
平成２６年度 愛媛県老人福祉施設協議会 事業報告 

 

 

平成２７年度の介護保険制度改正では、社会保障費の抑制のため社会福祉法人への課税

について議論される等、厳しい状況が予測される中、地域包括ケアシステムの構築に向け、

通所予防介護サービス等が地域支援事業に組み込まれるなど、同支援事業の見直しが大き

な特徴となった。 

このような状況を踏まえ、本会では、今後も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図った。 

      ○会員間の災害時応援協定締結の推進 

      ○地区別及び部会別懇談会 

      ○地区別介護の日イベント 

  

２ 組織運営の強化 

  理事会・部会・委員会活動の運営体制の充実を図った。 

    ○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した。 

      ○介護力向上講習会 

    ○専門性向上研修会（認知症ケア・施設ケアマネ関連等） 

 

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推進した。 

  ○東日本大震災被災地交流及び視察 

  ○四国老施協セミナー 

 

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 

 

 

 



１ 諸会議の開催 

（１）総   会 

回 日時 会場 議案 

第 1回 
4月 23日（水） 

13:30～14:35 

エスポワール 

愛媛文教会館 

・平成 25年度事業報告について 

・平成 25年度収支決算（案）について 

・平成 25年度監査報告 

・役員及び部会員・委員会委員の交替について 

第 2回 
3月 10日（木） 

14:40～15:45 

愛媛県総合社会

福祉会館 

・平成27年度事業計画（案）について 

・平成27年度収支予算（案）について 

・平成27-28年度全国老施協代議員の選任について 

・愛媛県老施協正副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 14日（月） 

10:00～12:00 

愛媛県総合社会

福祉会館 
・平成26年度第1回理事会の運営について 

第 2回 
6月 25日（水） 

10:00～12:00 

愛媛県総合社会

福祉会館 

・一般社団法人日本自立支援介護学会への加入について 

・全国老施協タウンミーティングについて 

・第63回四国老人福祉施設関係者大会について 

・東日本大震災被災地交流・視察について 

・法人税課税回避への対応について 

・全国介護政治連盟への対応について 

・「新たな財政支援制度」要望内容について 

第 3回 
9月 5日（金） 

10:00～12:00 

愛媛県総合社会

福祉会館 

・原子力災害避難計画にかかる避難先マッチングについて 

・全国老施協タウンミーティングについて 

・消費税率引き上げに伴う養護老人ホーム保護費の改定 

 要望について 

・社会福祉法人への課税反対にかかるワンコインカンパ 

 について 

・各地区老施協における介護の日イベントについて 

・老施協災害時応援協定について 

・自由民主党に対する支援への対応について 

第 4回 
11月 14 日（金） 

13:30～14:30 
今治湯ノ浦ハイツ ・社会福祉法人への課税にかかる活動協力依頼について 

第 5回 
1月 16日（金） 

15:00～17:00 

愛媛県総合社会

福祉会館 

・四国老施協セミナーについて 

・平成 26年度第 2回総会・施設長研修会について 

・平成 27-28年度全国老施協代議員選挙について 

・介護力向上講習会【愛媛・高知分校】について 

・県社協との事務委託契約書の更新について 

第 6回 
2月 13日（金） 

10:00～12:00 

愛媛県総合社会

福祉会館 

・平成 26年度第 4回理事会の運営について 

・愛媛県老施協会費について 

・愛媛県老施協災害時応援協定調印式について 

・第 11回愛媛県老人福祉施設大会の分科会 

発表施設について 

・第 14回四国ブロックカントリーミーティング 

の日程等について 

・「新たな財政支援制度」事業量調査について 

 

 

 

 

 



（３）理 事 会 

回 日時 会場 議案 

第 1回 
4月 14日（月） 

13:00～15:00 

愛媛県総合社会

福祉会館 

・平成 25年度事業報告について 

・平成 25年度収支決算（案）について 

・平成 25年度監査報告 

・役員及び部会員・委員会委員の交替について 

・第 10 回愛媛県老人福祉施設大会等について 

第 2回 
7月 24日（木） 

10:00～12:00 

愛媛県総合社会

福祉会館 

・原子力災害に係る避難協力について 

・全国老施協タウンミーティングについて 

・法人税課税回避への対応について 

・「新たな財政支援制度」要望内容について 

・一般社団法人日本自立支援介護学会への加入について 

第 3回 
12月 16 日（火） 

15:00～17:00 

東京第一ホテル

松山 

・社会福祉法人への課税阻止にかかるワンコイン・カンパ及び

要望署名について 

・東日本大震災被災地交流・視察報告書について 

・愛媛県長寿介護課と愛媛県老施協との意見交換会について 

・四国老施協セミナーについて 

・介護力向上講習会【愛媛・高知分校】について 

・今後の日程等について 

第 4回 
2月 17日（火） 

13:30～15:30 

愛媛県総合社会

福祉会館 

・地域医療介護総合確保基金事業及び軽費・ケア 

ハウスの事務費について 

・平成 27年度事業計画（案）について 

・平成 27年度収支予算（案）について 

・平成 27-28年度全国老施協代議員選挙について 

 

（４）監 事 会 

日時 会場 議案 

4月 11日（金） 

10:30～12:00 

愛媛県総合社会

福祉会館 

・平成 25年度事業報告について 

・平成 25年度収支決算（案）について 

 

（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 
10月 6日（月） 

10:30～12:00 

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 

（改正介護保険制度関係）について 

第 2回 
1月 22日（木） 

13:30～15:00 

愛媛県総合社会

福祉会館 
・平成 27年度職員研修会について 

 

（６）軽費・ケアハウス部会 

回 日時 会場 協議事項 

第 1回 
12月 12 日（金） 

13:30～15:00 

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 16日（月） 

9:00～10:00 

愛媛県総合社会

福祉会館 
・平成27年度職員研修会について 

 

（７）養護老人ホーム部会 

回 日時 会場 協議事項 

第 1回 
1月 22日（木） 

10:30～12:00 

愛媛県総合社会

福祉会館 
・平成27年度職員研修会について 

 

 

 



（８）総務委員会 

回 日時 会場 協議事項 

第 1回 
4月 7日（月） 

10:00～12:00 

愛媛県総合社会

福祉会館 

・平成 25年度事業報告の確認について 

・平成 26年度総務委員会の活動について 

第 2回 
6月 2日（月） 

13:30～15:30 

愛媛県総合社会

福祉会館 

・原子力災害時の広域避難について 

・平成26年度東日本大震災被災地交流・視察について 

・調査関係事業（養護及び特養各施設の待機者数 

調査）について 

第 3回 
10月 20 日（月） 

13:30～15:00 

愛媛県総合社会

福祉会館 

・平成 26 年度東日本大震災被災地交流・視察

報告書について 

第 4回 
12月 16 日（火） 

10:00～12:00 

愛媛県総合社会

福祉会館 

・平成 26 年度東日本大震災被災地交流・視察

報告書について 

・愛媛県老施協災害協定について 

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 29日（木） 

13:30～15:30 

愛媛県総合社会

福祉会館 

・平成 27 年度事業計画（案）について 

・来年度の予定について 

 

（９）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 
4月 30日（水） 

13:30～15:30 

愛媛県総合社会

福祉会館 
・平成 26年度研修の担当について 

第 2回 
1月 29日（木） 

10:00～12:00 

愛媛県総合社会

福祉会館 
・平成 27年度研修計画について 

 

（10）２１世紀委員会 

回 日時 会場 協議事項 

第 1回 
5月 13日（火） 

15:00～17:00 

愛媛県総合社会

福祉会館 
・第10回愛媛県老人福祉施設大会について 

第 2回 
9月 8日（月） 

13:30～15:00 

愛媛県総合社会

福祉会館 

・平成26年度四国ブロックカントリーミーティングについて 

・介護の日イベントについて 

・第 13回四国老施協セミナー（愛媛開催）について 

第 3回 
12月 4日（木） 

13:30～15:00 

愛媛県総合社会

福祉会館 

・第13回四国老施協セミナーについて 

・平成25年度介護の日のイベントについて 

第 4回 
1月 21日（水） 

10:00～12:00 

愛媛県総合社会

福祉会館 

・第13回四国老施協セミナーについて 

・平成27年度事業について 

第 5回 
2月 10日（火） 

10:00～12:00 

愛媛県総合社会

福祉会館 
・第 11 回愛媛県老人福祉施設大会について 

 

（11）地区別懇談会 

地区 日時 会場 協議事項 

南予 
4月 18日（金） 

15:20～16:00 
宇和パーク 

・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 31日（木） 

15:15～17:00 
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 
11月 14 日（金） 

14:45～16:30 
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 



（12）全国老施協タウンミーティング（兼部会別懇談会） 

日時 会場 議案 

10月 8日（水） 

10:00～17：00 
国際ホテル松山 

・全国老施協への意見・要望等について 

・全国老施協活動報告 

・基調報告・情勢分析 

・現場からの問題提起、意見交換 

・まとめ 

 

（13）「新たな財政支援制度」要望提出にかかる検討会議 

日時 会場 議案 

4月 11日（金） 

13:00～15:00 

愛媛県総合社会

福祉会館 
・「新たな財政支援制度」への要望について 

 

（14）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 20 日（木） 

16:00～18:00 
道後友輪荘 

・原子力災害発生時避難計画について 

・平成27年度改正介護保険制度について 

・養護老人ホーム及び軽費老人ホーム・ケアハウスに 

おける生活費等の消費税増税に伴う取扱いについて 

 

２ 研修会の開催 

 

  ※別表、研修事業実施一覧参照 

 

３ 第１０回愛媛県老人福祉施設大会の開催  

開催日時 5月 20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「介護はファンタジー～まちで みんなで認知症の人をつつむ～」 

講師：社会福祉法人東翔会グループホームふぁみりえ ホーム長 大谷 るみ子 氏 

○分科会 

・第１分科会「施設単位の人材育成・組織づくり、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：滋賀県老人福祉施設協議会 副会長 藤居 眞 氏 

・第２分科会「防災・リスクマネジメント／東日本大震災被災地交流・視察報告」【講義・報告】 

報告者：災害支援プロジェクトＥＲＫ 

講 師：社会福祉法人女川町社会福祉協議会 主事 須田 めぐみ 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「養護老人ホームにおける介護保険制度改正について」【講義】 

 講師：養護老人ホーム聖ヨゼフホーム 施設長 平岡 毅 氏 

参加者数 331人 

 

 

 

 

 

 



４ 第１３回四国老施協セミナーの開催 

開催日時 2月 5日（木）～6日（金） 

会  場 松山全日空ホテル 

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 

（施設長・管理者・事務長・介護リーダー等） 

内  容 

【１日目】2月5日（木） 

○中央情勢報告「地域のために“打つ手を尽くす”～地域に根差し地域とともに歩む社会福祉法人～」 

講師：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 

○講演Ⅰ「老人福祉施設における南海地震等災害時の対策について」 

 講師：愛媛大学防災情報研究センター 准教授 二神 透 氏 

○講演Ⅱ「村上海賊の歴史について」 

講師：松山大学法学部法学科 教授 山内 讓 氏 

○情報交換会 

【２日目】2月6日（金） 

○講演Ⅲ「組織を変える『７つの習慣』について」 

 講師：フランクリン・コヴィー・ジャパン株式会社 クライアント・パートナー 菅 俊明 氏 

○講演Ⅳ「次期介護報酬改定について」 

 講師：全国老人福祉施設協議会介護保険事業等経営委員会特別養護老人ホーム部会  

幹事 近藤 辰比古 氏 

参加者数 228人（うち愛媛から 103人） 

 

５ 介護の日イベントの実施 

地区 日時 会場 内容 

南予 
11月 1日（土） 

13:00～16:00 
きさいや広場 

・園児による演奏 

・介護相談コーナー設置 

・介護機器及び福祉用具展示 

・介護についてのトークショー 

・南愛媛医療アカデミー学生作品展 

・お楽しみ抽選会 等 

東予 
11月 11 日（火） 

10:30～16:00 

やすらぎの郷 

イオンモール新居浜 

・１日施設長体験 

・園児による鼓笛隊演奏 

・介護相談コーナー設置 

・えひめ赤い羽根ガチャポン募金の設置 

・介護福祉啓発俳句優秀作品表彰 等 

中予 
11月 11 日（火） 

13:00～15:20 
南第二中学校 

・介護機器体験 

・レクリエーション体験 

・介護食及び食事介助体験 

・介護についての講義 等 
 

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 
2月 5日（木） 

11:00～12:10 

松山全日空ホテル

（愛媛県） 

・平成25年度事業報告・収入支出決算の認定について 

・平成26年度四国老施協事業の進捗状況について 

・四国老施協役員の改選について 

・平成27年度事業計画（案）の承認について 

・平成27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 
2月 5日（木） 

10:00～11:00 

松山全日空ホテル

（愛媛県） 
・介護保険施設等における指導監督内容について 

（３）四国老施協災害対策担当者会議 



回 日時 会場 議案 

第 1回 
10月 17 日（金） 

13:30～15:00 

徳島グランヴィリオ 

ホテル（徳島県） 

・各県の取り組み状況等について 

・四国老施協における災害時の対応について 

・今後の作業スケジュールについて 

第 2回 
12月 5日（金） 

13:00～16:00 

愛媛県総合社会 

福祉会館（愛媛県） 

・四国老施協における災害時の対応について 

・今後のスケジュールについて 

第 3回 
2月 6日（金） 

13:30～16:00 

松山全日空ホテル

本館（愛媛県） 

・四国老施協における災害時の対応について 

・今後の作業スケジュールについて 

 

（４）第６３回四国老人福祉施設関係者研究大会 

開催日時 7月 8日（火）～9日（水） 

会  場 徳島県「アスティとくしま」ほか 

内  容 

【１日目】7月 8日（火） 

○開会・式典 

○基調報告 

講師：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 

○講演Ⅰ「老人福祉施設を巡る諸課題について」 

 講師：厚生労働省老健局高齢者支援課長 髙橋 謙司 氏 

○講演Ⅱ「地域の課題と老人福祉施設等の役割」 

 講師：ＮＰＯ法人高齢社会をよくする女性の会 理事長 樋口 恵子 氏 

○大会宣言決議 

○情報交換会 

【２日目】2月 18日（火） 

○研究部会 

・第１研究部会：介護保険制度の見直しについて 

～地域支援事業におけるデイサービスセンターの今後の役割～【講義】 

・第２研究部会：介護事業所における災害対策の取り組みについて【発表】 

・第３研究部会：介護人材確保と育成について【発表】 

・第４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５研究部会：食事サービスと栄養ケアマネジメントについて【発表】 

・第６研究部会：看取り介護の実践と標準化に向けた課題について【発表】 

・第７研究部会：認知症ケアについて【発表】 

・第８研究部会：プライバシーに配慮した多床室への整備について【発表】 

参加者数 816人（うち愛媛から 141人） 

 

（５）第１３回四国ブロックカントリーミーティング 

開催日時 9月 29日（月）～30 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】9月29日（月） 

○趣旨説明・基調報告 

講師：全国老人福祉施設協議会21世紀委員会 委員長 武政 佐保 氏 

○課題提起  

講師：全国老人福祉施設協議会21世紀委員会 副委員長 木村 哲之 氏 

○分科会（グループディスカッション） 

・第１分科会：「介護」～介護保険制度、報酬改定の行方を探る～ 

・第２分科会：「福祉」～地域のために“打つ手を尽くす”挑戦型社福戦略～ 

・第３分科会：「 人 」～我が国の介護を持続させる原動力～ 

・第４分科会：「現場」～科学的介護・高品質介護を目指して～ 

○情報交換会 

 

 

【２日目】9月30日（火） 



○総合ディスカッション（分科会報告・全体討議） 

○特別講演「孤独死から探る地域貢献のあり方」 

講師：淑徳大学総合福祉学部社会福祉学科 教授 結城 康博 氏 

参加者数 185名（うち愛媛から 46名） 

 

（６）第７１回全国老人福祉施設大会 

開催日時 10月 28 日（火）～30日（木） 

会  場 宮城県仙台市「ゼビオアリーナ仙台」ほか 

内  容 

【１日目】10月28日（火） 

○開会・式典 

○行政報告 

 講師：厚生労働省老健局長 三浦 公嗣 氏 

○基調報告「介護保険制度改正と次期改正介護報酬改定に向けて」 

講師：全国老人福祉施設協議会 副会長 村上 勝彦 氏 

○シンポジウム「地域のために“打つ手を尽くす”！ 

～地域に根ざし、地域と共に歩む社会福祉法人とは～」 

 シンポジスト：福祉ジャーナリスト 町永 俊雄氏 

        独立行政法人福祉医療機構経営サポートセンターリサーチグループ 

グループリーダー 千葉 正展 氏 

        関西福祉大学社会福祉学部 准教授 谷口 泰司 氏 

        社会福祉法人仙台キリスト教育児院 常務理事院長 大坂 欣哉 氏 

        社会福祉法人ナザレ園 副理事長 菊池 譲 氏 

○交流会 

【２日目】10月29日（水） 

○分科会 

・第１分科会：科学的介護の実践（地域の介護の拠点として） 

・第２分科会：社会福祉法人の「更なる取組」 

・第３分科会：2025年の介護人材確保対策を見据えて 

・第４分科会：在宅サービス次期改定の危惧 

・第５分科会：地域のフロントランナーとして 

【３日目】10月30日（木） 

○記念講演「消滅可能性都市の衝撃～域内市場産業としての医療・福祉分野の使命と役割～」 

 講師：東京大学大学院 客員教授 増田 寛也 氏 

○講演「東日本大震災からの復興～慶長遣欧使節から～」 

 講師：仙台市博物館 学芸員 佐々木 徹 氏 

参加者数 2,145人（うち愛媛から 18人） 

 

（７）平成２６年度全国老人福祉施設研究会議 

開催日時 11月 25 日（火）～26日（水） 

会  場 香川県「サンメッセ香川」ほか 

内  容 

【１日目】11月25日（火） 

○開会・式典 

○基調報告「介護保険制度改正と次期介護報酬改定に向けて」 

講師：全国老人福祉施設協議会 副会長 村上 勝彦 氏 

○情勢報告「地域のために“打つ手を尽くす”～地域に根ざし、地域とともに歩む社会福祉法人～」 

 講師：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 

○記念講演「人間の種々相 四国遍路を中心とした」 

 講師：真言宗総本山善通寺 法主 樫原 禅澄 氏 

○講演「福祉人材確保に向けて皆で魅力を発信しよう！」 

 講師：株式会社リクルートキャリアＨＥＬＰＭＡＮ！●ＪＡＰＡＮ 門野 友彦 氏 

 

 



【２日目】11月26日（水） 

○分科会 

・第１分科会：科学的介護の実践（地域の介護の拠点として） 

・第２分科会：特別養護老人ホーム更なる取り組み 

・第３分科会：介護人材の定着・確保・処遇改善に関する取り組み 

・第４分科会：在宅サービスで届ける自立支援と生きがい 

・第５分科会：軽費・ケアの暮らしを支えて地域とともに 

・第６分科会：養護老人ホームで支える地域福祉 

参加者数 2,104人（うち愛媛から 87人） 

 

（８）指導監査対応室「全国担当者会議」 

開催日時 10月 10 日（金） 

会  場 東京都「都市センターホテルオリオン」 

内  容 

○基調報告 全国老人福祉施設協議会  

○行政報告 厚生労働省老健局介護保険指導室長 黒岩 嘉弘 氏 

○報告・ディスカッション 全国老人福祉施設協議会  

出席者 

（愛媛県） 
1名（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）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指導監査実態調査の実施 

 

８ その他の諸活動 
（１）東日本大震災被災地交流及び視察 

○期日：平成 26年 8 月 24日（日）～27日（水） 

○交流・視察先：福島県会津若松市（特別養護老人ホーム会津みどりホーム） 

福島県南相馬市（特別養護老人ホーム福寿園） 

        宮城県女川町（特別養護老人ホームおながわ等） 

 

（２）災害時応援協定調印式の実施 

  ○期日：平成 27 年 3月 10日（火） 

 

（３）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２７－２８年度代議員・役員選任に係る選挙管理委員会委員 

 

（４）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社会福祉施設ネットワーク会議委員  



⑪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 

  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愛媛地域医療ビジョン推進戦略会議委員 

 

（５）要望書の提出等について 

  ①社会福祉法人への課税阻止にかかるワンコイン・カンパ 

  ②社会福祉法人の法人税課税回避について 

（平成 26年 6 月 塩崎恭久衆議院議員・山本順三参議院議員あて） 

③消費税率引き上げに伴う養護老人ホーム保護費の改定要望について 

（平成 26年 8 月 22 日（金）各市町長あて） 

④社会福祉法人への課税阻止を求める署名書について 

（平成 26年 11 月 塩崎恭久衆議院議員・白石徹衆議院議員・山本順三参議院議員・井原巧

参議院議員・自由民主党愛媛県支部連合会・公明党愛媛県本部あて） 

⑤介護報酬大幅引き下げ改定への反対に係る要望について 

（平成 26年 11 月 塩崎恭久衆議院議員・白石徹衆議院議員・山本順三参議院議員・井原巧

参議院議員・自由民主党愛媛県支部連合会・公明党愛媛県本部あて） 

⑥消費税率引き上げに伴う経費老人ホーム生活費の改定要望について 

（平成 26年 11 月 17 日（月）愛媛県知事あて） 

⑦介護報酬削減の絶対阻止と処遇改善の拡充に関する請願書 

（平成 26年 12 月 1 日（月）愛媛県議会あて） 

 



開催月 研　修　会　名 開催日 研修内容・講師等 参加者

第1回施設長研修会 ・講演「職員のキャリア形成を促す人材育成～あたたかい職場風土の構築～」

会場／エスポワール愛媛文教会館 　日本ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ・ｷｬﾘｱ・ｶｳﾝｾﾗｰ協会　副理事　齋藤　榮一　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／軽費老人ホーム宝寿園

第1回介護力向上講習会 ・講義「認知症ケア理論」

会場／愛媛県総合社会福祉会館 　国際医療福祉大学大学院　教授　竹内　孝仁　氏

　副講師　李　智子　氏

第10回愛媛県老人福祉施設大会 ・記念講演「介護はファンタジー～まちで　みんなで認知症の人をつつむ～」

企画／21世紀委員 　社会福祉法人東翔会グループホームふぁみりえ　ホーム長　大谷　るみ子　氏

会場／ひめぎんホール ・分科会

社会福祉法人新会計研修会 ・講義「新会計への移行について」

企画／研修委員 　ＴＫＣ全国社会福祉法人経営研究会愛媛県リーダー　税理士　高田　勝人　氏

第1回デイ・養護職員研修会 ・講演等「エビデンスに基づく認知症ケアについて」

企画／デイ・養護部会員 　西条市保健福祉部高齢介護課　課長　近藤　誠　氏
会場／エスポワール愛媛文教会館

第2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」／事例「認知症タイプ判定」

会場／エスポワール愛媛文教会館 　副講師　李　智子　氏

　世田谷区特別養護老人ホームきたざわ苑　西山　啓一　氏

施設ケアマネジメント研修会 ・講義「特養のケアプランと介護支援専門員の現状」等

企画／研修委員 ・グループワーク「介護支援専門員としての業務について」等
会場／エスポワール愛媛文教会館 　株式会社アクティブサポート　代表取締役　藤田　健次　氏

　社会福祉法人砥部寿会　総合施設長　菅原　哲雄　氏

第3回介護力向上講習会 ・事例検討「認知症ケア」

会場／にぎたつ会館 　副講師　李　智子　氏

　世田谷区特別養護老人ホームきたざわ苑　西山　啓一　氏

第2回養護老人ホーム職員研修会 ・講義「精神疾患者への対応について」

企画／養護老人ホーム部会員 　医療法人鶯友会牧病院　院長　牧　徳彦　氏

会場／愛媛県総合社会福祉会館

第4回介護力向上講習会 ・講義「常食化理論」
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

　副講師　李　智子　氏

地域自立生活支援フォーラム ・講演「平成27年度介護保険制度の見直しと改正情報」

企画／研修委員 　淑徳大学総合福祉学部　教授　結城　康博　氏
会場／エスポワール愛媛文教会館 ・実践トーク

第１回認知症ケア研修会 ・講義「認知症の知恵袋」

企画／研修委員 ・事例検討

会場／愛媛県総合社会福祉会館 　愛媛大学大学院医学系研究科・地域高齢者看護学　教授　谷向　知　氏

第2回デイサービスセンター職員研修会 ・講義「介護保険制度改正と介護報酬改定の行方」
企画／デイサービスセンター部会員 　特別養護老人ホーム厚別栄和荘施設長　瀬戸　雅嗣　氏
会場／エスポワール愛媛文教会館

第5回介護力向上講習会 ・事例検討「常食化」

会場／愛媛県総合社会福祉会館 　副講師　李　智子　氏

　世田谷区特別養護老人ホームきたざわ苑　西山　啓一　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リスクマネジメント」
（全軽協四国ブロックセミナー） ・グループ討議・発表

企画／軽費・ケアハウス部会員 　株式会社安全な介護　代表取締役　山田　滋　氏

会場／愛媛県総合社会福祉会館

第２回認知症ケア研修会 ・講義「認知症の知恵袋」

企画／研修委員 ・事例検討

会場／愛媛県総合社会福祉会館 　愛媛大学大学院医学系研究科・地域高齢者看護学　教授　谷向　知　氏

第2回施設長研修会 ・講演「介護職員のメンタルヘルスについて」

会場／愛媛県総合社会福祉会館 　一般社団法人日本産業カウンセラー協会四国支部　中田　康晴　氏

第6回介護力向上講習会 ・事例検討「常食化」

会場／愛媛県総合社会福祉会館 　副講師　李　智子　氏

　世田谷区特別養護老人ホームきたざわ苑　西山　啓一　氏

合計
（延べ）

1,543人
(922施設)

2月16日
40人

（28施設）

3月24日
108人

（42施設）

１月

11月18日
114人

（45施設）

1月19日
137人

（85施設）

3月10日
104人

（98施設）

1月27日
114人

（45施設）

5月20日
331人

（97施設）

9月26日
114人

（45施設）

12月8日
61人

（32施設）

7月15日
73人

（66施設）

10月14日
23人

（16施設）

平成２６年度　愛媛県老人福祉施設協議会　研修事業実施一覧

5月16日
120人

（48施設）

４月 4月23日
108人

（103施設）

5月1日
28人

（22施設）

５月

7月25日
120人

（48施設）

６月

７月

８月
8月5日
～6日

88人
（65施設）

6月18日
66人

（44施設）

２月

３月

９月

10月

12月19日
49人

（37施設）

11月

12月

2月20日
76人

（53施設）

平均参加者数（大会等除く） １研修 85.7人

平均参加施設数（大会等除く） １研修 51.2施設


