
平成２３年度 愛媛県老人福祉施設協議会 事業報告 

 

抜本的な改革がなされた平成２４年度の介護保険制度改正に対応するため、同制度の動向を追

い、全国老人福祉施設協議会とも連携し、介護現場を支える全従事者の処遇改善や在宅重視の制

度改正の再考を国・県に求めました。 

また、介護職員等による医行為について、平成２４年度から円滑に実施できるよう諸機関と連

携し、対応を進めるとともに、老人福祉制度に係る諸問題についての研究協議を行いながら、職

員の資質向上と意識改革を図り、県民に期待され必要とされる施設づくりをめざし、各種事業を

実施しました。 

 

  重点項目 

   １ 老人福祉制度政策についての情報収集・研究 

   ２ 多様化するサービス提供主体への対応 

   ３ 部会及び委員会活動の充実 

   ４ 職員研修会の充実・強化 

   ５ 全国老人福祉施設協議会との連携 

 

 

１ 諸会議の開催 

 

（１）総   会 

回 日時 会場 議案 

第 1回 
6月 14日（火） 

14:00～15:00 
メルパルク松山 

・役員及び部会員、委員会委員の選任について  

・平成 22年度事業報告について 

・平成 22年度収支決算(案)について 

・平成 22年度監査報告 

・顧問の委嘱について 

第 2回 
3月 13日（火） 

13:20～14:20 
道後山の手ホテル 

・平成 23年度収支補正予算（案）について 

・平成 24年度事業計画（案）について 

・平成 24年度収支予算（案）について 

・役員の補欠選任について 

 

（２）正副会長会 

回 日時 会場 議案 

第 1回 
4月 18日（月） 

10:00～12:00 

愛媛県総合社会

福祉会館 

・平成 22 年度実施事業について 

・平成 22 年度収支決算（案）について 

・平成 23 年度愛媛県老施協の体制について 

第 2回 
1月 27日（金） 

10:00～12:00 

愛媛県総合社会

福祉会館 

・平成 23 年度第 2 回総会・施設長研修会について  

・愛媛県老施協における小規模特養の加入について 

・平成 24 年度の予定等について 

第 3回 
3月 13日（火） 

11:00～12:00 
道後山の手ホテル ・平成 24 年度愛媛県老施協会費額等について 

 



（３）理 事 会 

回 日時 会場 議案 

第 1回 
5月 31日（火） 

10:00～12:00 

愛媛県総合社会

福祉会館 

・平成 22年度実施事業についてについて 

・平成 22年度収支決算（案）について 

・部会員、委員会委員の選任について 

・第 60 回四国老人福祉施設関係者研究大会 

の役割分担について 

第 2回 
8月 24日（水） 

10:00～12:00 

愛媛県総合社会

福祉会館 

・居室定員に対する意見の集約について 

・たん吸引（医療行為）に関する情報共有について 

・新会計基準に関する研修の実施について 

・21世紀委員会からの報告（四国ﾌﾞﾛｯｸｶﾝﾄﾘｰ 

ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ、介護の日のｲﾍﾞﾝﾄ） 

第 3回 
10月 3日（月） 

10:00～12:00 

愛媛県総合社会

福祉会館 

・四国ﾌﾞﾛｯｸｶﾝﾄﾘｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞについて 

・介護の日のイベントについて 

第 4回 
12月 7日（水） 

15:30～17:30 

東京第一ホテル

松山 
・介護職員等によるたん吸引研修等について 

第 5回 
2月 15日（水） 

10:00～12:00 

愛媛県総合社会

福祉会館 

・平成 23年度収支補正予算（案）について 

・平成 24年度事業計画（案）について 

・平成 24年度収支予算（案）について 

・平成 23年度第 2回総会について 

 

（４）監 事 会 

日時 会場 議案 

5月 10日（火） 

13:30～15:00 

愛媛県総合社会

福祉会館 

・平成 22年度実施事業について 

・平成 22年度収支決算（案）について 

 

２ 部会・委員会の開催 

 

（１）デイサービスセンター部会 

回 日時 会場 協議事項 

第 1回 
5月 24日（火） 

13:00～15:00 

愛媛県総合社会

福祉会館 

・部会長及び副部会長の選任について 

・デイサービスセンター職員研修会の企画について 

第 2回 
2月 22日（水） 

10:00～12:00 

愛媛県総合社会

福祉会館 
・平成 24年度研修実施計画について 

 

（２）軽費・ケアハウス部会 

回 日時 会場 協議事項 

第 1回 
5月 19日（木） 

13:00～15:00 

愛媛県総合社会

福祉会館 

・部会長及び副部会長の選任について 

・軽費・ケアハウス職員研修会の企画について  

第 2回 
3月 8日（水） 

11:00～12:00 

愛媛県総合社会

福祉会館 
・平成 24年度研修実施計画について 

 

（３）養護老人ホーム部会 

回 日時 会場 協議事項 

第 1回 
5月 19日（木） 

10:30～12:00 

愛媛県総合社会

福祉会館 

・部会長及び副部会長の選任について 

・第 1回養護老人ホーム職員研修会の企画について 

第 2回 
3月 6日（火） 

11:00～12:00 

愛媛県総合社会

福祉会館 
・平成 24年度研修実施計画について 



（４）総務委員会 

回 日時 会場 協議事項 

第 1回 
5月 12日（木） 

13:30～15:00 

愛媛県総合社会

福祉会館 

・委員長及び副委員長の選任について 

・平成 22年度事業報告について 

第 2回 
2月 2日（木） 

10:30～12:00 

愛媛県総合社会

福祉会館 
・平成 24年度事業計画（案）の確認について 

 

（５）研修委員会（研修委員・専門委員合同会議） 

回 日時 会場 協議事項 

第 1回 
5月 12日（木） 

10:00～12:00 

愛媛県総合社会

福祉会館 

・委員長及び副委員長の選任について 

・各テーマ別研修会の企画について 

第 2回 
1月 31日（火） 

13:00～15:30 

愛媛県総合社会

福祉会館 
・平成 24年度研修実施計画について 

 

（６）２１世紀委員会 

回 日時 会場 協議事項 

第 1回 
5月 16日（月） 

13:30～15:00 

愛媛県総合社会

福祉会館 

・委員長及び副委員長の選任について 

・第 7 回愛媛県老人福祉施設大会の企画について 

第 2回 
6月 27日（月） 

13:30～15:30 

愛媛県総合社会

福祉会館 
・第 7回愛媛県老人福祉施設大会について 

第 3回 
7月 11日（月） 

13:00～15:00 

愛媛県総合社会

福祉会館 

・第 7回愛媛県老人福祉施設大会について 

・今後の予定について 

第 4回 
8月 4日（木） 

13:00～15:00 

愛媛県総合社会

福祉会館 

・平成 23 年度四国ﾌﾞﾛｯｸｶﾝﾄﾘｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞについて  

・介護の日のイベントについて 

第 5回 
9月 1日（木） 

13:00～15:00 

愛媛県総合社会

福祉会館 

・平成 23 年度四国ﾌﾞﾛｯｸｶﾝﾄﾘｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞについて  

・介護の日のイベントについて 

第 6回 
10月 27 日（木） 

10:00～12:00 

愛媛県総合社会

福祉会館 

・平成 23 年度四国ﾌﾞﾛｯｸｶﾝﾄﾘｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞについて  

・介護の日のイベントについて 

第 7回 
11月 11 日（金） 

14:30～16:00 
ファーストビル ・平成 23 年度四国ﾌﾞﾛｯｸｶﾝﾄﾘｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞについて  

 

３ 第７回愛媛県老人福祉施設大会の開催 （２１世紀委員会報告） 

開催日時 7月 14日（木）10:00～15:30 

会  場 ひめぎんホール（愛媛県県民文化会館） 

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「夜回り先生、いのちの授業」 講師：夜回り先生 水谷 修 氏 

○分科会 

・第１分科会「人材育成・組織作り」【講義】 

        講師：株式会社ケイツーマネジメント 代表 葛田 一雄 氏 

・第２分科会「リスクマネジメント」【講義】 

        講師：株式会社ｲﾝﾀｰﾘｽｸ総研 主席ｴﾝｼﾞﾆｱ 中原 代助 氏 

・第３分科会「自立支援」【発表・討論】 

・第４分科会「個別ケアの実践」【発表・討論】 

参加者数 321名 



 

４ 平成２３年度四国ブロックカントリーミーティングの開催 （２１世紀委員会報告） 

開催日時 12月 1日（木）～2 日（金） 

会  場 松山全日空ホテル 

参加対象 
四国ブロック内高齢者福祉施設に勤務する経営・管理者、介護職、相談員、ケアマ

ネジャー、看護職員、栄養士等（原則として 50 歳未満） 

内  容 

○基調報告 全国老人福祉施設協議会 会長 中田 清 氏 

○課題提起 全国老人福祉施設協議会 総務・組織委員会副委員長 太田 二郎 氏 

○分 科 会  

・経営１分科会「H24 介護保険制度改正・介護報酬改定に向けて」 

・経営２分科会「地域の介護力を支える社会福祉法人・高齢者福祉施設のあり方」 

・経営３分科会「低所得者対応・生活困窮者救済と社会福祉法人の役割」 

・介護１分科会「認知症ケア…医療との連携を考える」 

・介護２分科会「おむつゼロから胃ろうゼロへ～個別ケアの実践として」 

・介護３分科会「利用者に優しく、職員の「疲れない介護」を考える～職場環境、業務改善」 

○分科会報告  

○特別講演「ディズニー流・一流の人材を育てる法則」 

       講師：JSパートナー株式会社 代表取締役 福島 文二郎 氏 

参加者数 242名（うち愛媛から 78名） 

 

５ 「介護の日」イベントの実施 （２１世紀委員会報告） 

開催日時 11月 11 日（金）11:00～14:00 

場  所 大街道一番町入口付近及びいよてつ高島屋前付近 

内  容 

○介護相談コーナー及び高齢者疑似体験ブースの設置 

○「介護の日」啓発チラシ、ティッシュの配布 

○幼稚園児による啓発パレード  

○「介護の日」啓発ストリートビューの放映 

○福祉人材確保啓発イラスト入選作品の表彰及び記念品の贈呈 

○福祉人材確保啓発イラスト入選作品パネル展、東日本大震災支援活動パネル展 

 

６ 研修会の開催 

 

  ※別表、研修事業実施一覧参照 

 



７ 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 
8月 29日（月） 

14:30～15:30 

全日空ホテルクレメント高松

（香川県） 

・介護保険制度改正および報酬改定の動きについて 

・平成 22 年度事業報告、収支決算の認定について 

・平成 23年度四国老施協事業の推進について 

拡大 

役員会 

2月 6日（月） 

11:00～12:00 

徳島グランヴィリオホテル

（徳島県） 

・介護保険制度改正・報酬改定について 

・平成 23 年度収入支出補正予算書（案）の承認について 

・平成 24年度事業計画（案）の承認について 

・平成 24年度収入支出予算書（案）の承認について 

 

（２）介護保険施設等の指導監督連絡会 

回 日時 会場 議案 

第 1回 
8月 29日（月） 

11:00～12:00 

全日空ホテルクレメント高松

（香川県） 

・介護保険施設等における指導監督内容について 

・意見交換 

第 2回 
2月 6日（月） 

10:00～11:00 

徳島グランヴィリオホテル

（徳島県） 

・介護保険施設等における指導監督内容について 

・意見交換 

全国 

担当者 

会議 

9月 21日（水） 

12:30～17:30 

ホテルニューオータニ 

（東京都） 

・講演 

・グループディスカッション「各県における 

指導監査の実態を語る」 

・指導監査実態調査集計結果報告 

 

（３）第６０回四国老人福祉施設関係者研究大会 

期 日  平成 23年 8 月 29日（月）～30日（火） 

場 所  香川県「サンポート高松、全日空ホテルクレメント高松」ほか 

参加者  868 名（うち愛媛県から 143 名） 

 

（４）平成２３年度四国ブロック社会福祉法人新会計基準研修会 

   期 日  平成 23年 11 月 24日（木）～25日（金） 

   場 所  香川県「オークラホテル丸亀」 

 参加者  265名（うち愛媛県から 46名） 

 

（５）第１０回四国老施協セミナー 

   期 日  平成 24年 2月 6日（月）～7 日（火） 

   場 所  徳島県「徳島グランヴィリオホテル」 

 参加者  312名（うち愛媛から 39 名） 

 

（６）平成２３年度全国老人福祉施設研究会議 

   期 日  平成 23年 10 月 4日（火）～5 日（水） 

   場 所  岡山県「岡山県総合グラウンド体育館（桃太郎アリーナ）」ほか 

   参加者  2,887 名（うち愛媛県から 85 名） 

 

（７）第６８回全国老人福祉施設大会 

   期 日  平成 23年 11 月 8日（火）～10日（木） 

   場 所  高知県「高知県民文化ホール」ほか 

 参加者  2,104名（うち愛媛県から 102 名） 



 

８ 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）介護保険法及び社会福祉諸制度に関する情報収集と提供 

 

９ その他の諸活動 

   

（１）全国老人福祉施設協議会との連携 

 

（２）関係機関との連携 

   愛媛県高齢者保健福祉計画等推進委員会委員 

   愛媛県社会福祉協議会理事 

   愛媛県介護実習普及センター運営委員会委員  

   愛媛県福祉人材センター運営委員会委員 

   社会福祉施設ネットワーク会議委員  

    



開催月 研　修　会　名 開催日 研修内容・講師等 参加者

第1回施設長研修会 ・講演「東日本大震災の現状と復興に向けて」

会場／メルパルク松山 　愛媛県社会福祉協議会　福祉振興班

医療行為研修会 ・「看護職員と介護職員によるケア連携協働の在り方」

企画／研修委員 ・「口腔内吸引・胃ろうによる経管栄養の技術」

会場／愛媛県総合社会福祉会館 　愛媛県老施協養成講師

第7回愛媛県老人福祉施設大会 ・講演「夜回り先生、命の授業」

企画／21世紀委員 　夜回り先生　水谷　修　氏

会場／ひめぎんホール ・分科会

食に関する研修会 ・講演「高齢者ソフト食への飽くなき挑戦」

企画／研修委員 　潤和リハビリテーション診療研究所　客員研究員　黒田　留美子　氏

会場／メルパルク松山
第1回経費・ケアハウス職員研修会 ・演習「救急救命～救急車が来るまでに～」

企画／軽費・ケアハウス部会員 　松山東消防署

会場／愛媛県総合社会福祉会館

第1回デイサービスセンター職員研修会 ・講演「認知症を理解する～症状・疾患・脳からのアプローチ～」
企画／デイサービスセンター部会員 ・演習「その人らしさを支えるケアとは」

会場／愛媛県総合社会福祉会館 　西条市高齢介護課　包括支援課長　近藤　誠　氏

第1回養護老人ホーム職員研修会 ・講演「高齢の精神疾患者への対応」

企画／養護老人ホーム部会員 　財団法人真光会　真光園　丸田　一郎　氏

会場／愛媛県総合社会福祉会館

認知症ケア研修会 ・講演「認知症に寄り添って」

企画／研修委員 ・事例検討会

会場／メルパルク松山 　特別養護老人ホーム　アソカ園　施設長　森川　隆　氏

コミュニケーション研修会 ・講演「職員を伸ばす・やる気を引き出す施設コミュニケーション」

企画／研修委員 　ケアタウン総合研究所　所長　高室　成幸　氏

会場／愛媛県総合社会福祉会館

第2回デイサービスセンター職員研修会 ・グループワーク
企画／デイサービスセンター部会員 　愛媛県福祉レクリエーション研究会　会長　久保田　加寿美　氏

会場／にぎたつ会館
平成23年度四国ﾌﾞﾛｯｸｶﾝﾄﾘｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞ ・基調報告　全国老施協　会長　中田　清　氏

企画／21世紀委員等 ・課題提起　全国老施協　総務・組織委員会副委員長　太田　二郎　氏

会場／松山全日空ホテル ・分科会

・特別講演「ディズニー流・一流の人材を育てる法則」　　　　　

　JSパートナー株式会社　代表取締役　福島　文二郎　氏

最新介護保険研修会 ・説明｢介護職員の医行為実施に伴う各種届出等について｣

企画／研修委員 ・講演｢平成24年度報酬改定をどうむかえるか｣

会場／愛媛県総合社会福祉会館 　愛媛県長寿介護課／公益社団法人全国老人福祉施設協議会
第2回軽費・ケアハウス職員研修会 ・講演「高齢者の転倒予防について」

企画／軽費・ケアハウス部会員 　松山市障がい福祉課　金指　巌　氏

会場／愛媛県総合社会福祉会館

ターミナルケア研修会 ・講演｢生活の場でのターミナルケア｣

企画／研修委員 　介護老人保健施設鶴舞乃城　看介護部長　高口　光子　氏

会場／にぎたつ会館

第2回養護老人ホーム職員研修会 ・講演「これからの養護老人ホームについて」

企画／養護部会員 　全国老施協　養護老人ホーム運営委員会幹事　利光　弘文　氏

会場／愛媛県総合社会福祉会館

第2回施設長研修会 ・講演「新社会福祉法人会計基準の概要と経営方針の立て方」

会場／道後山の手ホテル 　福祉医療機構　経営支援室　経営企画課長　千葉　正展　氏

４月

５月

6月14日 92名６月

9月22日 21名９月

104名

7月5日
～6日

69名

8月10日

８月

321名

10月 10月25日 81名

8月21日 68名

8月12日

7月14日

７月

29名

11月

11月18日

49名

12月
12月1日
～2日

242名

2月26日

107名

24名

79名

57名

11月27日

平成２３年度　愛媛県老人福祉施設協議会　研修事業実施一覧

2月20日 204名

3月13日

１月

３月

3月4日

3月6日

30名

２月


