
 

平成２７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、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。また、介護報酬については、同年度から２．２７％引き下げられ、介護事業者に

とって非常に厳しい情勢となった。 

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による連携 

○東日本大震災被災地交流及び視察 

○地区別懇談会の実施 

   ○地区別介護の日イベント 

 

２ 組織運営の強化 

理事会・部会・委員会活動のさらなる一体感の醸成を図った。 

 ○理事会・部会・委員会活動の連携 

 ○２１世紀委員等、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。 

   ○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。 

 ○四国ブロックカントリーミーティング 

 ○四国ブロック災害時応援協定締結の推進 

 

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 
5月 22日（金） 

13:35～14:35 

愛媛県総合社会

福祉会館 

・理事及び監事、部会員、委員会委員の選任について 

・平成 26年度事業報告について 

・平成 26年度収支決算（案）について 

・平成 26年度監査報告 

臨  時 
1月 29日（金） 

15:00～15:30 

愛媛県総合社会

福祉会館 

・平成27-28年度全国老施協代議員の選出について 

・愛媛県老施協会長及び副会長の選出について 

第 2 回 
3月 9日（水） 

13:45～14:45 

愛媛県総合社会

福祉会館 

・平成28年度事業計画（案）について 

・平成28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 2日（月） 

10:00～12:00 

愛媛県総合社会

福祉会館 

・平成 27年度第 1回理事会の運営について 

・部会・委員会等の担当役員について 

第 2 回 
7月 10日（金） 

10:00～12:00 

愛媛県総合社会

福祉会館 

・四国ブロック老人福祉施設協議会役員について 

・東日本大震災被災地交流・視察について 

・総務委員会調査・広報事業について 

・高齢者保健福祉計画等推進委員会の報告について 

・会費の見直しについて 

第 3 回 
10月 2日（金） 

12:00～13:30 

愛媛県総合社会

福祉会館 

・参院選における後援活動等について 

・要望書の提出について 

・介護報酬改定収支影響実態調査の結果について 

・原発災害時の1次避難における施設間協定について 

・シニア介護人材調査について 

第 4 回 
2月 8日（月） 

10:30～12:00 

愛媛県総合社会

福祉会館 

・平成27年度第２回総会・施設長研修会について 

・平成 27年度第４回理事会について 

 

（３）理 事 会 

回 日時 会場 議案 

第 1 回 
4月 28日（火） 

15:00～17:00 

愛媛県総合社会

福祉会館 

・役員及び部会員、委員会委員について 

・平成 26年度事業報告について 

・平成 26年度収支決算（案）について 

・平成 26年度監査報告 

・第 11 回愛媛県老人福祉施設大会等について 

第 2 回 
8月 10日（月） 

13:00～15:00 

愛媛県総合社会

福祉会館 

・四国老人福祉施設協議会災害時相互応援協定について 

・平成27年度東日本大震災被災地交流・視察について 

・平成 27年度総務委員会調査・広報事業について 

・平成28年度地域医療介護総合確保基金事業について 

・会費の見直しについて 

緊  急 
10月 16 日（金） 

9:30～11:00 

愛媛県総合社会

福祉会館 

・そのだ修光さんとともに現場の声を国政へ 

届ける決起集会への対応について 

第 3 回 
11月 18 日（水） 

14:00～15:45 

愛媛県身体障害

者福祉センター 

・県に対する要望について 

・四国ブロックカントリーミーティングについて 

・平成 28年度事業について 

緊  急 
12月 25 日（金） 

10:00～12:00 

愛媛県総合社会

福祉会館 

・愛媛県代議員の選出について 

・愛媛県老施協会長の選出について 

・臨時総会の開催について 



第 4回 
2月 25日（木） 

13:30～15:30 

愛媛県総合社会

福祉会館 

・平成 27年度決算見込（案）について 

・平成 28年度事業計画（案）について 

・平成 28年度収支予算（案）について 

 

（４）監 事 会 

日時 会場 議案 

4月 14日（火） 

13:00～14:30 

愛媛県総合社会

福祉会館 

・平成 26年度事業報告について 

・平成 26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 
4月 13日（月） 

10:00～12:00 

愛媛県総合社会

福祉会館 

・部会長及び副部会長、総務委員の選任について 

・平成27年度デイサービスセンター職員研修会について 

第 2回 
7月 25日（土） 

10:30～11:30 

エ ス ポ ワ ー ル 

愛媛文教会館 
・平成27年度第2回デイサービス職員研修会について 

第 3回 
1月 31日（日） 

10:30～11:30 

エ ス ポ ワ ー ル 

愛媛文教会館 
・平成28度デイサービスセンター職員研修会等について 

 

（６）軽費・ケアハウス部会 

回 日時 会場 協議事項 

第 1回 
4月 20日（月） 

10:00～12:00 

愛媛県総合社会

福祉会館 

・部会長及び副部会長、総務委員の選任について 

・平成27年度軽費・ケアハウス職員研修会等について 

第 2回 
7月 8日（水） 

10:00～12:00 

愛媛県総合社会

福祉会館 
・平成27年度第2回軽費・ケアハウス職員研修会について 

第 3回 
2月 19日（金） 

10:00～12:00 

愛媛県総合社会

福祉会館 
・平成28年度軽費・ケアハウス職員研修会等について 

 

（７）養護老人ホーム部会 

回 日時 会場 協議事項 

第 1回 
4月 24日（金） 

10:00～12:00 

愛媛県総合社会

福祉会館 

・部会長及び副部会長、総務委員の選任について 

・平成27年度養護老人ホーム職員研修会等について 

第 2回 
1月 19日（火） 

13:30～15:30 

愛媛県総合社会

福祉会館 
・平成28年度養護老人ホーム職員研修会等について 

 

（８）総務委員会 

回 日時 会場 協議事項 

第 1回 
4月 20日（月） 

13:00～15:00 

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 26年度事業報告の確認について 

・平成 27年度総務委員会の活動について 

第 2回 
6月 10日（水） 

13:30～15:30 

愛媛県総合社会

福祉会館 

・調査関係事業について 

・東日本大震災被災地交流及び視察について 

第 3回 
1月 19日（火） 

10:00～12:00 

愛媛県総合社会

福祉会館 
・介護報酬改定収支影響実態調査の分析等について 

第 4回 
2月 18日（木） 

10:00～15:00 

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 

・平成 28年度事業計画（案）について 

 

 

 



（９）研修委員会 

回 日時 会場 協議事項 

第 1回 
4月 13日（月） 

13:00～15:00 

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 27年度研修の担当等について 

第 2回 
1月 27日（水） 

13:30～15:30 

愛媛県総合社会

福祉会館 
・平成 28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 
4月 24日（金） 

13:00～15:00 

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 27年度実施事業について 

第 2回 
6月 2日（火） 

13:30～15:30 

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 

第 3回 
11月 25 日（水） 

13:30～16:30 

愛媛県総合社会

福祉会館 
・四国ブロックカントリーミーティングについて 

第 4回 
2月 10日（水） 

13:30～15:30 

愛媛県総合社会

福祉会館 

・介護の仕事魅力発信事業の報告について 

・四国ブロックカントリーミーティングの報告について 

・平成 28年度事業について 

・第 12 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 

中予 
7月 10日（金） 

15:15～17:00 
国際ホテル松山 ・老施協への意見・要望等について 

南予 
9月 4日（金） 

14:00～17:00 
八幡浜みなっと ・老施協への意見・要望等について 

東予 
11月 20 日（金） 

15:15～16:45 

いまばり湯ノ浦 

ハイツ 
・老施協への意見・要望等について 

 

（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 18 日（水） 

16:00～18:00 
道後友輪荘 

・マイナンバー制度における通知カードの取り扱い等について 

・消費税増税に伴う養護老人ホームの基準単価について 

・介護・看護人材確保に対する支援等について 

 

２ 研修会の開催 

 

  ※別表、研修事業実施一覧参照 

 

３ 第１１回愛媛県老人福祉施設大会の開催  

開催日時 6月 8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「人生の意味について」 

講師:聖心会第三修道院 聖心会シスター 文学博士 鈴木 秀子 氏 

○分科会 

・第 1分科会「現場感をつかみとる人材育成『にげない・あきらめない・手をぬかない』」 

講師:能力開発システム研究所 取締役人材育成推進室 室長 曽我部 礼子 氏 

・第 2分科会「防災・リスクマネジメント」 

講師:特別養護老人ホームながまち荘施設長 峯田 幸悦 氏（山形県） 

    特別養護老人ホーム福寿園施設長 大内 敏文 氏（福島県） 

・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」 

・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」 

参加者数 373人 

 

４ 四国ブロックカントリーミーティング in愛媛の開催 

開催期日 12月 9日（水）～10 日（木） 

会  場 東京第一ホテル松山 

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】12月9日（水） 

○趣旨説明 

講師:全国老人福祉施設協議会 副会長 松本 敦 氏 

○基調報告 

 講師:全国老人福祉施設協議会 副会長 瀬戸 雅嗣 氏 

○課題提起 

講師:全国老人福祉施設協議会 21世紀副委員長 森山 善弘 氏 

・第１分科会「“２０１８報酬・制度大改革”に向けて～カイゼン（効果・効率・向上・成長）」 

・第２分科会「介護が描く“新時代の地域・暮らし・福祉”づくり～現場発『まち・ひと・しごと創生』」 

・第３分科会「もっと良くしよう『日本式ＫＡＩＧＯ』～“介護の誇り”を日本へ・世界へ伝えたい」 

・第４分科会「災害に強い四国の絆～もし、明日、南海トラフ地震が起こったら」 

○情報交換会 

【2日目】12月10日（木） 

○総合ディスカッション 

○特別講演・句会ライブ「夏井いつきの句会ライブ～俳句で語ろう！介護の現場～」 

講師:俳人・エッセイスト 夏井 いつき 氏 

参加者数 220人（うち愛媛から 83人） 

 

５ 介護の日イベントの実施 

（１）介護の日啓発イベント 

地区 日時 会場 内容 

東予 
11月 6日（金） 

13:00～16:00 
フジグラン今治 

・園児による鼓笛隊演奏、福祉ライブ  

・ゆるキャラによる介護の日のアピール 

・介護・福祉の啓発に関する俳句作品の表彰 

・介護相談コーナーの設置 

・通所介護事業所の創作作品の展示 等 

南予 
11月 7日（土） 

13:00～16:00 
愛たい菜 

・介護の仕事の魅力発信トークショー 

・福祉ライブ、太鼓・ブラスバンド演奏 

・ゆるキャラによる介護の日のアピール  

・福祉抽選会、菓子まき 

・介護相談コーナーの設置 

・介護機器及び福祉車両展示 等 

    



    

 

中予 

11月 11 日（水） 

13:20～15:10 

伊予市立 

双海中学校 
・介護ロボットによるデモンストレーション   

・介護に関する講演 

・ゆるキャラによる介護の日のアピール 

・啓発用ノベルティグッズの配布 等 

11月 12 日（木） 

13:00～15:10 

松山市立 

南第二中学校 

12月 4日（金） 

13:20～15:10 

松山市立 

津田中学校 

・介護に関する講演 

・ゆるキャラによる介護の日のアピール 

・啓発用ノベルティグッズの配布 等 

 

（２）巡回型介護教室 

地区 日時 会場 内容 

南予 
10月 29 日（木） 

13:45～15:35 

愛媛県立 

川之石高等学校 

・介護機器及び福祉車両の体験 

・高齢者用栄養補助食品等の試食体験 

・高齢者疑似体験セットによる高齢者体験 

・福祉抽選会 等 

東予 
11月 9日（月） 

13:25～15:15 

今治市立 

南中学校 

・介護機器及び福祉車両の体験 

・高齢者用栄養補助食品等の試食体験 

・高齢者疑似体験セットによる高齢者体験 等 

中予 

11月 11 日（水） 

13:20～15:10 

伊予市立 

双海中学校 
・介護機器の体験 

・高齢者疑似体験セットによる高齢者体験 

・高齢者用栄養補助食品等の試食体験 等 

11月 12 日（木） 

13:00～15:10 

松山市立 

南第二中学校 

12月 4日（金） 

13:20～15:10 

松山市立 

津田中学校 
 

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 
7月 28日（火） 

11:00～12:00 

ＪＲホテルクレメ

ント高松（香川県） 

・四国老施協役員について 

・平成 26年度事業報告について 

・平成 26年度収支決算（案）について・監査報告 

・災害時相互応援協定について 

・会則の変更について 

第 2回 
2月 16日（火） 

11:00～12:00 

ホテルクレメント

徳島（徳島県） 

・四国老施協役員の選出について 

・平成27年度事業進捗状況及び決算見込み（案）について 

・平成28年度事業計画（案）及び収支予算（案）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 
7月 28日（火） 

10:00～10:50 

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 

第 2回 
2月 16日（火） 

10:00～10:50 

ホテルクレメント

徳島（徳島県） 
・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 
7月 7日（火） 

13:30～15:30 

愛媛県総合社会福

祉会館 

・災害時相互応援協定書等について 

・調印式及び今後のスケジュールについて 

 

 



（４）第６４回四国老人福祉施設関係者研究大会 

開催期日 7月 28日（火）～29 日（水） 

会  場 香川県「サンポートホール高松」ほか 

内  容 

【1日目】7月 28日（火） 

○開会・式典 

○基調報告 

講師:全国老人福祉施設協議会 副会長 瀬戸 雅嗣 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 課長 辺見 聡 氏 

○講演Ⅱ「改定制度と報酬の課題にどう向き合うか」 

 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 

○大会宣言決議 

○情報交換会 

【2日目】7月 29日（水） 

○研究部会 

・第１研究部会:デイサービスセンター機能積載・３年戦略セミナー【講義】 

・第２研究部会:人材確保・育成と魅力ある職場づくり【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について【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、看取りケアへの取り組み【発表】 

・第７研究部会:在宅サービスの実践と課題【発表】 

・第８研究部会:地域包括ケアの中核施設として～地域との連携・交流・地域づくりへの取り組み～【発表】 

参加者数 670人（うち愛媛から 123人） 

 

（５）第１４回四国老施協セミナー 

開催期日 2月 16日（火）～17 日（水） 

会  場 徳島県「ホテルクレメント徳島」 

内  容 

【1日目】2月 16日（火） 

○中央情勢報告 

講師:全国老人福祉施設協議会 副会長 阿比留 志郎 氏 

○講演Ⅰ「地域包括ケアにおける現状と今後の課題」 

講師:桜美林大学大学院老年学研究科 教授 白澤 政和 氏 

○講演Ⅱ「買い物難民を救え！移動スーパーとくし丸」 

 講師:株式会社とくし丸 代表取締役 住友 達也 氏 

○情報交換会 

【2日目】2月 17日（水） 

○講演Ⅲ「社会からの期待に応える社会福祉法人になるために」 

講師:独立行政法人福祉医療機構経営サポートセンター グループリーダー 千葉 正展  氏 

参加者数 173人（うち愛媛から 31人） 

 

（６）第７２回全国老人福祉施設大会 

開催期日 11月 11 日（水）～13日（金） 

会  場 東京都墨田区「両国国技館」ほか 

内  容 

【1日目】11月11日（水） 

○行政報告 

 講師:厚生労働省老健局 

○基調報告 

講師:全国老人福祉施設協議会 副会長 瀬戸 雅嗣 氏 

○記念講演「財政学から社会保障を構想する」 

 講師:東京大学 名誉教授 神野 直彦 氏 



内  容 

【2日目】11月12日（木） 

○分科会 

・第１分科会:科学的介護の実践（高品質サービスの追及） 

・第２分科会:これからの特養の機能と役割 

・第３分科会:介護の誇りを世界に伝える 

・第４分科会:軽度要介護者から重度者までの複層的サービス提供を 

・第５分科会:福祉と介護保険をみつめて 

【3日目】11月13日（金） 

〇シンポジウム「超高齢・人口急減社会…迫る大都市医療・介護崩壊」 

 コーディネーター:産経新聞社 論説委員 河合 雅司 氏 

 パネリスト:内閣官房まち・ひと・しごと創生本部 事務局次長 木下 賢志 氏 

       豊島区 区長 高野 之夫 氏 

       高知大学地域連携推進センター センター長 受田 浩之 氏 

介護老人福祉施設みくらの里 施設長 川島 優幸 氏 

特別養護老人ホーム博水の郷 施設長 田中 雅英 氏 

参加者数 1,871人（うち愛媛から 22人） 

 

（７）平成２７年度全国老人福祉施設研究会議 

開催期日 10月 6日（火）～7 日（水） 

会  場 山形県山形市「山形ビッグウイング」ほか 

内  容 

【1日目】10 月 6日（火） 

○開会式典 

○基調報告 

講師:全国老人福祉施設協議会 副会長 瀬戸 雅嗣 氏 

○記念講演 

 講師:プロサッカー指導者 佐々木 則夫 氏 

○講演「福祉の魅力を発信する方法～本質は現場にある～」 

 講師:ＮＰＯ法人Ｕｂｄｏｂｅ（ウブドベ） 代表理事 岡 勇樹 氏 

【2日目】10 月 7日（水） 

○分科会 

・第１分科会:科学的介護の実践（高品質サービスの追及） 

・第２分科会:特別養護老人ホームの更なる取組 

・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:在宅限界点の向上に向けて 

・第５分科会:軽費老人ホーム・ケアハウスが支える生活と安心 

・第６分科会:養護老人ホームで支える地域福祉と介護 

参加者数 1,686人（うち愛媛から 21人） 

 

（８）指導監査対応室「全国担当者会議」 

開催日時 11月 13 日（金） 

会  場 東京都「第一ホテル両国」 

内  容 

○基調報告 全国老人福祉施設協議会 副会長 瀬戸 雅嗣 氏 

○行政報告 厚生労働省老健局介護保険指導室 室長 遠藤 征也 氏 

○意見交換・ディスカッション 

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）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 

②介護報酬改定収支影響実態調査の実施 

 

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 27 年 8 月 23日（日）～26 日（水） 

○交流・視察先:山形県山形市（特別養護老人ホームながまち荘） 

宮城県女川町（女川町福祉仮設住宅、女川町地域福祉センター等） 

福島県南相馬市（特別養護老人ホーム福寿園、特別養護老人ホーム梅の香） 

 

（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全国老人福祉施設協議会代議員 

③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 

 

（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 

  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 

 

（４）要望書の提出について 

①看護学科設置に関する要望書 

（平成 27年 10 月 23 日（金）聖カタリナ学園理事長・聖カタリナ大学学長あて） 

②介護人材育成・確保への協力に関する要望書 

（平成 27年 12 月 9 日（水）愛媛県教育委員会教育長あて） 



開催月 研　修　会　名 開催日 研修内容・講師等 参加者

第1回施設長研修会 ・講演「社会福祉法人の経営のあり方について」

会場／愛媛県総合社会福祉会館 　株式会社明治安田生活福祉研究所　医療・福祉政策研究部長　松原　由美　氏

第11回愛媛県老人福祉施設大会 ・記念講演「人生の意味について」

企画／21世紀委員 　聖心会第三修道院　聖心会シスター　文学博士　鈴木　秀子　氏

会場／ひめぎんホール ・分科会
第１回軽費・ケアハウス職員研修会 ・行政説明「軽費老人ホーム・ケアハウスの今後のあり方等について」

企画／軽費・ケアハウス部会員 　愛媛県保健福祉部いきがい推進局長寿介護課

会場／愛媛県総合社会福祉会館 ・実践報告「特定施設への移行等にかかる諸課題及び現状について」

第１回養護老人ホーム職員研修会 ・グループ討議

企画／養護老人ホーム部会員 ・講演「介護現場で出会う精神疾患！！」

会場／愛媛県総合社会福祉会館 　医療法人鶯友会牧病院　院長　牧　徳彦　氏
第1回デイサービスセンター職員研修会 ・講演・演習「デイサービスセンターの加算の理解と今後の生き残り戦略について」

企画／デイサービス部会員 　全国老施協在宅サービス委員会　委員長　武藤　岳人　氏
会場／エスポワール愛媛文教会館 　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
第１回施設ケアマネジメント研修会 ・講義「施設ケアマネージャーの役割とこれからのあり方」等

企画／研修委員 ・グループワーク「介護支援専門員と情報収集」等

会場／愛媛県総合社会福祉会館 　株式会社アクティブサポート　代表取締役　藤田　健次　氏
第２回施設ケアマネジメント研修会 ・講義「施設ケアマネージャーの役割とこれからのあり方」等

企画／研修委員 ・グループワーク「介護支援専門員と情報収集」等

会場／愛媛県総合社会福祉会館 　株式会社アクティブサポート　代表取締役　藤田　健次　氏

第１回認知症ケア研修会 ・講義「認知症の理解」

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

看取り研修会 ・講演「特養における看取りケアの実践」

企画／研修委員 　特別養護老人ホーム緑風園　総合施設長　菊池　雅洋　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「認知症の理解」

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１回口腔ケア研修会(デイ対象) ・講義「訪問歯科の基礎知識等について」等

企画／研修委員 　日本訪問歯科協会　統括マネージャー　伊藤　友記　氏

会場／愛媛県総合社会福祉会館 　たかのこ歯科　院長　森　義雄　氏
第２回口腔ケア研修会(入所対象) ・講義「訪問歯科の基礎知識等について」等

企画／研修委員 　日本訪問歯科協会　統括マネージャー　伊藤　友記　氏

会場／愛媛県総合社会福祉会館 　たかのこ歯科　院長　森　義雄　氏
第２回養護老人ホーム職員研修会 ・講義「成年後見制度の活用等について」

企画／養護老人ホーム部会員 　村口社会福祉士事務所　村口　毅　氏

会場／愛媛県総合社会福祉会館 ・講義「養護老人ホームにおける一般型特定施設の指定等について」

　全国老施協養護老人ホーム部会　幹事　平岡　毅　氏

多職種連携研修会 ・講演「職場内の多職種連携のあり方」

企画／研修委員 ・グループディスカッション

会場／愛媛県総合社会福祉会館 　特別養護老人ホームやすら苑　常務理事・施設長　土居　正志　氏

臨時施設長研修会 ・行政説明「社会福祉法人・施設等の指導監査における留意点等について」

会場／愛媛県総合社会福祉会館 　愛媛県保健福祉部保健福祉課福祉監査グループ
第２回デイサービスセンター職員研修会 ・講義「デイサービスセンターの生き残り戦略について」

企画／デイサービス部会員 　全国老施協在宅サービス委員会　副委員長　今　裕司　氏
会場／エスポワール愛媛文教会館

第２回軽費・ケアハウス職員研修会 ・講演「ニーズに応えられる軽費老人ホームのあり方について」

企画／軽費・ケアハウス部会員 　全国老施協軽費老人ホーム・ケアハウス部会　副部会長　藤井　陽子　氏

会場／愛媛県総合社会福祉会館

第２回施設長研修会 ・行政説明「新型インフルエンザ等対策と特定接種の登録申請について」

会場／愛媛県総合社会福祉会館 　愛媛県保健福祉部健康衛生局健康増進課

・行政説明「社会福祉法人制度の改革について」

　愛媛県保健福祉部社会福祉医療局保健福祉課福祉監査グループ

2月19日２月

３月

1月29日

５月

12月18日

11月27日

９月

9月8日

9月17日

11月22日

12月16日
39人

（39施設）

６月

７月

6月8日
373人

（99施設）

7月8日

7月14日

平成２７年度　愛媛県老人福祉施設協議会　研修事業実施一覧

5月22日
102人

（102施設）

12月15日
23人

（22施設）

7月25日

26人
（24施設）

27人
（19施設）

11月

76人
（64施設）

１月

11月5日
76人

（58施設）

1月15日
59人

（42施設）

95人
（55施設）

74人
（60施設）

28人
（30施設）

36人
（27施設）

3月9日
116人

（104施設）

1月31日
99人

（67施設）

12月

合計
（延べ）

1,397人
（948施設）

26人
（25施設）

94人
（94施設）

28人
（17施設）

平均参加者数（大会除く） １研修 60.2人

平均参加施設数（大会除く） １研修 49.9施設


