
平成２５年度 愛媛県老人福祉施設協議会 事業報告 

 

 

平成２４年度の介護報酬・診療報酬改定では、地域包括ケアシステムの推進や、施設介

護から在宅介護への移行が進められ、介護・福祉に係る諸制度が大きく変わった。 

このような状況の中、本会では、安定した組織運営を図るとともに、科学的介護の向上

への取り組みを通じ、会員施設による介護サービスのさらなる充実を目指すことに加え、

四国及び全国老施協、関係機関及び団体等との連携強化を図りながら、新制度への迅速な

対応や、よりよい介護現場の実現に向けた意見や要望の発信、積極的な社会貢献活動の実

施等を行うこと等を基本方針として、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展開した。 

 

 

  重点項目及び重点事業 

   

 １ 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目指す。 

      ○災害時応援協定に関する研究と対応 

      ○地区別及び部会別懇談会 

  

２ 組織運営体制の強化 

  理事会・部会・委員会活動の運営体制の充実を目指す。 

    ○理事会定数の増及び理事の業務担当制の確立 

    ○２１世紀委員の拡充（次世代リーダーの育成） 

 

３ 科学的介護の推進強化 

   研修等の内容をより一層向上させ、科学的介護の充実を目指す。 

    ○介護力向上講習会 

 

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させるとともに、 

交流を通じた新たなつながりづくりを目指す。 

  ○東日本大震災被災地交流及び視察 

○四国老人福祉施設関係者研究大会 

 

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 

の向上を目指す。 

    ○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 

 

 

 



１ 諸会議の開催 

（１）総   会 

回 日時 会場 議案 

第 1回 
5月 17日（金） 

13:30～14:35 
国際ホテル松山 

・役員及び部会員、委員会委員の選任について 

・平成 24年度事業報告について 

・平成 24年度収支決算（案）について 

・平成 24年度監査報告 

第 2回 
3月 13日（木） 

13:30～14:35 

エスポワール 

愛媛文教会館 

・平成 25年度収支補正予算（案）について 

・平成 26年度事業計画（案）について 

・平成 26年度収支予算（案）について 

 

（２）正副会長会 

回 日時 会場 議案 

第 1回 
4月 10日（水） 

10:00～12:00 

愛媛県総合社会

福祉会館 

・部会・委員会等の担当役員（役割分担）について 

・4月以降の活動予定について 

第 2回 
6月 18日（火） 

14:00～15:30 

国立大洲青少年

交流の家 
・第62回四国老人福祉施設関係者研究大会について 

第 3回 
6月 25日（火） 

10:30～11:30 
ひめぎんホール ・第62回四国老人福祉施設関係者研究大会について 

第 4回 
8月 25日（日） 

11:30～13:00 
ケアハウスいこい ・第62回四国老人福祉施設関係者研究大会について 

第 5回 
9月 30日（月） 

14:30～15:40 
今治湯ノ浦ハイツ 

・第 62 回四国老人福祉施設関係者研究大会 

実施状況報告について 

・東日本大震災被災地交流及び視察について 

・介護の日イベントについて 

第 6回 
12月 13 日（金） 

12:30～13:50 

愛媛県総合社会

福祉会館 
・来年度の事業の方針について 

第 7回 
3月 6日（木） 

13:00～14:20 

愛媛県総合社会

福祉会館 
・平成 25年度第 2回総会の確認について 

 

（３）理 事 会 

回 日時 会場 議案 

第 1回 
5月 9日（木） 

13:00～15:00 

愛媛県総合社会

福祉会館 

・役員及び部会員、委員会委員の選任について 

・平成 24年度事業報告について 

・平成 24年度収支決算（案）について 

・平成 24年度監査報告 

・小規模特養等における不在者投票について 

・第 9回愛媛県老人福祉施設大会等について 

第 2回 
7月 10日（水） 

10:00～12:00 

愛媛県総合社会

福祉会館 
・第62回四国老人福祉施設関係者研究大会について 

第 3回 
10月 3日（木） 

13:00～15:00 

愛媛県総合社会

福祉会館 

・第 62 回四国老人福祉施設関係者研究大会 

実施状況報告について 

・東日本大震災被災地交流及び視察について 

・介護の日イベントについて 

第 4回 
2月 20日（木） 

13:00～15:00 

愛媛県総合社会

福祉会館 

・平成 25年度収支補正予算（案）について 

・平成 26年度事業計画（案）について 

・平成 26年度収支予算（案）について 

 

 

 



（４）監 事 会 

日時 会場 議案 

5月 9日（木） 

10:30～12:00 

愛媛県総合社会

福祉会館 

・平成 24年度事業報告について 

・平成 24年度収支決算（案）について 

 

（５）小規模多機能型居宅介護事業所と愛媛県老施協正副会長との意見交換会 

日時 会場 議案 

2月 20日（木） 

10:00～12:00 

愛媛県総合社会

福祉会館 
・小規模多機能型居宅介護事業所の現状や課題等について 

 

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 
4月 30日（火） 

13:30～15:00 

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 

・平成25年度デイサービスセンター職員研修会について 

第 2回 
11月 28 日（木） 

16:30～17:30 

愛媛県総合社会

福祉会館 
・平成26年度デイサービスセンター職員研修会について 

 

（２）軽費・ケアハウス部会 

回 日時 会場 協議事項 

第 1回 
5月 1日（水） 

13:30～15:00 

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 

・平成25年度軽費・ケアハウス職員研修会について 

第 2回 
12月 18 日（水） 

13:30～15:00 

愛媛県総合社会

福祉会館 

・平成25年度第2回軽費・ケアハウス職員研修会について 

・平成26年度軽費・ケアハウス職員研修会について 

 

（３）養護老人ホーム部会 

回 日時 会場 協議事項 

第 1回 
5月 1日（水） 

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 

・平成25年度養護老人ホーム職員研修会について 

第 2回 
1月 28日（火） 

13:30～15:00 

愛媛県総合社会

福祉会館 
・平成26年度養護老人ホーム職員研修会について 

 

（４）総務委員会 

回 日時 会場 協議事項 

第 1回 
4月 30日（火） 

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 

・平成 24年度事業報告の確認について 

・平成 25年度総務委員会の活動について 

第 2回 
7月 23日（火） 

14:30～15:30 
国際ホテル松山 ・東日本大震災被災地交流及び視察について 

第 3回 
9月 26日（木） 

10:00～12:00 

愛媛県総合社会

福祉会館 
・東日本大震災被災地交流及び視察について 

第 4回 
12月 20 日（金） 

10:00～12:00 

愛媛県総合社会

福祉会館 
・東日本大震災被災地交流及び視察報告書について 

第 5回 
1月 17日（金） 

10:00～12:00 

愛媛県総合社会

福祉会館 
・東日本大震災被災地交流及び視察報告書の編集について 

第 6回 
1月 31日（金） 

15:30～17:00 

愛媛県総合社会

福祉会館 
・東日本大震災被災地交流及び視察報告書の編集について 

第 7回 
2月 7日（金） 

10:00～12:00 

愛媛県総合社会

福祉会館 

・東日本大震災被災地交流及び視察報告書について 

・平成26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） 

回 日時 会場 協議事項 

第 1回 
5月 2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 

・平成 25年度研修の担当について 

第 2回 
2月 7日（金） 

13:30～15:30 

愛媛県総合社会

福祉会館 
・平成 26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 7日（火） 

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 

・第9回愛媛県老人福祉施設大会について 

・第62回四国老人福祉施設関係者研究大会について 

・平成25年度介護の日のイベントについて 

第 2回 
6月 11日（火） 

10:00～12:00 

愛媛県総合社会

福祉会館 

・第9回愛媛県老人福祉施設大会について 

・第62回四国老人福祉施設関係者研究大会について 

・平成25年度介護の日のイベントについて 

第 3回 
7月 23日（火） 

10:00～12:00 

愛媛県総合社会

福祉会館 

・第62回四国老人福祉施設関係者研究大会について 

・平成25年度介護の日のイベントについて 

第 4回 
8月 27日（火） 

10:00～12:00 

愛媛県総合社会

福祉会館 

・第62回四国老人福祉施設関係者研究大会について 

・平成25年度介護の日のイベントについて 

第 5回 
11月 5日（火） 

10:00～12:00 

愛媛県総合社会

福祉会館 

・平成 25年度介護の日イベントについて 

・四国ブロックカントリーミーティングについて 

第 6回 
2月 6日（木） 

13:30～15:30 

愛媛県総合社会

福祉会館 
・平成 26年度事業について 

 

（７）地区別懇談会 

地区 日時 会場 協議事項 

南予 
6月 18日（火） 

16:05～17:35 

国立大洲青少年

交流の家 

・老施協への要望について 

・指導監査について 

・研修について 

中予 
7月 23日（火） 

16:40～17:25 
国際ホテル松山 

・老施協への要望について 

・指導監査について 

・研修について 

東予 
9月 30日（月） 

16:00～17:30 
今治湯ノ浦ハイツ 

・老施協への要望について 

・指導監査について 

・研修について 

 

（８）部会別懇談会 

部会 日時 会場 協議事項 

軽費・ 

ケアハウス 

8月 25日（日） 

10:30～11:30 
ケアハウスいこい ・軽費・ケアハウスにおける老施協への要望について 

デイ 
11月 28 日（木） 

15:30～16:30 

愛媛県総合社会

福祉会館 
・デイサービスセンターにおける老施協への要望について 

養護 
12月 13 日（金） 

10:30～11:30 

愛媛県総合社会

福祉会館 
・養護老人ホームにおける老施協への要望について 

 

 

 

 



３ 第９回愛媛県老人福祉施設大会の開催  

開催日時 6月 25日（火）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「社会福祉法人の運営について～自立支援介護の実践～」 

講師：特別養護老人ホーム高浜安立荘 施設長 中村 範親 氏 

○分科会 

・第１分科会「人材育成・組織作り、職員処遇（働きやすい職場づくり）」【講義・グループワーク】 

講師：社会福祉法人若竹大寿会 横浜市六角橋地域ケアプラザ 所長 山岡 悦子 氏 

・第２分科会「防災・リスクマネジメント」【講義】 

講師：社会福祉法人堤福祉会 特別養護老人ホームらふたぁヒルズ 統括施設長 芳賀 潤 氏 

・第３分科会「認知症ケアの実践」「５つ（おむつ、骨折、胃ろう、拘束、褥瘡）のゼロへのプロセス」【発表】 

・第４分科会「重度化対応と個別ケア、看取りケアへの取り組み」「食事サービスと栄養ケアマネジメント」【発表】 

・第５分科会「認知症高齢者・精神疾患」【講義・グループワーク】 

 講師：砥部病院 高齢者こころのケアセンター センター長 中城 有喜 氏 

参加者数 392名 

 

４ 第６２回四国老人福祉施設関係者研究大会の開催 

開催日時 9月 4日（水）～5日（木） 

会  場 ひめぎんホール等 

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 

・四国４県の関係行政機関及び社会福祉協議会関係者 

・その他、この研究大会に賛同する者 

内  容 

【１日目】9月 4日（水） 

○開会・式典 

○特別講演 全国老人福祉施設協議会 顧問 中田 清 氏 

○基調講演 全国老人福祉施設協議会 副会長 鴻江 圭子 氏 

○記念講演Ⅰ「2025 年に求められる社会福祉法人の姿」 

 講師：一般社団法人キヤノングローバル戦略研究所 研究主幹／経済学博士 松山 幸弘 氏 

○記念講演Ⅱ「『わたし』の人生～介護崩壊の時代をどう乗り切るか～」 

 講師：精神科医・国際医療福祉大学大学院 教授 和田 秀樹 氏 

○情報交換会 

【２日目】9月 5日（木） 

○分科会  

・第1研究部会「福祉・介護に関する諸制度の動向について～国民の安心をつくる社会保障～」【講義】 

・第2研究部会「人材確保・育成と魅力ある職場づくり～介護人材枯渇時代を生き残るために～」【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 

～生活困窮者の福祉サービス支援の中核を担う～」【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「４つ（認知症ケア、リハビリテーション、口腔ケア、看取りケア）の自立支援 

～施設機能の高機能化、高品質かを目指して～」【発表】 

・第6研究部会「５つ（おむつ、骨折、胃ろう、拘束、褥瘡）のゼロへのプロセス 

～科学的介護の推進による預かり施設からの脱却への挑戦～」【発表】 

・第7研究部会「在宅サービス（通所介護・訪問介護・居宅介護・配食）の実践と課題」【発表】 

・第8研究部会「介護事故に対するリスクマネジメント～安心・安全の経営を目指して～」【講義・演習】 

・第9研究部会「地域包括ケアの中核を担う 

～地域に求められる・2025年型特養のあるべきホームの姿を求めて～」【発表】 

参加者数 862名（うち愛媛から 371名） 

 



５ 「介護の日」イベントの実施  

開催日時 11月 11 日（月）13:00～16:00 

場  所 エミフルＭＡＳＡＫＩ「グリーンコート」 

内  容 

○オープニングイベントでの幼稚園児による鼓笛隊演奏 

○モストデンジャラス（お笑い芸人）、やのひろみ氏、愛媛県老施協役員による介護

についてのトークショー 

○介護の日啓発チラシ等の配布 

○介護相談コーナーの設置、相談者の対応 

○えひめ赤い羽根ガチャポン募金（バリィさんグッズ等）の設置 

○愛媛県内のマスコット（バリィさん・みきゃん）を呼び、介護の日について周知・アピール 

○バリィさんグッズ等、抽選会の実施 

○11月1日～11日を介護相談強化期間に設定し、各地域住民の介護に関する悩み解消に対応 

○会員施設において介護の日用のぼりを立て、啓発活動を実施 

 

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 
9月 4日（水） 

11:30～12:15 

ひめぎんホール 

（愛媛県） 

・会長の選出について 

・平成24年度事業報告・収入支出決算の認定について 

・平成25年度四国老施協事業の推進について 

第 2回 
2月 17日（月） 

11:00～12:00 

ザクラウンパレス

新阪急高知（高知県） 

・介護保険制度・介護報酬改定について 

・防災相互応援ネットワークについて 

・平成26年度事業計画（案）の承認について 

・平成26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 
9月 4日（水） 

10:00～11:00 

ひめぎんホール 

（愛媛県） 
※悪天候による交通機関等不通のため中止 

第 2回 
2月 17日（月） 

10:00～11:00 

ザクラウンパレス

新阪急高知（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 

 

（３）第１２回四国ブロックカントリーミーティング 

開催日時 12月 2日（月）～3 日（火） 

会  場 香川県「JRホテルクレメント高松」 

内  容 

【１日目】12月2日（月） 

○趣旨説明 全国老人福祉施設協議会 21世紀委員長 武政 佐保 氏 

○基調報告 全国老人福祉施設協議会 事務局長 天野 尊明 氏 

○課題提起 全国老人福祉施設協議会 21世紀委員 臼井 友基 氏 ・ 猪飼 容子 氏 

○分科会 ・経営①～③ ／ ・介護①～④ 

○情報交換会 

【２日目】12月3日（火） 

○分科会報告 

○特別講演「世界一優れたホスピタリティ企業 マクドナルドの秘密とサービス業の素晴らしさ」 

講師：㈱Happy Mileage Company 代表取締役 鴨頭 嘉人 氏 

参加者数 211名（うち愛媛から 45名） 



（４）第１２回四国老施協セミナー 

開催日時 2月 17日（月）～18 日（火） 

会  場 高知県「ザ クラウンパレス新阪急高知」 

内  容 

【１日目】2月 17日（月） 

○中央情勢報告 全国老人福祉施設協議会 介護保険事業等経営委員長 桝田 和平 氏 

○講演Ⅰ「地域防災について～34.4ｍの津波が来る町として～」 

 講師：黒潮町長 大西 勝也 氏 

○講演Ⅱ「食 遊 笑， 料亭女将が織りなす身近な生きがいづくり」 

 講師：高知県観光大使 料亭濱長 女将 濱口 実佐子 氏 

○情報交換会 

【２日目】2月 18日（火） 

○講演Ⅲ「人口減少に向かう日本の医療福祉の現状と将来予測」 

 講師：国際医療福祉大学 大学院 教授 高橋 泰 氏 

○講演Ⅳ「次期改正介護報酬改定に向けての経営戦略」 

講師：全国老人福祉施設協議会 介護保険事業等経営委員長 桝田 和平 氏 

参加者数 223名（うち愛媛から 47名） 

  

（５）第７０回全国老人福祉施設大会 

開催日時 10月 29 日（火）～31日（木） 

会  場 和歌山県「和歌山ビッグホエール」ほか 

内  容 

【１日目】10月 29日（火） 

○開会・式典 

○基調報告 全国老人福祉施設協議会 

○課題提起 全国老人福祉施設協議会  

○記念講演 講師：作家・経済評論家 堺屋 太一 氏 

○交流会 

【２日目】10月 30日（水） 

○分科会 

・第１分科会「科学的介護への挑戦」 

・第２分科会「『挑戦型』社会福祉法人への転換を」 

・第３分科会「100万人の介護人材の需給戦略は」 

・第４分科会「在宅生活を支えるためのデイ等戦略とは」 

・第５分科会「高齢社会における“住まい”とは」 

・第６分科会「今、問い直す養護の本質」 

【３日目】10月 31日（木） 

○シンポジウム「社会福祉法人の果たすべき使命」 

 コーディネーター：社会福祉法人恩賜財団済生会 理事長 炭谷 茂 氏 

 シンポジスト：独立行政法人福祉医療機構 経営支援室経営企画課長 千葉 正展 氏 

        キヤノングローバル戦略研究所 研究主幹 松山 幸弘 氏 

        淑徳大学総合福祉学部 教授 結城 康博 氏 

        全国老人福祉施設協議会 介護保険事業等経営委員長 桝田 和平 氏 

参加者数 2,003名（うち愛媛から 27名） 

 

 

 

 



（６）平成２５年度全国老人福祉施設研究会議 

開催日時 12月 18 日（水）～19日（木） 

会  場 沖縄県「沖縄コンベンションセンター」ほか 

内  容 

【１日目】12月 18日（水） 

○開会・式典 

○基調報告 全国老人福祉施設協議会 

○情勢報告 全国老人福祉施設協議会  

○講演「平穏死のすすめ～高齢者医療と介護の今～」 

 講師：特別養護老人ホーム芦花ホーム・医師 石飛 幸三 氏 

【２日目】12月 19日（木） 

○分科会 

・第１分科会「科学的介護の実践と可能性」 

・第２分科会「『挑戦型』社会福祉法人として（経営・運営）」 

・第３分科会「介護人材枯渇時代を突破する施設戦略」 

・第４分科会「在宅サービスで届ける自立・健康・やりがい」 

・第５分科会「軽費老人ホーム・ケアハウスで暮らす」 

・第６分科会「今、問い直す養護の本質」 

○特別報告 

参加者数 1,694名（うち愛媛から 22名） 

 

（７）指導監査対応室「全国担当者会議」 

開催日時 10月 11 日（金） 

会  場 東京都「ルポール麹町」 

内  容 

○基調報告 全国老人福祉施設協議会 総務・組織委員会委員長 太田 二郎 氏 

○行政報告 厚生労働省老健局介護保険指導室長 金井 正人 氏 

○報告・ディスカッション 全国老人福祉施設協議会 指導監査対応室長 本永 史郎 氏 

出席者 

（愛媛県） 
1名（総務委員長） 

 

 

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 

①定員４０名未満施設における不在者投票実施希望調査 

 

 

９ その他の諸活動 

（１）東日本大震災被災地交流及び視察 

  ○日時：平成 25 年 10月 20 日（日）～24日（木） 

○交流・視察先：①宮城県石巻市（ケア付き仮設住宅「あがらいん」） 

        ②宮城県女川町（女川町福祉仮設住宅等） 

        ③岩手県大槌町（特別養護老人ホームらふたぁヒルズ等） 

 

（２）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軽費老人ホーム・ケアハウス四国ブロック代表者連絡会 

③全国老人福祉施設協議会代議員 

④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 

 



（３）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長・副委員長 

  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福祉・介護のポジティブキャッチコピー選考メンバー 

⑨愛媛県福祉サービス第三者評価事業推進委員会委員 

⑩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 

⑪社会福祉施設ネットワーク会議委員  

⑫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 

  ⑬災害ボランティアネットワーク会議構成団体 

  ⑭愛媛県福祉懇談会 

  ⑮介護労働懇談会 

  ⑯愛媛県戦没者追悼式 

  ⑰「新老人の会」第７回ジャンボリー愛媛大会「日野原先生を囲む交流会」 

   

 



開催月 研　修　会　名 開催日 研修内容・講師等 参加者

第1回介護力向上講習会 ・講義「身体的自立支援の基礎知識と理論」
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

　株式会社Tondo　教育研修部長　李　智子　氏

第1回施設長研修会 ・講演「人材第一の施設経営」

会場／国際ホテル松山 　社会福祉法人合掌苑　理事長　森　一成　氏

第9回愛媛県老人福祉施設大会 ・記念講演「社会福祉法人の運営について～自立支援介護の実践～」

企画／21世紀委員 　特別養護老人ホーム高浜安立荘　施設長　中村　範親　氏

会場／ひめぎんホール ・分科会

第2回介護力向上講習会 ・事例検討「水分ケアを中心に」／報告「施設内研修体制について」

会場／愛媛県総合社会福祉会館 　株式会社Tondo　教育研修部長　李　智子　氏

　特別養護老人ホーム正吉苑　施設長　齋藤　貴也　氏

接遇研修会 ・講義「日米のディズニーで教わった感動のサービス」

企画／研修委員 　加賀屋感動ストアーマネジメント　代表取締役　加賀屋　克美　氏

会場／エスポワール愛媛文教会館

第1回デイ・養護職員研修会 ・講義「介護がなすべきこと5か条～未来の介護を見据えて今の介護を見直そう～」

企画／デイ・養護部会員 ・実技「立ち上がり介助の鉄則・移乗」

会場／ひめぎんホール 　ケア・プロデュースRX組　取締役　青山　幸弘　氏
第1回軽費・ケアハウス職員研修会 ・ランチミーティング（施設紹介等）

企画／軽費・ケアハウス部会員 ・グループ討議・発表

会場／ケアハウスいこい

認知症ケア研修会 ・講義「認知症を理解しよう」

企画／研修委員 ・演習　事例検討会
会場／エスポワール愛媛文教会館 　砥部病院こころのケアセンター　センター長　中城　有喜　氏

第3回介護力向上講習会 ・事例検討「排泄・歩行を中心に」

会場／愛媛県総合社会福祉会館 　株式会社Tondo　教育研修部長　李　智子　氏

　特別養護老人ホーム正吉苑　施設長　齋藤　貴也　氏

リーダー研修会 ・演習「理想のリーダー像」／「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「チームを上手にまとめるためのリーダーシップ技術Ⅰ･Ⅱ」／

会場／にぎたつ会館 　　　「なぜセルフマネジメントが大切か」／
　　　「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

第4回介護力向上講習会 ・総括研修／事例検討「排泄・歩行を中心に」
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

　株式会社Tondo　教育研修部長　李　智子　氏
第2回デイサービスセンター職員研修会 ・講義「デイサービスにおける次期介護報酬改定について」
企画／デイサービスセンター部会員 　全国老施協　デイサービスセンター部会部会長　小川　弥仁　氏

会場／愛媛県総合社会福祉会館

口腔ケア研修会 ・講演「元気は口から　生きる力を支える口腔ケア」

企画／研修委員 　日野歯科医院　院長　日野　文彦　氏

会場／愛媛県総合社会福祉会館 ・講演・演習「実技で学ぶ口腔ケア」

　介護老人保健施設みのり園　歯科衛生士　松本　かおり　氏

第2回養護老人ホーム職員研修会 ・講演「養護老人ホームにおける介護保険制度について」

企画／養護老人ホーム部会員 　全国老施協　介護保険事業等経営委員会　養護老人ホーム部会

会場／愛媛県総合社会福祉会館 　幹事　利光　弘文　氏

第5回介護力向上講習会 ・事例検討「排泄・歩行を中心に」

会場／愛媛県総合社会福祉会館 　株式会社Tondo　教育研修部長　李　智子　氏

　特別養護老人ホーム正吉苑　施設長　齋藤　貴也　氏

会計研修会 ・講演「会計の基本的理解とその経営者（経理）の役割」

会場／愛媛県総合社会福祉会館 　公認会計士・税理士　影浦　浩二　氏

看取り研修会 ・講演・演習「尊厳ある看取りを実践する取組と職員教育」

企画／研修委員 　特別養護老人ホーム光寿苑　総合施設長

会場／愛媛県武道館 　真宗大谷派碧祥寺　住職　太田　宣承　氏
第2回軽費・ケアハウス職員研修会 ・グループワーク「施設内における高齢者虐待への不安等について」

企画／軽費・ケアハウス部会員 ・講演「軽費・ケアハウス内で起こりうる高齢者虐待について」・質疑応答

会場／愛媛県総合社会福祉会館 　愛媛県高齢者虐待対応専門職チーム　大西　亮輔　氏

第6回介護力向上講習会 ・事例検討「排泄・歩行を中心に」

会場／愛媛県総合社会福祉会館 　株式会社Tondo　教育研修部長　李　智子　氏

　特別養護老人ホーム正吉苑　施設長　齋藤　貴也　氏

第2回施設長研修会 ・講演「老人福祉施設における労務管理について」
会場／エスポワール愛媛文教会館 　成川社会保険労務士事務所　所長　成川　献次　氏

合計
（延べ）

2,073人
(1,166施設)

5月13日
118人

（59施設）
５月

7月8日
118人

（59施設）

7月24日
100人

（55施設）

7月21日

３月

3月10日
116人

（58施設）

3月13日
95人

（94施設）

１月

２月

1月31日
62人

（47施設）

2月5日

2月12日

12月

12月12日
90人

（60施設）

12月13日
21人

（13施設）

119人
（55施設）

42人
（34施設）

9月9日
118人

（59施設）

10月
10月17日
～18日

52人
（42施設）

11月

11月28日

８月

8月25日
19人

（12施設）

8月29日
77人

（53施設）

103人
（78施設）

11月18日
118人

（59施設）

９月

平成２５年度　愛媛県老人福祉施設協議会　研修事業実施一覧

5月17日
108人

（108施設）

1月20日
116人

（58施設）

６月 6月25日
392人

（100施設）

７月

89人
（63施設）

平均参加者数（大会等除く） １研修 88.4人

平均参加施設数（大会等除く） １研修 56.1施設


