
平成３０年度 愛媛県老人福祉施設協議会 事業報告 

 

介護の現場においては、社会福祉法や介護保険法等の改正により、迅速かつ適切な組織改革に取り組むこ

とが求められ、地域とのかかわりにおいては、社会経済・家族形態等の変化に伴い、多様化・複雑化する福

祉ニーズへの対応や社会貢献が求められている。 

本会ではこのような状況を踏まえ、安定した組織運営を図るとともに、会員施設による介護サービスのさ

らなる充実に向けた支援や、新制度への迅速な対応等を積極的に行うため、各種研修及び研究協議等を展開

し、県民に期待され必要とされる施設づくりを目指し、下記重点項目等に沿った各種事業を実施した。 

 

重点項目及び重点事業 

 

１ 組織力の強化及び発展 

  理事会・部会・委員会活動を通して会員施設のさらなる一体感の醸成を図った。 

（１）理事会と各部会・委員会との連携強化 

（２）部会別戦略会議の実施 

（３）地区老施協との一体的事業の実施 

（４）会員施設への還元性の強化 

 

２ 会員としての帰属意識の強化 

  会員になってよかったと実感できる組織づくり及び事業展開を図った。 

（１）各部会・委員会等への積極的参加と運営推進の強化 

（２）本会と地区老施協が一体となった会員施設の防災対策の強化 

（３）防災に関する研究・研修会の実施 

（４）地区老施協の介護の日イベント等の継続・拡充による地域住民への「介護」の理解促進 

（５）会員ニーズの集約及び効果的な事業展開のための情報提供 

 

３ 本会事業の創意・工夫による強化及び開発 
  創意工夫による事業等の一層の向上と新たな視点による事業等の開発を図った。 

（１）地区老施協の主体的関わりによる愛媛県老人福祉施設大会の開催 

（２）本会と地区老施協が一体となった職員育成の強化及び役割分担による還元性の強化 

  ①地区老施協の企画・実施研修を本会との共催で実施 

   ②会員施設の幹部・管理職員のリーダーシップ強化のための養成研修の継続的実施 

（３）専門職強化のための特定研修の継続実施 

  ①「施設介護支援専門員」研修の実施 

   ②テーマ別等研修会の実施 

 

４ 四国及び全国老施協との連携強化 

  四国及び全国段階の研修や会議から得た情報の提供を充実するとともに、交流を通じた新たなつながり 

づくりを推進した。 

○四国及び全国老施協主催の会議・研修会への参加協力 

 

５ 行政及び関係機関・団体との連携強化 
  行政等への提言力及び社会福祉協議会等関係団体との連携による社会貢献力の向上を図った。 

   ○各種施策及び施設整備の充実等に関する意見・要望の把握 

   ◯介護職員確保に向けた行政・社会福祉協議会等との連携 



１ 諸会議の開催 

（１）総   会 

回 日時 会場 議案 

第 1 回 
5月18日（金） 

14：00～14：45 
メルパルク松山 

・役員及び部会員、委員会委員の選任 

・平成29年度事業報告 

・平成29年度収支決算（案） 

第 2 回 
3月1日（金） 

13：00～14：45 
にぎたつ会館 

・平成30年度補正予算（案） 

・平成31年度事業計画（案） 

・平成31年度収支予算（案） 

・平成31－32年度全国老施協代議員の選出 

・任期満了に伴う愛媛県老施協副会長の選任 

 

（２）正副会長会 

回 日時 会場 議案 

第 1 回 
4月13日（金） 

13：30～15：00 

愛媛県総合 

社会福祉会館 

・平成29年度事業報告 

・平成29年度収支決算（案） 

・部会・委員会の担当副会長 

・第1回総会・施設長研修会 

・第14回愛媛県老人福祉施設大会 

第 2 回 
1月11日（金） 

14：00～15：30 

・愛媛県代議員の選出 

・平成30年度第2回総会及び施設長研修会 

・全国老人福祉施設研究会議（愛媛会議）実行委員会 

の開催 

・平成31年度事業実施 

・第15回愛媛県老人福祉施設大会 

・平成30年7月豪雨災害義援金等の使途及び配分 

・第17回四国セミナー 

 

（３）理 事 会 

回 日時 会場 議案 

第 1 回 
5月8日（火） 

13：30～15：30 

愛媛県総合 

社会福祉会館 

・役員及び部会員、委員会委員 

・四国老施協役員の選出 

・平成29年度事業報告 

・平成29年度収支決算（案）監査報告 

・第1回総会・施設長研修会 

・第14回愛媛県老人福祉施設大会 

・第67回四国老人福祉施設関係者研究大会 

第 2 回 
7月13日（金） 

10：00～12：00 
・平成30年7月豪雨災害への対応について 

第3回 
8月28日（火） 

13：30～15：00 

・平成30年7月豪雨に係る義援金募集 

・平成30年7月豪雨に係る見舞金受入及び取扱い 

・災害時における総務委員会の役割等 

・第17回四国老施協セミナーの開催 

第4回 
11月26日（月） 

14：00～15：45 
リジェール松山 

・平成30年7月豪雨災害義援金等の使途及び配分 

・災害時における体制の整備 

・第17回四国老施協セミナーの運営 

・平成31年度四国ブロックカントリーミーティン 

グの開催 

・県長寿介護課との意見交換 

・全国老人福祉施設研究会議 



第5回 
2月18日（月） 

14：00～15：30 

愛媛県総合 

社会福祉会館 

・平成30年度補正予算（案） 

・平成31年度事業計画（案） 

・平成31年度収支予算（案） 

・平成31－32年度全国老施協代議員の選出 

・平成30年度第2回総会及び施設長研修会 

・全国老人福祉施設研究会議（愛媛会議） 

・第15回愛媛県老人福祉施設大会 

・愛媛県老人福祉施設協議会表彰規程 

・平成30年7月豪雨災害義援金等の使途及び配分 

 

（４）監 事 会 

日時 会場 議案 

4月17日（火） 

10：00～12：00 

愛媛県総合 

社会福祉会館 

・平成29年度事業報告 

・平成29年度収支決算（案） 

 

（５）デイサービスセンター部会 

回 日時 会場 協議事項 

第1回 
4月20日（金） 

13：30～15：30 
愛媛県総合 

社会福祉会館 

・副部会長の選出について 

・平成31年度デイサービスセンター職員研修会及び戦 

略会議 

第2回 
3月18日（月） 

11：00～12：00 

・平成30年度デイサービスセンター戦略会議 

・平成31年度デイサービスセンター職員研修会及び戦 

略会議 

 

（６）軽費・ケアハウス部会 

回 日時 会場 協議事項 

第1回 
4月23日（月） 

13：30～15：30 
愛媛県総合 

社会福祉会館 

・総務担当委員の選出について 

・平成31年度軽費・ケアハウス職員研修会及び戦略会 

議 

第2回 
3月12日（火） 

11：00～12：00 

・平成30年度軽費・ケアハウス戦略会議 

・平成31年度軽費・ケアハウス職員研修会及び戦略会 

 議 

 

（７）養護老人ホーム部会 

回 日時 会場 協議事項 

第1回 
4月26日（木） 

13：30～15：30 

愛媛県総合 

社会福祉会館 

・部会長・副部会長の選出 

・平成30年度養護老人ホーム職員研修会及び戦略会議 

・第14回愛媛県老人福祉施設大会の分科会 

・第67回四国老人福祉施設関係者研究大会の分科会発 

表施設 

第2回 
3月11日（月） 

11：00～12：00 

・平成30年度養護老人ホーム戦略会議 

・平成31年度養護老人ホーム職員研修会及び戦略会議 

・第15回愛媛県老人福祉施設大会の分科会 

・第68回四国老人福祉施設関係者研究大会の分科会発 

表施設 

 

 

 

 



（８）総務委員会 

回 日時 会場 協議事項 

第1回 
4月20日（金） 

9：30～11：30 

愛媛県総合 

社会福祉会館 

・委員長及び副委員長等の選出 

・平成29年度事業報告 

・平成30年度総務委員会の活動 

・防災に関する研究・研修会 

第2回 

打合せ会 

9月12日（水） 

13：30～15：00 

・平成30年7月豪雨災害に係る県及び各地区老施 

協の対応 

・災害発生時における総務委員会の役割 

・平成30年度防災に関する研究・研修会 

第2回 
10月2日（火） 

13：30～15：00 

・平成30年7月豪雨災害に係る県及び各地区老施 

協の対応 

・災害発生時における総務委員会の役割 

・平成30年度防災に関する研究・研修会 

第3回 
11月16日（金） 

13：30～15：00 

・平成30年7月豪雨災害義援金等の使途及び配分 

・平成30年度防災に関する研究・研修会の振り返 

 り 

第4回 
2月8日（金） 

13：30～15：00 

・平成30年7月豪雨災害義援金等の使途及び配分 

・外国人介護人材等に関するアンケート及びシェイ 

クアウトえひめに関するアンケート調査 

・平成31年度県老祉協事業計画及び総務委員会の 

活動 

 

（９）研修委員会 

回 日時 会場 協議事項 

第1回 
4月24日（火） 

10：00～12：00 愛媛県総合 

社会福祉会館 

・平成30年度研修の担当等 

・担当研修の企画等 

第2回 
2月14日（木） 

13：30～15：00 

・平成30年度研修事業 

・平成31年度研修計画 

 

（10）２１世紀委員会 

回 日時 会場 協議事項 

第1回 
5月25日（金） 

10：00～12：00 

愛媛県総合 

社会福祉会館 

・第14回愛媛県老人福祉施設大会 

・介護の日のイベント 

・愛媛県老施協の情報発信ツール 

・介護実践事例集の作成 

第2回 
11月9日（金） 

13：30～15：00 

・第14回愛媛県老人福祉施設大会振り返り 

・第17回四国老施協セミナーの運営 

・四国ブロックカントリーミーティングの分科会 

 の運営 

・介護実践事例集の作成 

・全国老人福祉施設研究会議 

第3回 
2月7日（木） 

13：30～15：00 
道後友輪荘 

・第17回四国老施協セミナー振り返り 

・平成30年度介護の仕事魅力発信事業 

・全国老人福祉施設研究会議（愛媛会議） 

・第15回愛媛県老人福祉施設大会 

・平成31年度実施事業等 

 

 

 



（11）戦略会議 

種別 日時 会場 協議事項 

デイ 
3月18日（月） 

13：00～16：00 

愛媛県総合 

社会福祉会館 

・講義「デイサービスセンターのリスクマネジメント」 

 講師：㈱安全な介護 代表取締役 山田  滋 氏 

・意見交換「デイサービスセンターのリスクマネジメ 

 ントについて」 

軽費 

ケア 

3月12日（火） 

13：00～16：00 

愛媛県 

身体障がい者 

福祉センター 

・情勢報告「軽費老人ホームに求められる役割について」 

 報告者：全国老人福祉施設協議会 

軽費老人ホーム・ケアハウス部会 幹事 中川 勝喜 氏 

・意見交換「軽費・ケアハウスの運営等について」 

養護 
3月11日（月） 

13：00～16：00 

愛媛県総合 

社会福祉会館 

・情勢報告「養護老人ホームの運営と課題」 

報告者：全国老人福祉施設協議会 

養護老人ホーム部会 幹事 平岡 毅 氏 

・意見交換「養護老人ホームの運営等」 

 

（12）愛媛県長寿介護課と愛媛県老施協との意見交換会 

日時 会場 議案 

11月26日（月） 

16：00～17：45 
リジェール松山 ・高齢者福祉施策に関する意見・要望等 

 

（13）第１７回四国老施協セミナー打合せ会 

日時 会場 協議事項 

7月18日（水） 

10：30～12：00 

愛媛県総合 

社会福祉会館 
・第15回四国老施協セミナーの運営 

 
 
２ 研修会の開催 ※別表、研修事業実施一覧参照 
 
 
３ 第１４回愛媛県老人福祉施設大会の開催  

開催日時 6月4日（月）10：00～15：30 

会  場 ひめぎんホール 

参加対象 

・老人福祉施設の職員 
・老人福祉施設の利用者と家族 
・関係機関・団体関係者、福祉関係学校の教職員及び学生 
・関心のある一般県民 

内  容 

○セレモニー（永年勤続職員表彰） 

○記念講演「介護から日本を元気に！～介護甲子園にみる介護従事者の夢と誇り～」 
講師：(一社)日本介護協会 理事長・㈱いきいきらいふ 代表取締役会長 左 敬真 氏 

○分科会 

◇第１分科会【実践発表】 

「人材確保・育成」・「在宅サービスの実践と課題」 

「地域との連携・交流・地域づくりへの取り組み」 

◇第２分科会【実践発表】 

「食事サービスと栄養ケアマネジメント」・「認知症ケアの実践」 

◇第３分科会【実践発表】 

「重度化対応と個別ケア、看取りケアへの取り組み」 

◇第４分科会【講義】「これからの養護老人ホームの運営について」 

 講師：全国老人福祉施設協議会 養護老人ホーム部会 幹事 平岡  毅 氏 

参加者数 334人 



４ 介護の日イベントの実施 

（１）介護の日啓発イベント等 

地区 日時 会場 内容 

東予 

中予 

南予 

11月1日（木）～ 

愛媛県老人福祉施

設協議会会員施設

ほか 

・介護の日啓発チラシ配付 

 

中予 

 

11月16日(金) 

15：10～15：40 

松山市立 

南第二中学校 

・介護の仕事に関する講義 
11月19日(月) 

14：45～15：10 
松山城南高等学校 

11月27日(火) 

14：55～15：10 

伊予市立 

伊予中学校 

※①関係団体への介護の日啓発チラシ配付（1,410部）10月29日～ 

②介護福祉の魅力発信用バナー作成（巡回型介護教室時に使用） 

 

（２）巡回型介護教室 

地区 日時 会場 内容 

東予 

9月25日(火) 

13：30～15：20 

新居浜市立 

西中学校 

・介護機器、車椅子、電動車椅子の体験 
・スライディングシート等を活用した抱えない介 
 護体験 
・福祉車両の体験 
・「栄養補助食品」の試食・介助体験 
・高齢者疑似体験セットによる高齢者疑似体験 
・ＶＲを使用した認知症疑似体験 

11月6日(火) 

13：00～15：35 

今治市立 

大島中学校 

11月15日(木) 

14：05～15：45 

西条市立 

多賀小学校 

中予 

11月16日(金) 

12：50～15：40 

松山市立 

南第二中学校 ・介護機器体験 

・高齢者疑似体験及び食事体験 

・福祉レクリエーション体験 

・介護ロボットによるデモンストレーション 

11月19日(月) 

13：00～15：15 
松山城南高等学校 

11月27日(火) 

12：50～15：15 

伊予市立 

伊予中学校 

南予 

11月2日(金) 

13：30～15：30 
大洲農業高等学校              

・介護機器体験 
・高齢者疑似体験及び食事体験 

11月15日(木) 

13：40～15：30 
宇和高等学校 

12月17日(月) 

13：50～15：40 
三間高等学校 

 

 

５ ブロック及び全国大会・会議等への参加 

（１）四国老施協役員会 

回 日時 会場 議案 

第1回 
7月4日（水） 

11：00～12：00 

徳島グランヴィリ

オホテル（徳島県） 

・四国老人福祉施設協議会役員 

・平成29年度事業報告 

・平成29年度収支決算（案） 

※荒天のため書面審議に変更 

第2回 
1月18日（金） 

11：00～12：30 
メルパルク松山 

・平成30年度事業進捗状況及び決算見込み（案） 

・平成31年度事業計画（案）及び収支予算（案） 

・相互応援協定等 

 



（２）四国老施協正副会長会 

回 日時 会場 議案 

第1回 
12月4日（火） 

12：00～13：00 

ザ クラウンパレス

新阪急高知 

（高知県） 

・平成31年度四国ブロックカントリーミーティン 

グ等 

 

（３）四国老施協災害対策会議 

回 日時 会場 議案 

第1回 
9月8日（火） 

13：30～15：30 

香川県社会福祉 

総合センター 

（香川県） 

・平成30年度豪雨の災害時の情報 

・相互応援協定・実施細目 

・今後の連携 

 

（４）四国老施協災害対策担当者会議 

回 日時 会場 議案 

第1回 
12月17日（月） 

14：30～17：00 
高知会館（高知県） 

・災害対策会議振り返り 

・相互応援協定・実施細目の見直し及び今後の対応 

・災害対策に関する研修 

 

（５）第６７回四国老人福祉施設関係者研究大会 

開催期日 7月4日（水）～5日（木） 

会  場 徳島グランヴィリオホテル（徳島県） 

内  容 

【1日目】 

○開会・式典 

○基調報告・講演Ⅰ 

 「平成30年度介護報酬改定後の現状と課題」 

  公益社団法人 全国老人福祉施設協議会 理事・統括幹事 

  社会保障審議会介護給付費分科会 委員 瀬戸 雅嗣 氏 

○講演Ⅱ「介護分野における生産性の向上への取り組み」 

  厚生労働省 老健局振興課 氏 

○大会宣言決議 

○次年度開催権あいさつ 

 香川県老人福祉施設協議会 

【2日目】 

○研究部会 

・第1 研究部会「社会福祉法人における地域貢献の実践（発表）」 

・第2 研究部会「人材確保戦略と人材育成（発表）」 

・第3 研究部会「養護老人ホーム・軽費老人ホーム・ケアハウスの経営と課題（発表）」 

・第4 研究部会「食事サービスと栄養ケアマネジメント（発表）」 

・第5 研究部会「認知症ケアの実践（発表）」 

・第6 研究部会「重度化対応と個別ケア・看取りケアへの取組み（発表）」 

・第7 研究部会「介護保険における在宅サービス（通所・訪問・居宅）の実践と課題（発表）」 

・第8 研究部会「ＩＣＴ・ロボットの利活用と伴走型自立支援介護による介護の未来づくり

（講義）」 

参加者数 635人（うち愛媛から115人） 

 

 

 

 

 



（６）四国ブロックカントリーミーティングin高知 

開催期日 12月4日（火）～5日（水） 

会  場 ザ クラウンパレス新阪急高知（高知県） 

参加対象 四国４県の老人福祉施設役職員及び関係役職員等 

内  容 

【1日目】 

○趣旨説明 

全国老人福祉施設協議会 ２１世紀委員会委員長 徳永 憲威 氏 

○基調報告 

 全国老人福祉施設協議会 介護保険事業等経営委員会 桝田 和平 氏 

○課題提起 

全国老人福祉施設協議会 ２１世紀委員会 副委員長 猪飼 容子 氏 
・第１分科会「制度・事業戦略」×手がかりワード 
・第２分科会「自立支援介護」×手がかりワード 
・第３分科会「人材戦略・人づくり」×手がかりワード 
・第４分科会「生産性向上」×手がかりワード 
・第５分科会「未来型KAIGO」×手がかりワード 
・第６分科会「地域共生」×手がかりワード 
【2日目】 

○特別講演「２１世紀型人材の育成～専門職からみた人材育成について」 

講師：東京ベイ・浦安市川医療センター 看護部・教育専従師長 岩﨑 景子 氏 

○アウトプット・総評 

○次年度開催県あいさつ 香川県老人福祉施設協議会 

参加者数 176人（うち愛媛から36人） 

 

（７）第１７回四国老施協セミナー 

開催期日 1月18日（金）～19日（土） 

会  場 メルパルク松山（愛媛県） 

内  容 

【1日目】 

○講演Ⅰ「老人福祉施設の経営マネジメント、リスク管理」 

講師：公益社団法人全国老人福祉施設協議会 常務理事 金沢 俊弘 氏 

○講義Ⅱ「人が育つ職場づくり・管理職としての自己診断」 

講師：日本女子大学 人間社会学部 社会福祉学科 教授 久田 則夫 氏 

【2日目】 

○グループ討議 

テーマ「経営マネジメント・リスク管理・職場づくり・労務管理・人材育成 等」 

助言：日本女子大学 人間社会学部 社会福祉学科 教授 久田 則夫 氏 

    社会福祉法人愛川舜寿会ミノワホーム 経営企画室長 馬場 拓也 氏 

○講演Ⅲ「職場改革で実現する介護業界の人材確保戦略」 

講師：社会福祉法人愛川舜寿会ミノワホーム 経営企画室長 馬場 拓也 氏 

参加者数 131人（うち愛媛から71人） 

 

 

 

 

 

 

 

 



（８）第７５回全国老人福祉施設大会 

開催期日 11月20日（火）～21日（水） 

会  場 西日本総合展示場（新館）ほか（福岡県） 

内  容 

【1日目】 

○開会式典 

○行政報告 

 講師：厚生労働省 

○基調報告 

全国老人福祉施設協議会 

○記念講演「家族と絆～私と故郷の55年～」 

 講師：イラストレーター・俳優・小説家 リリー・フランキー 氏 

内  容 

【2日目】 

○分科会 

・第１分科会：伴走型介護の追究 －QOL向上に資するケアの実践－ 

・第２分科会：これからの地域医療と介護・福祉連携 

・第３分科会：未来型介護を拓く“人づくり戦略” 

・第４分科会：保健事業・介護予防と地域づくり 

・第５分科会：軽費・ケアハウスの次なるステップ ～事業継続に向けて～ 

・第６分科会：養護老人ホームへの期待とこれからの生活支援 

参加者数 1,467人（うち愛媛から19人） 

 

（９）平成３０年度全国老人福祉施設研究会議 

開催期日 10月30日（火）～31日（水） 

会  場 札幌コンベンションセンターほか（北海道） 

内  容 

【1日目】 

○開会式典 

○基調報告 

○記念講演「地域をつなげるＩＣＴのあり方」 

 講師：（医）高橋病院 理事長・病院長 （福）社会福祉法人函館元町会 理事長 

（一社）元町会 代表理事 高橋 肇 氏 

○講演「しあわせをつくるお菓子」 

 講師：石屋製菓㈱／石屋商事㈱ 代表取締役社長 石水 創 氏 

【2日目】 

○分科会 

・第１分科会：伴走型介護の追求－ＱＯＬ向上に資するケアの実践－ 

・第２分科会：未来とともに歩む社会福祉法人（特養）の経営 

・第３分科会：未来型介護を拓く「人づくり」戦略 

・第４分科会：入居者とともに地域を創る軽費・ケアハウスの取り組み 

・第５分科会：地域とつながる軽費老人ホーム・ケアハウスの取り組み  

・第６分科会：養護老人ホームにおける包括的支援と尊厳の探求 

・先駆的特別報告：「介護ロボット」及び「ＩＣＴ」の導入・利活用による業務改善と負担軽 

減に関する検証・研究 

参加者数 2,031人（うち愛媛から31人） 

 

 

 

 

 



（10）指導監査対応室「全国担当者会議」 

開催日時 2月27日（水） 

会  場 全国老施協 

内  容 

○導入及び周知事項 

 全国老施協 指導監査対応室長 

○周知事項「社会福祉法改正対応状況について」 

全国老施協 社会福祉法人改革 対策本部長 

○各ブロックからの疑義ある指導内容の提起 

○各ブロックから挙げられた指導内容に関する意見交換 

○新たな働き方改革への対応と人員配置基準等において留意すべき事項について 

○改正出入国管理法について 

出 席 者 

（愛媛県） 
1人（総務委員長） 

 

 

７ 関連情報の収集と提供 

（１）「愛媛県老人福祉施設協議会会員施設名簿」の発行 

（２）「実践事例集」の作成・公開（会員専用ホームページ） 

（３）介護保険法及び社会福祉諸制度等に関する情報収集と提供 

（４）外国人介護人材等に関するアンケート調査 

（５）シェイクアウトえひめに関するアンケート調査 

 

 

８ その他の諸活動 

（１）四国及び全国老人福祉施設協議会との連携 

①四国老人福祉施設協議会役員 ②全国老人福祉施設協議会代議員 ③代議員・役員選任に係る選挙管理委員会委員 

 

（２）関係機関との連携 

  ①愛媛県高齢者保健福祉計画等推進委員会委員 

  ②愛媛県社会福祉審議会委員 

  ③愛媛県社会福祉協議会理事            

④愛媛県社会福祉協議会総合企画委員会委員 

  ⑤愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業運営委員会委員 

⑥愛媛県医療推進協議会理事 

⑦愛媛県福祉人材センター運営委員会委員 

⑧愛媛県福祉サービス第三者評価事業推進委員会委員 

⑨愛媛県国民健康保険団体連合会介護サービス苦情処理委員会委員 

⑩河原医療福祉専門学校介護福祉科教育課程編成委員会委員 

⑪愛媛地域医療ビジョン推進戦略会議委員 

⑫災害ボランティアネットワーク会議構成団体 

  ⑬愛媛県福祉懇談会 
  ⑭介護労働懇談会 

  ⑮愛媛県戦没者追悼式 

  ⑯愛媛福祉人材確保推進協議会 


