下一斉「社会奉仕の日（９月２０日）」の取組 

 ① 「老人の日・老人週間」啓発ポスターの作成・配布 

９月１５日の老人の日を中心にして、老人週間における啓発を進めるため、啓
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発ポスターを作成・配布を行った。 

   ポスター作成枚数   １，７９０枚 

    配布先   各郡・市町村老連事務局及び各単位クラブ 

 ② 新百歳長寿のお祝い 

満百歳を迎えた長寿会員６０名に対し、単位クラブ会長を通じて長寿祝い金を

送り、長寿のお祝いをした。 

 ③ 「社会奉仕の日」の取組 

各市町村老連において美化活動や環境にやさしい活動として公共施設や神社・

仏閣等の清掃活動等に取り組まれた。 

 

１０）機関紙発行 

  年２回（９月、３月）機関紙（和老連ときめき）を発行して、会員へ情報提供を

した。 

  〔第８８号〕・９月発行 カラー刷り、１２頁  ２５，０００部作成 

  〔第８９号〕・３月発行 カラー刷り、１２頁  ２３，６００部作成 

 

１１）傷害保険募集 

   令和３年１月から始まる保険の募集について、普及依頼・申込み開始の説明を

１０月から行い、県老連受付期限を１０月末として募集事務を進めた。 

  ・傷害保険加入者数   １３，８６９名（令和２年１２月末現在） 

 

１２）福利厚生 

   福利厚生事業「ゆったり会」の新規受付、更新事務を進めた。 

   ・ 累積会員数  １２，２８６名（令和３年３月末日現在） 

   ・ 有効会員数     ９９８名（令和３年３月末日現在） 

 

３ 全国研修会等への参加 

１）令和２年度近畿ブロック老人クラブリーダー研修会 

  中止 

２）第４９回全国老人クラブ大会 

  中止 
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３）令和２年度高齢者の健康づくり・生活支援セミナー 

  中止 

  代わりに冊子と DVDの配付あり。 

  内容 

   ⑴ 生活支援（厚生労働） 

   ⑵ 医療（日本医師会） 

   ⑶ 歯・口腔（日本歯科医師会） 

   ⑷ 栄養（日本栄養士会） 

   ⑸ 運動（武井正子先生） 

４ 全国・近畿ブロック老連との連携 

１）令和２年度近畿ブロック老人クラブ連絡協議会第１回定例会 

 書面開催（新型コロナウイルス感染防止に向けた「緊急事態宣言」の発令に伴い、

開催を中止） 

 日時：令和２年４月２４日（金） 

 議案 

⑴ 令和元年度事業報告・収支決算（案）について 

⑵ 令和２年度近畿ブロック老人クラブリーダー研修会について 

⑶ 当面する課題について（情報・意見交換） 

⑷ 近老協役員等の選任及び全老連役員候補者の推薦について 

⑸ 次期開催について 

２）令和２年度近畿ブロック老人クラブ連絡協議会第２回定例会 

書面開催（新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催を中止） 

日時：令和２年８月７日（金） 

  議題 

 ⑴ 令和３年度近畿ブロック老人クラブリーダー研修会について 

 ⑵ 意見・情報交換テーマ 「３０人未満のクラブ」に対する補助の取扱につ

いて 

 ⑶ 令和２年度近老協の分担金について 

 ⑷ その他 

３）令和２年度近畿ブロック老人クラブ連絡協議会第３回定例会 

書面開催（新型コロナウイルス感染防止に向けた「緊急事態宣言」の発令に伴い、

開催を中止） 

日時：令和３年２月１７日（水） 

  議題 

 ⑴ 令和３年度事業計画・収支予算（案）について 
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 ⑵ 令和３年度近畿ブロック老人クラブリーダー研修会について（和歌山県老

連） 

 ⑶ 近老協監事の選任について 

 ⑷ その他 

   次回開催 令和３年４月２３日（金）１０：３０～ 

        堺市老連  堺市民芸術文化ホール（フェニーチェ堺）文化交

流室 

 

４）令和２年度全老連第１回定時評議員会 

  決議の省略 

  決議があったとみなされた日 令和２年６月２２日（月）  

  議事 

第１号提案 令和元年度事業報告について 

第２号提案 令和元年度決算について 

第３号提案 分担金の見直し及び「加盟団体に関する規程」の一部改正につ

いて 

第４号提案 「評議員・理事・監事選任規程」の一部改正について 

第５号提案 評議員の補充選任について 

第６号提案 理事・監事の選任について 

５）令和２年度全老連第２回評議員会 

  決議の省略 

  決議があったとみなされた日 令和２年８月１２日（水）  

  議事 

第１号提案 評議員の補充選任について 

第２号提案 理事の補充選任について 

６）令和２年度全老連第３回評議員会 

  決議の省略 

  決議があったとみなされた日 令和３年３月１１日（木）  

  議事 

第１号提案 令和３年度事業計画（案）について 

       令和３年度事業計画書のとおり承認 

第２号提案 令和３年度収支予算（案）について 

       令和３年度収支予算書のとおり承認 

第３号提案 評議員の補充選任について 

       下記のとおり提案いただいた新たな評議員２名を選任した。 

        君島勝美（福島県老人クラブ連合会会長） 

        松田輝男（滋賀県老人クラブ連合会会長） 
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７）令和２年度全老連都道府県・指定都市老連代表者会議 

  Ｗｅｂによる開催 

  日時：令和３年２月２日（火）１３：００～１５：００ 

 （会議内容） 

⑴ 開会 

   挨拶  全国老人クラブ連合会会長   清 家  篤 

⑵ 新役員紹介 

   全国老人クラブ連合会副会長      古 都 賢 一 

   全国老人クラブ連合会常務理事     笹 尾  勝 

⑶ 行政説明 

  「高齢者関連施策の動向と老人クラブに期待すること」 

   厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課課長  

                      笹子宗一郎 氏 

⑷ 基調説明  

  全国老人クラブ連合会事務局長     正 立  斉 

  （説明内容） 

   ① 令和２年度の進捗状況について 

   ② 令和３年度事業について 

   ③ 老人クラブ保険について 

   ④ その他 

⑸ 閉会  

８）令和２年度全老連都道府県・指定都市老連事務局長会議 

  中止 

 

５ 関係機関との連携 

 

   県関係始め各関係機関との間で、別紙役職表記載の会議委員等として連携・協力を

行った。 
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関係機関の役職表（令和２年度） 

令和 2年 4月 1日 

関係機関 会  議  名 役 職 備  考 

県 県社会福祉審議会（民生委員審査専門分科会） 委員 赤阪会長 

長寿社会対策推進会議 委員 赤阪会長 

県後期高齢者医療制度懇話会 委員 赤阪会長 

県社会福祉審議会（地域福祉専門分科会）委員 委員 佐原副会長 

県介護保険審査会 委員 佐原副会長 

県後期高齢者医療審査会 委員 佐原副会長 

県後期高齢者医療制度懇話会 委員 中尾副会長 

福祉のまちづくり推進協議会 委員 中尾副会長 

地域保健医療協議会医療費適正化計画専門委員会 委員 中尾副会長 

県後期高齢者医療制度懇話会 委員 岡副会長 

県医薬品安全安心使用懇話会 委員 岡副会長 

県セルフメディケーション推進懇話会 委員 岡副会長 

県消費生活審議会 委員 岡副会長 

交通事故をなくする県民運動推進協議会幹事会 委員 田中事務局長 

交通事故をなくする県民運動推進協議会安全運動部会 幹事 田中事務局長 

交通事故をなくする県民運動推進協議会高齢者交通安

全対策部会 

委員 田中事務局長 

県医師会 医療推進協議会 監事 赤阪会長 

県社協 県社会福祉協議会 理事 赤阪会長 

運営適正化委員会選考委員会 委員 赤阪会長 

全老連 全国老人クラブ連合会評議員会 評議員 赤阪会長 

全国老人クラブ連合会女性委員会 委員 岡副会長 

近老協 近畿老人クラブ連絡協議会 委員 赤阪会長 

 


