
平成２４年度 愛媛県老人福祉施設協議会 事業報告 

 

介護報酬・診療報酬の同時改定の年であった平成２４年度は、特に「２４時間定期巡回・随時

対応型訪問介護看護サービス」や小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせた「複合型サ

ービス」が新たに設けられる等、「地域包括ケアシステム」の推進、施設介護から在宅介護への移

行が進められた。また、介護職員等による医行為については、平成２４年度から研修を受けた職

員が一定の条件のもとでたんの吸引等が実施できることとなった。 

こうした状況を踏まえ、老人福祉制度に係る諸問題についての研究協議を行うとともに、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、各種事業を展

開した。 

 

  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 12日（火） 

13:00～14:00 
ひめぎんホール 

・平成 23年度事業報告について 

・平成 23年度収支決算(案)について 

・平成 23年度監査報告 

・愛媛県老施協新会費（案）について 

・平成 24年度収支補正予算（案）について 

・役員等の補欠選任について 

第 2回 
3月 8日（金） 

13:00～14:20 

東京第一ホテル

松山 

・平成 24年度収支補正予算（案）について 

・会則等の変更について 

・平成 25年度事業計画（案）について 

・平成 25年度収支予算（案）について 

・平成 25-26年度全国老施協代議員の選出について 

・任期満了に伴う愛媛県老施協会長の選任について 

 

（２）正副会長会 

回 日時 会場 議案 

第 1回 
4月 20日（金） 

10:00～12:00 

愛媛県総合社会

福祉会館 

・愛媛県老施協新会費（案）について 

・役員及び部会員の補欠選任について 

第 2回 
5月 29日（火） 

9:00～10:00 

愛媛県総合社会

福祉会館 
・第 1回 21世紀委員会の報告について 

第 3回 
7月 3日（火） 

10:00～12:00 

愛媛県総合社会

福祉会館 

・愛媛県老施協におけるたんの吸引について 

・愛媛県老施協会費の状況について 

第 4回 
10月 11 日（木） 

10:00～12:00 

愛媛県総合社会

福祉会館 

・県への要望について（喀痰吸引等研修等） 

・年度途中の入会に対する会費額について 

・組織強化について 



第 5回 
11月 30 日（金） 

9:30～10:20 

愛媛県総合社会

福祉会館 

・災害見舞金について 

・全国老施協代議員選挙について 

第 6回 
1月 18日（金） 

14:00～15:00 
国際ホテル松山 

・全国老施協代議員選挙等について 

・平成２５年度の総会資料等について 

・介護力向上講習会の取り組みについて 

・要望書の提出報告について 

 

（３）理 事 会 

回 日時 会場 議案 

第 1回 
4月 20日（金） 

13:00～14:30 

愛媛県総合社会

福祉会館 
・愛媛県老施協新会費（案）について 

第 2回 
5月 29日（火） 

13:00～15:00 

愛媛県総合社会

福祉会館 

・平成 23年度事業報告について 

・平成 23年度収支決算（案）について 

・平成 23年度監査報告 

・役員、委員、部会員の交代について 

・新会費及び補正予算について 

・第８回愛媛県老人福祉施設大会等について 

第 3回 
10月 30 日（火） 

13:30～15:30 

愛媛県総合社会

福祉会館 

・県への要望について（喀痰吸引等研修等） 

・年度途中の入会に対する会費額について 

・組織強化等について 

・「介護の日」イベントについて 

第 4回 
11月 30 日（金） 

10:30～12:00 

愛媛県総合社会

福祉会館 

・災害見舞金について 

・全国老施協代議員選挙について 

第 5回 
1月 18日（金） 

15:00～17:00 
国際ホテル松山 

・全国老施協代議員選挙等について 

・平成 25年度の総会資料等について 

・介護力向上講習会の取り組みについて 

・要望書の提出方向について 

第 6回 
2月 25日（月） 

10:00～12:00 

愛媛県総合社会

福祉会館 

・平成 24年度収支補正予算（案）について 

・会則等の変更について 

・平成 25年度事業計画（案）について 

・平成 25年度収支予算（案）について 

・平成 25-26年度全国老施協代議員の選出について 

・任期満了に伴う愛媛県老施協会長の選任について 

 

（４）監 事 会 

日時 会場 議案 

5月 11日（金） 

10:30～12:00 

愛媛県総合社会

福祉会館 

・平成 23年度事業報告について 

・平成 23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 
12月 2日（日） 

13:00～14:00 

エスポワール 

愛媛文教会館 
・第 3回ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ職員研修会について 

第 2回 
2月 20日（水） 

10:00～12:00 

愛媛県総合社会

福祉会館 
・平成 25年度研修計画について 

 

 



（２）軽費・ケアハウス部会 

回 日時 会場 協議事項 

第 1回 
12月 17 日（月） 

10:30～12:00 

愛媛県総合社会

福祉会館 
・第 2回軽費・ケアハウス職員研修会について 

第 2回 
2月 14日（火） 

13:00～14:00 

愛媛県総合社会

福祉会館 
・平成 25年度研修計画について 

 

（３）養護老人ホーム部会 

回 日時 会場 協議事項 

第 1回 
12月 5日（水） 

11:00～12:00 

愛媛県総合社会

福祉会館 
・第 2回養護老人ホーム職員研修会について 

第 2回 
3月 5日（水） 

13:00～14:00 

愛媛県総合社会

福祉会館 
・平成 25年度研修計画について 

 

（４）総務委員会 

回 日時 会場 協議事項 

第 1回 
5月 15日（火） 

10:30～12:00 

愛媛県総合社会

福祉会館 

・平成 23年度事業報告の確認について 

・愛媛県老施協における災害時の対応等について 

第 2回 
7月 11日（水） 

10:00～12:00 

愛媛県総合社会

福祉会館 
・喀痰吸引等研修にかかる調査について 

第 3回 
8月 31日（金） 

10:00～12:00 

愛媛県総合社会

福祉会館 

・正副委員長について 

・喀痰吸引等研修にかかる調査結果等について 

第 4回 
2月 6日（金） 

10:00～12:00 

愛媛県総合社会

福祉会館 
・平成 25年度事業計画（案）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 11日（金） 

13:00～15:00 

愛媛県総合社会

福祉会館 
・各テーマ別研修会の担当について 

第 2回 
1月 28日（月） 

10:00～12:00 

愛媛県総合社会

福祉会館 
・平成 25年度研修計画について 

 

（６）２１世紀委員会 

回 日時 会場 協議事項 

第 1回 
5月 8日（火） 

13:00～16:00 

愛媛県総合社会

福祉会館 

・第 8回愛媛県老人福祉施設大会について 

・介護の日のイベントについて 

第 2回 
7月 3日（火） 

13:00～16:00 

愛媛県総合社会

福祉会館 

・第 8回愛媛県老人福祉施設大会について 

・介護の日のイベントについて 

第 3回 
9月 4日（火） 

10:00～12:00 

愛媛県総合社会

福祉会館 

・介護の日のイベントについて 

・四国ﾌﾞﾛｯｸｶﾝﾄﾘｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞ等について 

第 4回 
10月 9日（火） 

10:00～12:00 

愛媛県総合社会

福祉会館 

・第 11 回四国ﾌﾞﾛｯｸｶﾝﾄﾘｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞについて 

・第 62回四国老人福祉施設関係者研究大会について 

・介護の日のイベントについて 

第 5回 
2月 20日（水） 

15:00～17:00 

愛媛県総合社会

福祉会館 
・来年度の予定について 

 

 



３ 第８回愛媛県老人福祉施設大会の開催  

開催日時 7月 18日（水）9:45～15:30 

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「遺品整理の現場から学ぶ～最期まで孤立しないために～」 

講師：遺品整理専門会社キーパーズ 代表取締役 吉田 太一 氏 

○分科会 

・第１分科会「人材育成・組織作り」【ｸﾞﾙｰﾌﾟﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ、ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ】 

講師：秋川会計事務所株式会社 代表取締役 

   愛媛県中小企業家同友会 経営相談室長 秋川 保親 氏 

・第２分科会「リスクマネジメント（防災、権利擁護）」【講義】 

講師（防災）：特別養護老人ホーム砥部オレンジ荘 施設長 菅原 哲雄 氏 

講師（権利擁護）：松山あゆみ法律事務所 弁護士 江野尻 正明 氏 

・第３分科会「個別ケア（看取り、重度化）」【発表・討論】 

・第４分科会「自立支援」【発表・討論】 

参加者数 319 名 

 

４ 「介護の日」イベントの実施  

開催日時 11月 11 日（日）11:00～14:00 

場  所 松山市大街道（三越前付近）及びいよてつ高島屋前付近 

内  容 

○「介護の日」啓発チラシ、ティッシュ、あぶらとり紙の配布 

○介護相談コーナー及び高齢者疑似体験ブースの設置 

○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 

 

５ 研修会の開催 

 

  ※別表、研修事業実施一覧参照 

 

 

６ 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 20日（月） 

11:00～12:00 
三翠園（高知県） 

・「社会保障制度改革推進法」案では… 

・平成 23 年度事業報告、収支決算の認定について 

・平成 24年度四国老施協事業の推進について 

拡大 

役員会 

2月 4日（月） 

11:00～12:00 

JR ﾎﾃﾙｸﾚﾒﾝﾄ高松

（香川県） 

・平成 25年度介護保険制度改革について 

・四国老施協役員の改選について 

・平成 25年度事業計画（案）の承認について 

・平成 25 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 20日（月） 

10:00～11:00 
三翠園（高知県） 

・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 4日（月） 

10:00～11:00 

JR 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 

全国 

担当者 

会議 

10月 10 日（水） 

11:00～17:00 

都市センターホテル 

（東京都） 

・基調報告 

・講演「社会福祉法人の適正な運営とは」 

・地域主権改革一括法に関する実態調査結果 

・講演「地方分権時代の介護保険制度とは」 

・意見交換 

・情勢報告 

 

（３）第６１回四国老人福祉施設関係者研究大会 

期 日  平成 24年 8 月 20日（月）～21日（火） 

場 所  高知県「高知県民文化ホール（オレンジホール）」ほか 

参加者  701 名（うち愛媛県から 121 名） 

 

（４）第１１回四国ブロックカントリーミーティング 

   期 日  平成 24 年 11 月 26日（月）～27日（火） 

   場 所  徳島県「徳島グランヴィリオホテル」 

 参加者  225名（うち愛媛県から 42名） 

 

（５）第１１回四国老施協セミナー 

   期 日  平成 25年 2月 4日（月）～5 日（火） 

   場 所  香川県「JRホテルクレメント高松」 

 参加者  244名（うち愛媛県から 36名） 

 

（６）平成２４年度社会福祉法人新会計基準研修会 

   期 日  平成 25 年 2月 18日（月）～19日（火） 

   場 所  香川県「かがわ国際会議場」 

 参加者  130名（うち愛媛県から 23名） 

 

（７）第６９回全国老人福祉施設大会 

   期 日  平成 24 年 10 月 23日（火）～25日（木） 

   場 所  広島県「広島グリーンアリーナ」ほか 

 参加者  2,326名（うち愛媛県から 42名） 

 

（８）平成２４年度全国老人福祉施設研究会議 

   期 日  平成 25年 2月 27日（水）～28日（木） 

   場 所  愛知県「愛知体育館」ほか 

   参加者  2,700 名（うち愛媛県から 15 名） 

 

 

 

 

 



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）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 

①喀痰吸引等研修にかかるアンケート調査 

  ②定員４０名未満施設における不在者投票実施希望調査 

 

８ その他の諸活動 

   

（１）全国老人福祉施設協議会との連携 

①全国老人福祉施設協議会代議員 

②平成２５－２６年度代議員・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愛媛県社会福祉協議会理事 

  ③愛媛県医療推進協議会理事 

④愛媛県介護実習普及センター運営委員会委員  

  ⑤愛媛県福祉人材センター運営委員会委員 

  ⑥愛媛県福祉サービス第三者評価事業推進委員会委員 

⑦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 

⑧社会福祉施設ネットワーク会議委員  

  ⑨災害ボランティアネットワーク会議構成団体 

⑩小規模多機能型居宅介護支援事業所と愛媛県老施協との意見交換会 

（5 月 29 日（火）10 名（小多 6 名）） 

⑪災害時要援護者の広域支援体制の検討と基盤づくり意見交換会 

（2 月 6 日（水）14 名） 

    

（３）要望書の提出等 

①特養解体路線反対について 

（5月 6日（日）衆議院議員 塩崎 恭久代議員あて／6月～8月各市町長あて ※正副会長が要望書提出） 

②喀痰吸引等研修の定員維持について 

（1月 18 日（金）愛媛県総務部長・愛媛県保健福祉部長あて） 

③定員４０名未満施設における不在者投票実施について 

（1月 18 日（金）愛媛県総務部長・愛媛県保健福祉部長あて） 

 

 



開催月 研　修　会　名 開催日 研修内容・講師等 参加者

第1回デイサービスセンター職員研修会 ・グループワーク「介護報酬改定に対するデイサービスの取り組み」

企画／デイサービスセンター部会員 ・講演「平成24年度介護保険法改正と介護報酬改定について」

会場／松山東雲女子大学 　日本介護支援専門員協会　会長　木村　隆次　氏

第1回施設長研修会 ・講演「シームレスケア実現のための医療と介護の連携の現状と課題

会場／ひめぎんホール 　　　　～香川シームレスケア研究会の活動を通して～」

　綾川町国民健康保険　陶病院　院長　大原　昌樹　氏

第8回愛媛県老人福祉施設大会 ・講演「遺品整理の現場から学ぶ～最期まで孤立しないために～」

企画／21世紀委員 　遺品整理専門会社キーパーズ　代表取締役　吉田　太一　氏

会場／ひめぎんホール ・分科会

ターミナルケア研修会 ・講演「看取りについて」

企画／研修委員 ・講演「法令を遵守した自立支援プランの作成方法
会場／エスポワール愛媛文教会館 　　　　～ケアマネジメントには何が求められていくのか～」

※県地在協と共催 　特別養護老人ホーム緑風園　施設長　菊地　雅洋　氏

介護力向上研修会 ・講演「自立支援介護－排泄自立の理論」

企画／研修委員 ・実践発表・講評「県内のおむつはずしの取り組みについて」
会場／エスポワール愛媛文教会館 　国際医療福祉大学大学院　教授　竹内　孝仁　氏
第1回経費・ケアハウス職員研修会 ・ランチミーティング「各施設でのトラブルについて等」

企画／軽費・ケアハウス部会員

会場／特別養護老人ホーム玉泉

認知症ケア研修会 ・講演「認知症の理解と対応について

企画／研修委員 　　　　～行動心理症状（BPSD）の背景を理解する～」

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

食に関する研修会 ・講演「高齢者における口腔ケアの目的」

企画／研修委員 ・演習「実習で学ぶ口腔ケアの基本」

会場／メルパルク松山 　静岡歯科衛生士専門学校　講師　小宮山　ひろみ　氏

コミュニケーション研修会 ・講演「施設ケアの質を高める文章と記録の上達術」

企画／研修委員 　　　　～めざせ、わかる・書ける・伝わる文章力～」

会場／愛媛県総合社会福祉会館 　ケアタウン総合研究所　所長　高室　成幸　氏
第2回デイサービスセンター職員研修会 ・講義「個別機能訓練の考え方と様式の紹介」
企画／デイサービスセンター部会員 ・演習「個別機能訓練Ⅱの記入」
会場／エスポワール愛媛文教会館 　全国老施協　在宅ケア推進委員会　副委員長　瀬戸　雅嗣　氏

第1回養護老人ホーム職員研修会 ・講演「今後の養護老人ホームの動向、課題等について」

企画／養護老人ホーム部会員 　全国老施協　養護老人ホーム運営委員会　委員長　阿比留　志郎　氏

会場／愛媛県総合社会福祉会館

ユニットケア研修会 ・講演Ⅰ「これからのユニットケア」

企画／研修委員 　　　　　　～ﾕﾆｯﾄｹｱの先進施設が作り出した新しい『ﾄｰﾀﾙｹｱ』の基本～」

会場／ひめぎんホール ・講演Ⅱ「トータルケアの基本～これからの基礎介護　食事ケア編～」

　特定非営利活動法人　全国高齢者ケア研究会　研究委員長　泉田　照雄　氏

初級（初任）リーダー研修会 ・演習「理想のリーダー像」

企画／研修委員 ・講演Ⅰ「チームをまとめるためのリーダーシップ技術１」

会場／メルパルク松山 ・講演Ⅱ「チームをまとめるためのリーダーシップ技術２」
　特定非営利活動法人　全国高齢者ケア研究会　研究委員長　泉田　照雄　氏

第2回軽費・ケアハウス職員研修会 ・講義「軽費・ケアハウスにおける認知症対策について」

企画／軽費・ケアハウス部会員 ・ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ、意見交換「各施設における認知症の方への対応など」

会場／愛媛県総合社会福祉会館 　特別養護老人ホームアソカ園　施設長　森川　隆　氏

第2回養護老人ホーム職員研修会 ・講演「精神障がい者への対応の仕方について」

企画／養護老人ホーム部会員 ・グループ討議

会場／愛媛県総合社会福祉会館 　八幡浜医師会立双岩病院　日本精神科認定看護師　渡辺　とよみ　氏

第2回施設長研修会 ・講演「自法人の理念に共感し体現できる人材を確保するために

会場／東京第一ホテル松山 　　　　経営者が知っておくべき採用ノウハウ」

　株式会社リクルートキャリア　門野　友彦　氏
初級（初任）リーダー研修会（継続研修） ・演習「自分のモチベーションをチェックしてみよう」

企画／研修委員 ・講演Ⅰ「なぜセルフマネジメントが大切か？」

会場／メルパルク松山 ・講演Ⅱ「モチベーションを維持、向上させるためのメンタルトレーニング」

　特定非営利活動法人　全国高齢者ケア研究会　研究委員長　泉田　照雄　氏

93名
（93施設）

７月

7月18日

平成２４年度　愛媛県老人福祉施設協議会　研修事業実施一覧

４月

５月 5月13日
117名

（70施設）

319名
（84施設）

7月28日
152名

（52施設）

６月 6月12日

８月

8月9日
153名

（59施設）

8月26日
27名

（22施設）

8月27日
49名

（36施設）

９月 9月12日
83名

（62施設）

10月

11月 11月14日
94名

（62施設）

12月

12月2日
77名

（55施設）

12月5日
25名

（17施設）

12月15日
67名

（39施設）

１月

２月 2月14日
36名

（33施設）

1月23日
76名

（50施設）

1565名
(894施設)

合計
（延べ）

３月

3月26日
76名

（52施設）

3月8日

21名
（14施設）

100名
（94施設）

3月6日

平均参加者数（大会等除く） １研修 77.8人

平均参加施設数（大会等除く） １研修 50施設


