
 

平成２８年度 愛媛県老人福祉施設協議会 事業報告 

 

 

介護の現場においては、社会福祉法や介護保険法等の改正により、迅速かつ適切な  

組織改革に取り組むことが求められ、地域とのかかわりにおいては、社会経済・家族  

形態等の変化に伴い、多様化・複雑化する福祉ニーズへの対応や社会貢献が求められて

いる。 

本会ではこのような状況を踏まえ、安定した組織運営を図るとともに、会員施設に  

よる介護サービスのさらなる充実に向けた支援や、新制度への迅速な対応等を積極的に

行うため、各種研修及び研究協議等を展開し、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。 

    ○防災に関する研究・研修会の実施 

    ○地区別介護の日イベントへの参加拡充 

    ○会員ニーズの集約及び効果的な事業展開のための情報提供 

 

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図った。 

○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するとともに、交流を 

通じた新たなつながりづくりを推進した。 

  ○四国及び全国老施協主催の会議・研修会への参加協力 

 

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 

    〇介護職員確保に向けた行政・社会福祉協議会等との連携 

 



１ 諸会議の開催 

（１）総   会 

回 日時 会場 議案 

第 1 回 
4月 26日（火） 

14：00～14：45 
ひめぎんホール 

・平成 27年度事業報告 

・平成 27年度収支決算（案） 

・平成 27年度監査報告 

・役員の選出及び部会員・委員会委員の交替 

・熊本地方を震源とする地震への支援 

第 2 回 
3月 10日（金） 

13：30～14：45 

ホ テ ル Ｊ Ａ Ｌ 

シティ松山 

・会則の変更 

・平成 29年度事業計画（案） 

・平成 29年度収支予算（案） 

・平成 29-30 年度全国老施協代議員選挙の選出 

・任期満了に伴う愛媛県老施協正副会長の選出 

 

（２）正副会長会 

回 日時 会場 議案 

第 1 回 
4月 8日（金） 

13：00～15：00 

愛媛県総合社会

福祉会館 

・平成 27年度事業報告 

・平成 27年度収支決算（案） 

・第 1回総会・施設長研修会 

・第 12 回愛媛県老人福祉施設大会 

第 2 回 
10月 14 日（金） 

13：30～15：30 

・来年度以降の役員体制・研修会等 

・熊本地震被災地ボランティア活動 

・第 2回総会・施設長研修会 

・第 66 回四国老施協研修大会 

・社会福祉法人改革への対応 

第 3 回 
12月 16 日（金） 

10：00～12：00 

・老施協役員等の任期 

・老施協の研修体系 

・平成 29 年度第 1 回施設長研修会及び第 13回

老施協県大会のテーマ 

第 4 回 
2月 17日（金） 

10：00～12：00 

・平成 28年度第 2回総会・施設長研修会 

・平成 28年度第 3回理事会 

第 5 回 
3月 28日（火） 

16：00～17：00 
・平成 29年度老施協事業等 

 

（３）理 事 会 

回 日時 会場 議案 

第 1 回 
4月 18日（月） 

13：00～15：00 

愛媛県総合社会

福祉会館 

・平成 27年度事業報告 

・平成 27年度収支決算（案） 

・平成 27年度監査報告 

・第 12 回愛媛県老人福祉施設大会等 

第 2 回 
11月 21 日（月） 

14：00～15：45 
いよてつ会館 

・来年度以降の役員体制・研修会等 

・熊本地震被災地ボランティア活動 

・平成 29年度老施協研修会・大会等 

第 3回 
2月 24日（金） 

10：00～12：00 

愛媛県総合社会

福祉会館 

・平成 28年度決算見込 

・平成 29年度事業計画（案） 

・平成 29年度収支予算（案） 

・会則の変更 

・第 13 回愛媛県老人福祉施設大会 

・第 66回四国老人福祉施設関係者研究大会 



 

（４）監 事 会 

日時 会場 議案 

4月 14日（木） 

13：00～14：30 

愛媛県総合社会

福祉会館 

・平成 27年度事業報告 

・平成 27年度収支決算（案） 

 

（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 
7月 30日（土） 

11：00～12：00 
愛媛県勤労会館 ・平成 28年度デイサービスセンター職員研修会 

第 2回 
1月 21日（土） 

11：00～12：00 

エ ス ポ ワ ー ル 

愛媛文教会館 
・平成 29年度デイサービス職員研修会等 

 

（６）軽費・ケアハウス部会 

日時 会場 協議事項 

2月 21日（火） 

11：00～12：00 

愛媛県総合社会

福祉会館 
・平成 29年度軽費・ケアハウス職員研修会等 

 

（７）養護老人ホーム部会 

日時 会場 協議事項 

2月 22日（水） 

10：00～12：00 

愛媛県総合社会

福祉会館 

・平成 29年度養護老人ホーム職員研修会等 

・第 13 回愛媛県老人福祉施設大会の分科会 

 

（８）総務委員会 

回 日時 会場 協議事項 

第 1回 
4月 8日（金） 

10：00～12：00 

愛媛県総合社会

福祉会館 

・平成 27年度事業報告 

・平成 28年度総務委員会の活動 

第 2回 
4月 26日（火） 

10：00～12：00 

・介護報酬改定収支影響実態調査 

・防災に関する研究・研修会 

・介護実践事例集 

第 3回 
6月 10日（金） 

10：00～12：00 
・介護報酬改定収支影響実態調査 

第 4回 
8月 8日（月） 

10：00～12：00 

・介護報酬改定収支影響実態調査 

・防災に関する研究・研修会 

・介護実践事例集 

第 5回 
10月 24 日（月） 

10：00～12：00 

・熊本地震被災地ボランティア活動 

・防災に関するアンケート調査 

・介護実践事例集 

第 6回 
2月 20日（月） 

10：00～12：00 

・平成 29年度事業計画（案） 

・熊本地震被災地交流・視察の報告 

・防災に関する研究・研修会 

 

 

 

 

 

 



（９）研修委員会 

回 日時 会場 協議事項 

第 1回 
5月 20日（金） 

13：30～15：30 愛媛県総合社会

福祉会館 

・平成 28年度研修計画 

・平成 28年度研修の担当 

第 2回 
1月 26日（木） 

13：30～15：30 
・平成 29年度研修計画 

 

（10）２１世紀委員会 

回 日時 会場 協議事項 

第 1回 
4月 22日（金） 

13：30～15：30 

愛媛県総合社会

福祉会館 

・平成 28年度事業 

・第 12 回愛媛県老人福祉施設大会 

第 2回 
8月 12日（金） 

13：30～15：30 

・介護の日のイベント 

・第 66 回四国老人福祉施設関係者研究大会 

第 3回 
2月 20日（月） 

13：30～15：30 

・介護の日啓発イベント及び福祉巡回型教室の報告 

・平成 29年年度事業 

・第 13回愛媛県老人福祉施設大会 

・第 66回四国老人福祉施設関係者研究大会 

 

（11）四国ブロックカントリーミーティング打合せ会 

日時 会場 協議事項 

10月 21 日（金） 

13：30～15：30 

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の 

分科会の運営 

 

（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 21 日（月） 

16：00～17：45 
いよてつ会館 ・高齢者福祉施策に関する意見・要望等 

 

（13）塩崎恭久厚生労働大臣を囲む会 

日時 会場 議案 

6月 17日（金） 

15：30～16：30 

愛媛県総合社会

福祉会館 

・これからの高齢者介護 

・東・中・南予地区老施協からの要望等 

 

 

２ 研修会の開催 

 

  ※別表、研修事業実施一覧参照 

 

３ 第１２回愛媛県老人福祉施設大会の開催  

開催日時 5月 16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「介護は究極のホスピタリティ産業」 

講師：特別養護老人ホームミノワホーム 常務理事 馬場 拓也 氏 



○分科会 

・第 1分科会「人材確保戦略と人材育成～キャリア教育・人事考課制度等の構築～」 

講師：株式会社グッドコミュニケーション 代表取締役 中田 康晴 氏  

・第 2分科会「食事サービスと栄養ケアマネジメント」、「認知症ケアの実践」 

      「重度化対応と個別ケア、看取りケアへの取り組み」 

・第 3分科会「在宅サービスの実践と課題」、「地域との連携・交流・地域づくりの取り組み」 

 講師：久万高原町地域包括支援センター 社会福祉士 畝本  幸男 氏 

・第 4分科会「養護老人ホームの一般型特定施設への移行」 

講師：全国老人福祉施設協議会 養護老人ホーム部会 幹事 平岡  毅 氏 

参加者数 341人 

 

４ 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 

中予 

10月 27 日（木） 

13：30～15：00 

愛媛県立 

東温高等学校 
・介護ロボットによるデモンストレーション 

・ゆるキャラによる介護の日のアピール 

・介護に関する講演 等 

11月 8日（火） 

13：30～15：20 

松山市立 

中島中学校 

11月 9日（水） 

13：00～15：20 

松山市立 

南第二中学校 

南予 
11月 5日（土） 

13：00～16：00 

八幡浜みなっと 

緑地公園 

・介護の仕事の魅力発信トークショー 

・福祉ライブ 

・ゆるキャラによる介護の日のアピール  

・太鼓、ブラスバンド演奏 

・菓子まき、福祉抽選会 

・昔遊びコーナーの設置 

・介護相談コーナーの設置 

・介護機器等福祉用具展示 等 

東予 
11月 11 日（金） 

13：00～15：30 

イオンモール 

新居浜 

・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 

・啓発グッズの配布 等 

 

（２）巡回型介護教室 

地区 日時 会場 内容 

中予 

10月 27 日（木） 

13：30～15：00 

愛媛県立 

東温高等学校 
・介護機器体験 

・高齢者疑似体験及び食事体験 

・福祉レクリエーション 等 

11月 8日（火） 

13：30～15：20 

松山市立 

中島中学校 

11月 9日（水） 

13：00～15：20 

松山市立 

南第二中学校 

東予 
11月 17 日（木） 

13：35～15：25 

西条市立 

河北中学校 

・高齢者疑似体験セットによる高齢者体験 

・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 等 

南予 
11月 21 日（月） 

13：45～15：35 

八幡浜市   

八代中学校               

・介護機器体験 

・高齢者疑似体験及び食事体験 

・福祉抽選会 等 

 

 

 



 

５ 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 
6月 2日（木） 

11：00～12：00 
三翠園（高知県） 

・四国老人福祉施設協議会役員 

・平成 27年度事業報告 

・平成 27年度収支決算（案）・監査報告 

第 2回 
2月 14日（火） 

11：00～12：00 

ＪＲホテルクレメ

ント高松（香川県） 

・平成 28年度事業進捗状況及び決算見込み 

・平成 29年度事業計画（案）及び収支予算（案） 

・四国老施協セミナー 

・介護力向上講習会 
 

（２）介護保険施設等の指導監督連絡会 

日時 会場 議案 

2月 14日（火） 

10：00～10：45 

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 

 

（３）第６５回四国老人福祉施設関係者研究大会 

開催期日 6月 2日（木）～3日（金） 

会  場 高知県「高知県立県民文化ホール」ほか 

内  容 

【1日目】 

○開会・式典 

○基調報告 

全国老人福祉施設協議会 副会長 瀬戸 雅嗣 氏 

○祝  辞 

 財務大臣政務官 参議院議員 中西 祐介 氏 

○講演Ⅰ「大学の地域連携育む地方の未来～課題先進県を課題解決先進県」 

 講師：高知大学地域連携推進センター センター長 受田 浩之 氏 

○講演Ⅱ「先を急がず、寄り道たっぷり～尺取り虫遍路の愉しみ～」 

 講師：高知大学地域連携推進センター 特任教授 黒笹 慈幾 氏 

○大会宣言決議 

○次年度開催権あいさつ 

 愛媛県老人福祉施設協議会 副会長 窪田 久人  

 

【2日目】 

○研究部会 

・第１研究部会：あるべき高齢者医療・介護について～経済財政一体改革工程表から～」

【講義】 
・第２研究部会：人材確保戦略と人材育成【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：地域との連携・交流・地域づくりの取り組み～【発表】 

参加者数 659人（うち愛媛から 121人） 

 

 

 

 



（４）四国ブロックカントリーミーティング in徳島 

開催期日 12月 8日（木）～9 日（金） 

会  場 徳島県「徳島グランヴィリオホテル」 

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 

内  容 

【1日目】 

○趣旨説明 

全国老人福祉施設協議会 ２１世紀委員会委員長 木村 哲之 氏 

○基調報告 

 全国老人福祉施設協議会 副会長 瀬戸 雅嗣 氏 

○課題提起 

全国老人福祉施設協議会 ２１世紀委員会監事 猪飼 容子 氏 

・第１分科会「ロボット、ＩＣＴ 業務効率化、無駄解消 日本式ＫＡＩＧＯ」 

・第２分科会「介護保険制度、介護報酬 地域を支える福祉論 介護保険外事業」 

・第３分科会「人材戦略、海外展開、海外人材、ブランディング」 

・第４分科会「災害に強い四国の絆」 

【2日目】 

○総合ディスカッション 

○特別講演「笑と健康～笑いは心の深呼吸」 

講師：落語家 桂 七福 氏 

○次年度開催権あいさつ 香川県老人福祉施設協議会 

参加者数 196人（うち愛媛から 44人） 

 

（５）第１５回四国老施協セミナー 

開催期日 2月 14日（火）～15 日（水） 

会  場 香川県「ＪＲホテルクレメント高松」 

内  容 

【1日目】 

○中央情勢報告 

講師：公益社団法人全国老人福祉施設協議会 事務局長 天野 明 氏 

○講演Ⅰ「香川で育つ希少糖」 

講師：香川大学 国際希少糖研究教育機構  助教 吉原 明秀 氏 

○講演Ⅱ「介護保険制度改革の動向と高松市の取組」 

 講師：全国市長会介護保険対策特別委員会委員長 高松市長 大西 秀人 氏 

【2日目】 

○講演Ⅲ「地域における介護施設の可能性」 

講師：社会福祉法人愛川舜寿会 常務理事 馬場 拓也 氏 

○講演Ⅳ 「社会福祉法人制度改革の対応と介護報酬改定の動向」 

講師：公益社団法人全国老人福祉施設協議会 
介護保険事業等経営委員会 幹事 近藤 辰比古 氏 

参加者数 183人（うち愛媛から 28人） 

 

（６）第７３回全国老人福祉施設大会 

開催期日 11月 15 日（火）～16日（水） 

会  場 石川県「石川総合スポーツセンター」ほか 

内  容 

【1日目】 

○開会式典 

○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「石川県の歴史と加賀前田家」 

 講師：公益財団法人前田育徳会 前田 利祐 氏 



内  容 

【2日目】 

○分科会 

・第１分科会：科学的介護の見える化～ビッグデータの利活用と生産性向上に向けて～ 

・第２分科会：100万人の高齢者介護・福祉の総合拠点に向けて 

       ～社会福祉法人制度改革と適切な経営基盤の確立 

・第３分科会：一億総活躍時代の人材戦略は“全部やる”！ 

・第４分科会：在宅サービス再編のゆくえ 

       ～重点化・効率化と求められる医療・介護提供体制～                          

・第５分科会：低所得高齢者の住まい～社会扶助・介護保険のはざまで～  

参加者数 2,500人（うち愛媛から 20人） 

 

（７）平成２８年度全国老人福祉施設研究会議 

開催期日 1月 24日（火）～25 日（水） 

会  場 長崎県「長崎ブリックホール」ほか 

内  容 

【1日目】 

○開会式典 

○基調報告 

全国老人福祉施設協議会 副会長 瀬戸 雅嗣  氏  

○記念講演「海洋立國日本として（長崎で考える）」 

 講師：内閣官房総合海洋政策本部 参与 第 26代海上幕僚長 古庄 幸一 氏 

○講演「若者がおもしろくする介護の未来」 

 講師：株式会社 Join for Kaigo 代表取締役 秋本 可愛 氏 

○特別講演：「夢持ち続け日々精進」 

 講師：株式会社 A and Live 代表取締役 髙田 明 氏 

 

【2日目】1月 25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組 

・第４分科会：ニーズに応じた在宅サービスの機能強化 

・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 2,197人（うち愛媛から 27人） 

 

（８）指導監査対応室「全国担当者会議」 

開催日時 10月 28 日（金） 

会  場 全国老施協 

内  容 

○基調報告 「平成 28 年度指導監査実態調査の結果について」 

全国老人福祉施設協議会総務・組織委員会委員長兼指導監査対応室 室長 本永 史郎 氏 

○行政報告 「介護保険制度における指導監査等について」 

厚生労働省老健局総務課介護保険指導室 室長補佐 櫻井 宏充 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 

○指導監査実態調査の実施 

 

８ その他の諸活動 
（１）熊本地震被災地交流・視察 

○期日：平成 29年 1 月 15日（日）～17日（火） 

○交流・視察先：熊本県熊本市（養護老人ホームライトホーム） 

熊本県荒尾市（介護老人福祉施設白寿苑） 

熊本市及び益城町の被災地等 

 

（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全国老人福祉施設協議会代議員 

③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 



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「介護労働力としての外国人の受け入れについて

会場／ひめぎんホール 　　　　～外国人技能実習制度の概要及び労務管理と問題点～」

　愛媛県中小企業団体中央会　総務企画課

第12回愛媛県老人福祉施設大会 ・記念講演「介護は究極のホスピタリティ産業」

企画／愛媛県老人福祉施設協議会 　特別養護老人ホームミノワホーム　常務理事　馬場　拓也　氏

会場／ひめぎんホール ・分科会

接遇・コミュニケーション研修会 ・講義・演習「接遇・傾聴・コミュニケーションとは」

企画／研修委員 ・講義・演習「現場で求められる心構えとして」

会場／愛媛県総合社会福祉会館 　研修・講演ネットワークＷＩＬＬ　代表　岡　眞子　氏

防災に関する研究・研修会 ・講義「南海トラフ地震について」

企画／総務委員 　愛媛大学防災情報研究センター　准教授　森　伸一郎　氏

会場／テクノプラザ愛 ・活動報告

第１回認知症ケア研修会 ・講義「認知症の類型別の学習」

企画／研修委員 ・グループワーク

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看護学専攻地域健康システム看護学　教授　谷向　知　氏

ファシリテーション研修会 ・講義「雰囲気の作り方とファシリテーションの基本」

企画／研修委員 ・グループワーク「いくつかのパターンの事例を実践してみよう」

会場／愛媛県総合社会福祉会館 　特別養護老人ホームけやきの杜　施設長　藤居　眞　氏　

第１回養護老人ホーム職員研修会 ・講義「地域包括ケアシステムにおける養護老人ホームのあり方」

企画／養護老人ホーム部会員 ・グループ討議「施設での課題・問題点について」

会場／愛媛県総合社会福祉会館 　養護老人ホーム部会　副部会長　中山　泰男　氏
第1回デイサービスセンター職員研修会 ・講演「デイサービスセンターにおける認知症ケアについて」

企画／デイサービス部会員 　西条市教育委員会人権教育課　課長　近藤　誠　氏

会場／愛媛県勤労会館 ・事例報告「家族がデイサービスに期待するもの」

　託老所あんき　代表　中矢　暁美　氏
第１回軽費・ケアハウス職員研修会 ・グループワーク「軽費老人ホームのあり方等について」

企画／軽費・ケアハウス部会員 　愛媛大学境連携推進機構　教授　前田　眞　氏

会場／愛媛県総合社会福祉会館

職員連携研修会 ・講義「サービスの品質を向上させる職員連携を考える」

企画／研修委員 ・講義「介護福祉施設サービスの現状と課題」

会場／テクノプラザ愛媛 　北海道介護福祉道場・あかい花　代表　菊地　雅洋　氏

施設ケアマネジメント研修会 ・講義「施設ケアマネジメント（多職種へのアプローチ）について」

企画／研修委員 ・演習

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

口腔ケア研修会 ・講義「口腔ケアと介護保険経口維持加算に挑戦」

企画／研修委員 ・講義「明日からできる施設での適切な口腔ケア」

会場／エスポワール愛媛文教会館 　伊予市国保中山歯科診療所　院長　高橋　德昭　氏

生活リハビリテーション研修会 ・講義・演習「生活リハビリテーションについて」

企画／養護老人ホーム部会員 　生活とリハビリ研究所　代表　三好　春樹　氏

会場／エスポワール愛媛文教会館

ポジショニング（拘縮・褥瘡予防）研修会 ・講演・実技「床ずれ予防の為の姿勢管理・ベッド上でのポジショニング技術など」

企画／研修委員 ・講演・実技「介護者の腰痛予防、対象者の二次障害予防のための移乗介助技術」

会場／愛媛県総合社会福祉会館 　生き活きサポートセンターうぇるぱ高知　代表　下元　佳子　氏
第２回デイサービスセンター職員研修会 ・講義「これからのデイサービスのあり方等について」

企画／デイサービス部会員 ・グループ討議「デイサービス運営上の課題等について」

会場／エスポワール愛媛文教会館 　東温市社会福祉協議会　生活支援課長　仙波　直也　氏

社会福祉法人制度改革対策ｾﾐﾅｰ ・講義「社会福祉法の改正（平成２９年４月１日施行分）への対応について」

企画／愛媛県老人福祉施設協議会 　全国老施協　総務・組織委員会　社会福祉法人改革対策本部監事　林　武　氏

会場／エスポワール愛媛文教会館

第２回認知症ケア研修会 ・講義・演習「ひもときシートの活用について」

企画／研修委員 　老施協総研認知症ケア推進戦略本部本部長　鴻江　圭子　氏

会場／エスポワール愛媛文教会館 　

虐待防止研修会 ・講演「高齢者虐待防止法の解説」

企画／研修委員 　公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートえひめ支部

会場／愛媛県総合社会福祉会館 ・講義演習「介護現場での虐待について」

　一般社団法人愛媛県ネットワーク協会　代表理事　幸田　裕司　氏

第２回軽費・ケアハウス職員研修会 ・映画「つむぐもの」

企画／軽費・ケアハウス部会員 ・パネルディスカッション

会場／愛媛県総合社会福祉会館 　映画監督　犬童　一利　氏　／　全軽協　理事長　川西　基雄　氏

第２回施設長研修会 ・講義「介護保険法の改正等について」

会場／ホテルＪＡＬシティ 　全国老人福祉施設協議会副会長　瀬戸　雅嗣　氏

６月

1月20日
71人

（61施設）

1月27日
65人

（53施設）

6月15日

１月

82人
（37施設）

７月

８月

２月

51人
（43施設）

９月
97人

（57施設）

10月25日１０月

1月21日
77人

（59施設）

89人
（70施設）

9月10日

93人
（69施設）

8月9日

7月28日

7月15日
59人

（39施設）

55人
（46施設）

7月8日

合計
（延べ）

1,681人
（1,120施設）

23人
（21施設）

2月10日
74人

（51施設）

12月7日

110人
（105施設）

2月21日

平成２８年度　愛媛県老人福祉施設協議会　研修事業実施一覧

12月3日
67人

（42施設）

7月30日

23人
（21施設）

24人
（20施設）

5月16日
334人

（104施設）

7月2日

３月 3月10日

82人
（54施設）

12月

４月 4月26日
108人

（104施設）

2月21日

５月

97人
（64施設）

平均参加者数（大会除く） １研修 70.9人

平均参加施設数（大会除く） １研修 53.5施設


