
平成２４年度 岡山県老人福祉施設協議会 事業報告 
 

１．総会 

会議名 年月日 場所 出席者 議  題 

第１回総会 24.6.5 きらめきプラザ 315名 ①議案 

1）平成23年度岡山県老人福祉施設協議会事業報告について 

 2）平成 23年度岡山県老人福祉施設協議会会計収支決算について 

   監査報告 

 3）平成 24年度岡山県老人福祉施設協議会会計収支補正予算（案） 

について 

②報告 

1）各委員会について 

2）その他当面する諸問題について 

③講演 

 テーマ：「志は愛である」 

 講 師：志ネットワーク 代長 上甲 晃 氏 

第２回総会 25.3.12 きらめきプラザ 338名 ①議案 

1）平成24年度岡山県老人福祉施設協議会会計収支補正予算(案)に 

ついて 

2）平成 25年度岡山県老人福祉施設協議会事業計画（案）について 

3）平成25年度岡山県老人福祉施設協議会会計収支予算（案）に 

ついて 

  4）平成 25-26年度全国老人福祉施設協議会代議員の選出について 

  5) 岡山県老人福祉施設協議会 役員の改選について 

②その他当面する諸問題について 

③情勢報告 

 テーマ：「高齢者福祉をめぐる今後の動向と今後の課題について」 

講 師：全国老人福祉施設協議会 広報委員会 委員長 

岡山県老人福祉施設協議会 副会長 小泉 立志 氏 

④行政説明：「介護職員によるたんの吸引等の研修について」 

岡山県保健福祉部 保健福祉課 長寿社会課 

⑤報 告：「県老施協ホームページの改訂について」 

     岡山県老人福祉施設協議会 ２１世紀委員会 

     委員長 池田 英樹 氏 

 

２．正副会長等会議 

会議名 年月日 場所 出席者 議  題 

第 1回正副会長・

委員長等会議 

24.10.5 きらめきプラザ 6名 ①平成 24年度岡山県老人福祉施設協議会下半期事業について 

②岡山県老人福祉施設協議会入退会施設について 

③その他当面する諸問題について 

第 2回正副会長・

委員長等会議 

24.12.7 きらめきプラザ 8名 ①岡山県老人福祉施設協議会入退会施設について 

②その他当面する諸問題について 

第 3回正副会長・

委員長等会議 

25.1.8 きらめきプラザ 8名 ①全老施協代議員の選出方法について 

②平成 25年度事業について 

③その他当面する諸問題について 

 

３．理事会・監事会 

会議名 年月日 場所 出席者 議  題 

第 1回理事会 24.5.11 きらめきプラザ 25名 ①岡山県老人福祉施設協議会役員について 

②平成 23年度岡山県老人福祉施設協議会事業報告について 

③平成 23年度岡山県老人福祉施設協議会収支決算について 

④平成 23年度岡山県老人福祉施設 施設長会会計収支決算について 

⑤平成 23年度全国老人福祉施設協議会（岡山会議）収支決算報告 

について 

⑥平成 24年度第 1回総会の開催について 

⑦その他当面する諸問題について 

第 2回理事会 24.10.5 きらめきプラザ 21名 ①平成 24年度岡山県老人福祉施設協議会下半期事業について 

②岡山県老人福祉施設協議会入退会施設について 

③その他当面する諸問題について 

第 3回理事会 

（書面） 

25.1.11 きらめきプラザ 26名 ①平成25-26年度全国老人福祉施設協議会代議員選出のための岡山県

老人福祉施設協議会選挙実行委員会について 



会議名 年月日 場所 出席者 議  題 

第４回理事会 25.2.20 きらめきプラザ 23名 ①平成 24 年度岡山県老人福祉施設協議会会計収支補正予算(案)に

ついて 

②平成 25年度岡山県老人福祉施設協議会事業計画(案)について 

③平成 25年度岡山県老人福祉施設協議会会計収支予算（案）につ

いて 
④平成 25-26年度全国老人福祉施設協議会代議員の選出について 

⑤岡山県老人福祉施設協議会 役員の改選について 

⑥その他当面する諸問題について 

監事会 24.5.11 きらめきプラザ 3名 ①平成 23年度岡山県老人福祉施設協議会会計監査 

 

４．委員会 

会議名 年月日 場所 出席者 議  題 

第 1回 

総務委員会 

24.11.9 きらめきプラザ 8名 ①岡山県老人福祉施設協議会会費の取扱いについて 

②その他当面する諸問題について 

第 1回 

研修委員会 

24.4.12 きらめきプラザ 9名 ①平成 24年度研修委員会事業について 

②中国地区老人福祉施設研修大会について 

③その他当面する諸問題について 

第 2回 

研修委員会 

24.8.28 きらめきプラザ 12名 ①平成 24年度研修委員会事業について 

②中国地区老人福祉施設研修大会について 

③その他当面する諸問題について 

第 3回 

研修委員会 

24.12.7 きらめきプラザ 11名 ①平成 24年度研修委員会実事業施状況について 

②平成 24年度職員研究発表会について 

③平成 25年度研修委員会事業について 

④その他当面する諸問題について 

第 4回 

研修委員会 

25.1.29 きらめきプラザ 11名 ①平成 24年度研修委員会事業実施状況について 

②平成 24年度職員研究発表会について 

③平成 25年度研修委員会事業について 

④その他当面する諸問題について 

第 5回 

研修委員会 

25.3.8 きらめきプラザ 10名 ①平成 24年度研修委員会事業実施状況について 

②平成 25年度研修委員会事業について 

③その他当面する諸問題について 

第 1回 

調査研究委員会 

24.5.8 きらめきプラザ 9名 ①副委員長の選任について 

②平成 24年度調査研究委員会事業について 

②災害時におけるについて 

③その他当面する諸問題について 

第 1回 

予算策定検討 

委員会 

25.2.8 きらめきプラザ 5名 ①平成 24年度岡山県老人福祉施設協議会会計収支補正予算（案）に 

ついて 

②平成 25年度岡山県老人福祉施設協議会事業計画（案）について 

③平成 25年度岡山県老人福祉施設協議会会計収支予算（案）について 

④その他当面する諸問題について 

 

５．養護老人ホーム部会 

名 称 年月日 場所 出席者 内  容 

養護老人ホーム 

部会第 1回施設長

会 

24.4.26 きらめきプラザ 19名 ①平成 24年度養護老人ホーム部会事業について 

②指導監査における指摘事項について 

③第 44回中国地区老人福祉施設研修大会 発表施設について 

④その他当面する諸問題について 

養護老人ホーム 

部会施設長研修会 

24.8.22 塩手荘 20名 ①施設概要説明・見学 

②意見交換会「養護老人ホームにおける課題について」 

③その他当面する諸問題について 

養護老人ホーム 

部会第 2回施設長

会 

25.2.22 きらめきプラザ 16名 ①おむつ代等の日用品について 

②民間養護老人ホームの先進地視察について 

③その他当面する諸問題について 

 

６．軽費・ケアハウス部会 

名 称 年月日 場所 参加者 内  容 

軽費・ｹｱﾊｳｽ部会 

第 1回研修会 

打合せ会 

24.7.25 きらめきプラザ 4名 ①軽費・ケアハウス部会第 1回研修会について 

②その他 



軽費・ｹｱﾊｳｽ部会 

第 2回研修会 

打合せ会 

24.11.8 きらめきプラザ 4名 ①軽費・ケアハウス部会第2回研修会について 

②その他 

第 1回 

軽費・ケアハウス

部会研修会 

24.7.31 きらめきプラザ 38名 【事例発表】 

９施設 

第 2回 

軽費・ケアハウス

部会研修会 

24.11.13 きらめきプラザ 35名 【講義・ｸﾞﾙｰﾌﾟ協議】 

「コミュニケーションと脳機能 ～音楽とのかかわりも含めて～ 」 

講師：社会福祉法人 福実会 理事長 

     言語聴覚士 松尾 和恵 氏 

【ｸﾞﾙｰﾌﾟ討議】 

 軽費老人ホームの現状と課題について 

 

７．デイサービスセンター部会 

名 称 年月日 場所 参加者 内  容 

第 1回 

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 

部会・研修班会議 

24.4.5 きらめきプラザ 10名 ①平成 24年度ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ部会 研修会について 

②その他 

第 2回 

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ部会 

24.11.30 きらめきプラザ 5名 ①部会長の選任について 

②ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ部会 研修会開催状況について 

③その他 

第 3回 

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ部会 

25.3.26 きらめきプラザ 6名 ①部会長・副部会長の選任について 

②ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ部会 平成 24年度 研修会開催状況について 

③ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ部会 平成 25年度 事業について 

④その他 

第 1回 

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ部会 

研修会 

24.6.9 きらめきプラザ 94名 【講義】「介護保険制度改正を踏まえた今後の対策と展望について」 

 講師：特別養護老人ホーム 千寿荘 施設長 小泉 立志 氏 

【ｸﾞﾙｰﾌﾟ協議】 

ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ：ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ部会 研修班 

第 2回 

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ部会 

研修会 

24.11.10 きらめきプラザ 44名 【講義・演習】「 心温まるサービスを 」 

講師：脳と心の学校 ブレイントレイン岡山 

    代表 楠本 敦子 氏 

【講義・演習】「高齢者の健康と安全について」 

 講師：日本赤十字社 岡山県支部 

第 3回 

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ部会 

研修会 

25.1.26 生涯学習ｾﾝﾀｰ 93名 【講義・演習】 

「認知症の方の暴言・暴力に対するアプローチ」 

「認知症の方の拒否（入浴・排泄・更衣など）に対するアプローチ」 

「認知症の方の帰宅願望に対するアプローチ」 

 講師：日本介護支援専門員協会 副会長 

    株式会社 千葉福祉総合研究所 代表取締役 

     助川 未枝保 氏 

 

８．２１世紀委員会 

名 称 年月日 場所 参加者 内  容 

２１世紀委員会 

総 会 

24.6.15 きらめきプラザ 総会   

68名 

 

講演 

70名 

①議案 

1）平成23年度岡山県老施協 21世紀委員会事業報告について 

2）平成24年度岡山県老施協 21世紀委員会事業計画（案）について 

3）その他 

②記念講演 

 テーマ：「地震・津波による地域崩壊 その中で特養が果たした 

地域での役割 ～施設では震災直後から、何が起こった

のか～」 

講 師：社会福祉法人 堤福祉会 

    常務理事 総合施設長 芳賀  潤 氏 

２１世紀委員会 

第 1回 幹事会 

24.8.9 きらめきプラザ 24名 ①協議題 

1）平成24年度事業について  

2）県老施協ホームページについて 

3）最新の動向について 

4）その他当面する諸問題について 

２１世紀委員会 

第 2回 幹事会 

24.12.19 きらめきプラザ 19名 ①協議題 

1）最新の動向について 

2）県老施協ホームページについて 



3）福祉現場のリスクマネジメントについて 

4）その他当面する諸問題について 

２１世紀委員会 

第 3回 幹事会 

25.3.19 きらめきプラザ 22名 ①協議題 

 1）今年度事業の推進について 

 2）平成 25年度事業計画について 

 3）平成 25年度総会の開催について 

 4）その他当面する諸問題について 

２１世紀委員会 

第 1回ホーム 

ページ検討班 

24.10.16 きらめきプラザ 13名 ①協議題 

1）班長／副班長の選任について 

2）県老施協ホームページについて 

3）その他当面する諸問題について 

２１世紀委員会 

第 2回ホーム 

ページ検討班 

24.11.26 きらめきプラザ 10名 ①協議題 

1）県老施協ホームページについて 

2）その他当面する諸問題について 

２１世紀委員会 

第 3回ホーム 

ページ検討班 

24.12.19 きらめきプラザ 8名 ①協議題 

1）県老施協ホームページについて 

2）その他当面する諸問題について 

２１世紀委員会 

第 4回ホーム 

ページ検討班 

25.2.7 きらめきプラザ 9名 ①協議題 

1）県老施協ホームページ作成にかかる業者プレゼンテーションの 

実施について 

 2）プレゼンテーション 

 3）作成依頼業者候補の決定について 

4）その他当面する諸問題について 

２１世紀委員会 

第 5回ホーム 

ページ検討班 

25.3.19 きらめきプラザ 10名 ①協議題 

1）県老施協ホームページについて 

2）その他当面する諸問題について 

 

９．研修会の開催 

名 称 年月日 場所 参加者 内  容 

認知症ケア 

研修会 
24.6.2 きらめきプラザ 155名 

【講演】テーマ：「生活支援のための認知症介護のあり方」 

   講 師：学校法人 福嶋学園 理事長 福嶋 裕美子 氏 

【講演】テーマ：「新しい認知症の医療とケア 

～老人福祉施設等における認知症ケアについて～」 

    講 師：国立長寿医療研究センター 

内科総合診療部長  遠藤  英俊 氏 

生活相談員 

研修会 
24.7.17 きらめきプラザ 154名 

【講演】テーマ：「成年後見制度の概要と手続きについて」 
 

【講演】テーマ：「老人福祉施設等における成年後見制度の利用 

について」 

講 師：岡山パブリック法律事務所 所長 

弁護士 井上 雅雄 氏 

メンタルヘルス 

研修会 
24.9.13 きらめきプラザ 101名 

【講義・演習】 

講師：株式会社 キャリアプランニング 中川 真弓 氏 

【講義】 

講師：高島労働安全衛生コンサルタント事務所 

所長 高島 正俊 氏 

調査研究委員会 

介護事故に関する 

研修会 

24.10.12 きらめきプラザ 130名 

【１】報告 

 「介護事故に関するアンケート調査結果について」 

岡山県老人福祉施設協議会 調査研究委員会 

【２】講義 

「訴訟判例から検証する介護事故でのリスク対応策について」 

   森脇法律事務所 弁護士 森脇 正 氏 

【３】状況説明 

  「介護事故に対応する保険制度と取扱い状況について」 

   あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 

中国損害サービス部 

岡山火災新種サービスセンター 所長 金川 栄一  氏 

看護職員研修会 24.11.3 ﾋﾟｭｱﾘﾃｨまきび 83名 

【講義・演習】 

テーマ：「その人らしさを支えるーリハビリテーションの心と力―」 

講  師 ＮＴＴ東日本関東病院 リハビリテーション科 

部長  稲川  利光 氏 



介護職員研修会 24.11.29 きらめきプラザ 174名 

【講演】 

テーマ：「科学的介護の実践に向けて～エビデンスに基づく介護～」 

講 師：国際医療福祉大学大学院 教授 竹内 孝仁 氏 

認知症介護 

実践ﾘｰﾀﾞｰ研修 

24.6.18 

～8.20 

きらめきプラザ 

及び各実習施設 
30名 

＜1日目＞平成 24年 6月 18日（月） 

オリエンテーション 

【講義・演習】認知症介護の理念 

「実践リーダー研修のねらい・目的」 

「生活支援のための認知症介護のあり方」 

講師：（学校法人）福嶋学園 理事長 福嶋 裕美子 氏 

＜2日目＞平成 24年 6月 19日（火） 

【講義・演習】認知症介護の理念 

「介護現場の介護理念の構築」 

講師：（福）鶯園 （ｹｱﾊｳｽ）ｻﾝｼﾃｨうぐいす 施設長 福田 哲也 氏      

【講義・演習】認知症介護のための組織論 

「介護職員のストレスマネジメント」 

講師：居宅介護支援事業所くじば 管理者  坂本 綾子 氏 

＜3日目＞平成 24年 6月 20日（水） 

【講義・演習】チームケアのための事例演習 

「効果的なアセスメント」～センター方式～ 

「効果的なケースカンファレンスの持ち方」 

講師：（NPO）岡山県介護支援専門員協会 会長  堀部  徹 氏 

＜4日目＞平成 24年 6月 21日（木） 

【講義・演習】認知症介護のための組織論 

「高齢者支援のための家族支援の方策」 

講師：社団法人 認知症の人と家族の会 岡山県支部 

  代表 妻井 令三 氏 

【講義・演習】認知症介護のための組織論 

「サービス展開のためのリスクマネジメント」 

 講師：（福）旭川荘川﨑祐宣記念総合在宅支援センター 

     顧問  神宝 誠子 氏 

＜5日目＞平成 24年 6月 22日（金） 

【講義・演習】認知症介護のための組織論 

「実践ﾘｰﾀﾞｰの役割と視点」 

講師：（学校法人）福嶋学園 理事長 福嶋 裕美子 氏 

【講義・演習】認知症介護の理念 

「職場課題の明確化と研修自己課題の設定」 

講師：（福）愛誠会 （特養）唐松荘 事務長 池田 和泉 氏 

（福）鶯園 （ｹｱﾊｳｽ）ｻﾝｼﾃｨうぐいす 施設長 福田 哲也 氏 

＜6日目＞平成 24年 7月 5日（木） 

【講義・演習】認知症介護のための組織論 

「地域資源の活用と展開」  

講師：（学校法人）福嶋学園 理事長 福嶋 裕美子 氏 

【講義・演習】人材育成のための技法 

講師：（老健）ライフタウンまび 管理者 大熊 正喜 氏 

＜7日目＞平成 24年 7月 6日（金） 

【講義・演習】人材育成のための技法 

「スーパービジョン」「コーチング」 

 講師：（有）エヌティ・クリエイト 代表取締役 西田 和英 氏 

＜8日目＞平成 24年 7月 7日（土） 

【講義・演習】他施設実習振り返り・実習課題設定 

講師：（福）愛誠会 （特養）唐松荘 事務長 池田 和泉 氏 

（福）鶯園 （ｹｱﾊｳｽ）ｻﾝｼﾃｨうぐいす 施設長 福田 哲也 氏 

【他施設実習】 

   日時：平成 24年 6月27日（水）・29日（金）・7月3日（火） 

※上記期日を基本として３日間の外部実習を実施。 

【自施設実習】 

    日時：平成24年 7月 8日（日）～8月 10日（金） 

※上記期間内に 4週間の自事業所における職場実習を実施。 

【実習報告とまとめ・修了式】 

    日時：平成24年 8月 20日（月） 



 

名 称 年月日 場    所 参加者 内  容 

岡山県喀痰吸引

等指導者研修会 

（伝達講習） 

25.1.11 

～1.12 

［A日程］    

25.2.2     

～2.3 

［B日程］ 

きらめきプラザ 118名 

【講義１】介護職員等によるたんの吸引等の実施について 

【講義２】介護職員によるたんの吸引等の研修カリキュラムについて 

【講義３】たんの吸引のケア実施について 

【講義４】経管栄養のケア実施について 

【講義５】たんの吸引（実習） 

【講義６】経管栄養  （実習） 

【講義７】安全管理体制とリスクマネジメントについて 

【講義８】施設・事業所における体制整備について 

講師：中央研修参加看護師等 
 

１０．岡山県老人福祉施設職員研究発表会 

名 称 年月日 場所 参加者 内  容 

岡山県老人福祉施

設職員研究発表会

打合せ会 

25.1.29 きらめきプラザ 45名 ①発表者の確認について 

②発表順序について 

③発表内容について 

④発表会における留意事項について 

⑤その他 

平成 24年度 

（第 39回）岡山県

老人福祉施設職員

研究発表会 

25.2.12 岡山ｺﾝﾍ゙ ﾝｼｮﾝｾﾝﾀー  312名 【助言者】 

（第１会場） 

  岡山県立大学 保健福祉学部 教 授 谷口 敏代 氏 

（第２会場） 

  岡山県立大学 保健福祉学部 准教授 原野かおり 氏 

（第３会場） 

  岡山県立大学 保健福祉学部 講 師 趙  敏廷 氏 

【発表内容】 

３１題 

1 
特別養護老人ホーム 

あさひ園 

座位時のポジショニングについて 

～ＱＯＬの向上を目指して～ 

2 ケアハウス あかね 
ターミナルの取り組みに向けて 

～ターミナルケアに取り組んで感じたこと～ 

3 
特別養護老人ホーム 

吉備高原賀陽荘 

制度のみで終活できるの！？ 

～みんなで支援！社会資源調整の末に…～ 

4 
特別養護老人ホーム 

恵風荘 

心安らぐ入浴を目指して 

～個浴への取り組み～ 

5 ケアハウス さいわい 
禁煙大作戦 

～ケアハウスでどうやって禁煙してもらうか～ 

6 
特別養護老人ホーム 

高寿園 

優しく響く声かけを 

～ご利用者中心のケアを目指して～ 

7 
特別養護老人ホーム 

浮洲園 

食事を楽しんで頂くために 

～自施設での取り組み～ 

8 
特別養護老人ホーム 

緑山荘 

経管栄養から経口摂取へ 

～おなかが空いたから～ 

9 
特別養護老人ホーム 

シルバーセンターセレーノ総社 

誰もが安心な看取りケアを目指して 

～職員の質の向上～ 

10 
特別養護老人ホーム 

シルバーセンター後楽 

トランスファー理念を掲げて 

～介護のプロが目指す介護技術～ 

11 
特別養護老人ホーム 

宇甘川荘 

ISO9001マネジメントシステムの活用 

～特養における現場での実践～ 

12 
特別養護老人ホーム 

健老園 

居室受け持ち制の導入 

～職員の意識向上に向けて～ 

13 
ゆうゆうの里 

デイサービスセンター 

いらっしゃいませ おめでとうございます 

～いくつになっても誕生日はおめでたい～ 

14 
特別養護老人ホーム 

グリーンアンドリバーホーム 

時計もねぇ 新聞もねぇ 

～チームアプローチで認知症BPSDの軽減へ～ 

15 後楽デイサービスセンター 
心もカラダも癒されて 

～私達デイサービス職員のハンドパワー～ 

16 
デイサービスセンター 

うかい 

真空調理システムに関する報告 

～ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰうかいにおける真空調理の 

取り組み～ 

17 
特別養護老人ホーム 

グリーンヒル順正 

お姉ちゃん、いつ迎えにくるの 

～居心地のいい場所を探って共に歩んだ6年間～ 

18 
恵風荘 

デイサービスセンター 

オンリーワンのケアをめざして 

～お世話大好きSさんの居場所～ 



19 
白寿荘中央 

デイサービスセンター 

子育て支援対策の歩みと効果 

～プラス１♪同じ屋根の下からの贈り物～ 

20 
特別養護老人ホーム 

のぞみ荘 

胃ろう造設による人生の『益』と『害』 

～取り戻すことができた「家族の時間」～ 

21 
特別養護老人ホーム 

藤田荘 

「食」の個別ケアにむけての食事改善 

～顧客満足度アンケートを活用して～ 

22 
特別養護老人ホーム 

アダムスホーム 

転倒・転落 ゼロを目指して 

～ＳＨＥＬＬ分析の活用により･･･～ 

23 
養護老人ホーム 

蕃山荘 

養護老人ホームに於けるリスクマネジメント 

～安心して生活できる施設を目指して～ 

24 
特別養護老人ホーム 

みずき 

掃除の重要性の再認識 

～感染症の観点から～ 

25 
盲養護老人ホーム 

鶴海荘 

「見えない」老後を笑顔で 

～利用者の不安軽減に向けての取り組み～ 

26 
特別養護老人ホーム 

第３日本原荘 
認知症介護と記録の連動を目指して 

27 
養護老人ホーム 

岡山市会陽の里 
重度化の中の個別ケアの追求 

28 
特別養護老人ホーム 

白寿荘 

職員の心と体の健康 

～仕事の合間に心身共にリフレッシュ～ 

29 
特別養護老人ホーム 

小田川荘 

目指せ！快便！！ 

～下剤を使わずに自然排便を～ 

30 
特別養護老人ホーム 

みまさか園 

人間らしい食事を求めて 

～胃瘻より、ミキサー食の注入を試みて～ 

31 
特別養護老人ホーム 

プルミエ岡山 

看取り介護の潜在的可能性 

～入所者の表情は心の満足～ 
 

 

１１．平成２５－２６年度全国老人福祉施設協議会代議員選挙の実施 

名 称 年月日 場所 出席者 内  容 

岡山県・岡山市 

選挙実行委員会 

25.1.31 きらめきプラザ 7名 ①平成 25-26年度全老施協代議員選出について 

②その他 

選挙打合せ会 25.3.12 きらめきプラザ 11名 ①平成 25-26年度全老施協代議員選出について 

②その他 

 

１２．調査の実施 

名 称 実施時期 

「会員基礎データ確認調査」 24.4 

「養護老人ホームにおける従業者の勤務の体制及び勤務形態について」 24.7 

 

１３．制度政策対策の推進 

名称 年月日 場所 内  容 

岡山県社会福祉関係振興議員連盟

との懇談会 

24.6.11 メルパルク岡山 福祉に関する意見交換 

岡山市議会への陳情 24.10.19 岡山市議会 介護保険事業所等の運営基準および岡山市の高齢者保健福

祉行政に関する陳情 

自由民主党県議団への陳情 24.11.15 岡山県議会 ①災害時における福祉分野の広域支援に対する環境整備 

②特別養護老人ホーム等の２階建て準耐火建築物設置 

事業の効果的な運用 

③特別養護老人ホームの居室定員と多床室整備等 岡山県保健福祉部への要望 24.11.15 岡山県庁 

災害時における要援護者の受入に

関する協定締結 

25.2.8 岡山市庁 災害時における要援護者の受入に関する協定締結 

 

１４．関係団体等への協力 

〔会議等への協力〕 

 ○岡山県社会福祉協議会への役員としての参画・協力 

○岡山県福祉人材センター運営委員会への協力 

○岡山県福祉人材養成機関連絡会議への協力 

○岡山県民間社会福祉事業従事者共済・育成制度への協力 

○社会福祉経営支援委員会（県社協）の経営支援小委員会・研修企画小委員会への協力 

○岡山県介護保険推進委員会への協力 

○岡山県介護保険関連団体協議会への協力 

 ○岡山県福祉サービス第三者評価推進委員会への協力 

○ハートフルビジネスおかやま（県産業振興財団）への協力 

 ○岡山県米消費拡大推進協議会（県農林水産部）への協力 



 ○岡山県国民医療推進協議会（県医師会）への協力 

 ○介護福祉士養成実習施設実習指導者講習会の為の企画委員会への協力 

 ○賃金実態調査（県社会福祉協議会・県社会福祉施設経営者協議会）実施への協力 

〔研修会等の案内送付・取りまとめ・参加〕 

 ○民間社会福祉施設特別養護老人ホーム介護職員合宿研修会への参加 

 ○介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修事業（指導者講習）への参加 

 ○日本看護協会が行う「これからの特別養護老人ホームにおける看護リーダー養成研修」への参加 

 ○岡山県備前保健所が行う「感染症危機管理研修会」案内の協力 

 ○岡山県立高松農業高等学校（農園芸研修会等の案内）への協力 

〔後援・協賛〕 

 ○「介護サービス博覧会おかやま ～マッチングプラザ２０１２～」の後援 

 ○「病院歯科介護研究会 第１５回総会・学術講演会」の後援 

 ○「平成２４年度岡山ネット懇１０周年記念シンポジウム」の後援 

 ○「平成２４年度『１１月１１日は介護の日』“介護フェア”」の後援・協賛 

  

１５．中国地区関係会議 

（1）会長会議・役員等会議 

会議名 年月日 場所 出席者 議  題 

第 1回役員・研修

委員長会議 

24.4.13 広島市 

ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ広島 

34名 

本県 7名 

①平成 23年度中国地区老人福祉施設協議会事業報告並びに決算 

について（島根県） 

②第 44回中国地区老人福祉施設研修大会について（広島市） 

③第31回中国地区老人福祉施設長研修会の開催について（山口県） 

④平成 24年度中国ﾌﾞﾛｯｸｶﾝﾄﾘｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞの開催について（鳥取県） 

⑤その他 

第 2回役員・研修

委員長会議（第 44 

回中国地区老人福

祉施設研修大会運

営委員会） 

24.7.12 広島市 

広島国際会議場 

33名 

本県 7名 

①第44回中国地区老人福祉施設研修大会の運営について（広島市） 

②その他 

第 3回役員・研修

委員長会議（第 31

回中国地区老人福

祉施設長研修会運

営委員会） 

24.9.4 山口市 

ホテルかめ福 

37名 

本県 7名 

①第 30回中国地区老人福祉施設長研修会の運営について 

②その他 

第 4回役員・研修

委員長会議 

25.3.5 山口市 

山口ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ 

31名 

本県 7名 

①平成 24年度事業進捗状況・決算見込みについて 

②大会、施設長研修会、ｶﾝﾄﾘｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞの実績報告ついて 

（1）第44回中国地区老人福祉施設研修大会（広島市） 

（2）第31回中国地区老人福祉施設長研修会（山口県） 

（3）平成 24年度中国ﾌﾞﾛｯｸｶﾝﾄﾘｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞ（鳥取県） 

③平成 25年度事業計画（案）・収支予算（案）について 

④大会、施設長研修会の開催について 

（1）第45回中国地区老人福祉施設研修大会（山口県） 

（2）第32回中国地区老人福祉施設長研修会（鳥取県） 

⑤その他 

 

（2）研修委員長会議 

会議名 年月日 場所 出席者 議  題 

第1回研修委員長

会議 

24.4.13 広島市 

ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ広島 

12名 

本県 2名 

①第 44回中国地区老人福祉施設研修大会について（広島市） 

②第31回中国地区老人福祉施設長研修会の開催について（山口県） 

③平成 24年度中国ﾌﾞﾛｯｸｶﾝﾄﾘｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞの開催について（鳥取県） 

④その他 

第2回研修委員長

会議 

25.3.5 山口市 

山口ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ 

14名 

本県 2名 

①大会、施設長研修会、ｶﾝﾄﾘｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞの実績報告ついて 

（1）第44回中国地区老人福祉施設研修大会（広島市） 

（2）第31回中国地区老人福祉施設長研修会（山口県） 

（3）平成 24年度中国ﾌﾞﾛｯｸｶﾝﾄﾘｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞ（鳥取県） 

②平成 25年度事業計画（案）・収支予算（案）について 

③大会、施設長研修会の開催について 

（1）第45回中国地区老人福祉施設研修大会（山口県） 

（2）第32回中国地区老人福祉施設長研修会（鳥取県） 

④その他 
 



１６．中国大会・研修会 

（1）大会 

名 称 年月日 場所 参加者 内  容 

第 44 回中国地区

老人福祉施設研

修大会          

24.7.12 

  ～13 

広島市 

広島国際会議場 

967名 
本県 142名 

テーマ：「地域のセーフティネットとしての施設をつくる」 

～科学的介護と施設機能を強化して～ 

【開会式典】全老施協会長表彰（感謝）292名 内岡山県 63名 

      中国地区老施協会長表彰  331名 内岡山県 53名 

【基調講演】「中央情勢」 

 講師：全国老人福祉施設協議会 会長 中田 清 氏 

【講  演】「福祉に関わる職員に求められるもの」 

講師：社会福祉法人鶴林園 理事長 西井秀爾郎 氏 

【記念講演】「広島平和記念資料館で伝えたいこと」 

講師：広島平和記念資料館 館長 前田耕一郎 氏 

【分科会】（発表：70） 

 第１分科会Ａ 特別養護老人ホーム（発表：12） 

 第１分科会Ｂ 特別養護老人ホーム（発表：12） 

 第１分科会Ｃ 特別養護老人ホーム（発表：11） 

 第２分科会  養護老人ホーム（発表：12） 

 第３分科会  軽費・ケアハウス（発表：11） 

 第４分科会  在宅サービス（発表：12） 

 

（2）施設長研修会 

名 称 年月日 場所 参加者 内  容 

第 31 回中国地区

老人福祉施設長

研修会 

24.9.4 

  ～5 

山口市 

ホテルかめ福 

259名 
本県 44名 

テーマ：「地域包括ｹｱｼｽﾃﾑにおける老人福祉施設の果たすべき 

役割」 

（第１日目） 

【中央情勢】 

 講師：全国老人福祉施設協議会 会長 中田 清 氏 

【基調講演】 

 講師：全国老人福祉施設協議会 

介護保険事業経営委員会 委員長 桝田 和平 氏 

【シンポジウム】 

「地域包括ｹｱｼｽﾃﾑにおける老人福祉施設の果たすべき役割」 

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ：全国老人福祉施設協議会 

介護保険事業経営委員会 委員長 桝田 和平 氏 

  ｼﾝﾎﾟｼﾞｽﾄ：日本社会事業大学 教授 村川 浩一 氏 

             下関市福祉部 

       山口県老人福祉施設協議会 理事 内田 芳明 氏 

（第２日目） 

【記念講演】「共育～共に育つという事～」 

 講師：関西京都今村組主宰、株式会社 OfficeREY代表、 

    一般社団法人 日本共育プロジェクト 

    代表理事 今村 克彦 氏 

 

１７．中国ブロックカントリーミーティング 

会議名 年月日 場所 参加者 内  容 

運営委員会 

（第 1回） 

24.11.16 鳥取市 

米子ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ 

38名 

本県 3名 

①平成24年度中国ブロックカントリミーティングの運営について 

 

運営委員会 

（第 2回） 

24.12.4 鳥取市 

米子ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ 

38名 

本県 3名 

①平成24年度中国ブロックカントリミーティングの運営について 

 

中国ブロック 

カントリミーテ

ィング 

24.12.4 

～5 

鳥取市 

米子ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ 

222名 

本県 49名 

【趣旨説明】全国老人福祉施設協議会 ２１世紀委員会 

委員長 松本  敦 氏 

【基調報告】全国老人福祉施設協議会 副会長 中山 辰巳 氏 

【課題提起】全国老人福祉施設協議会 ２１世紀委員会 

委員 上田 和宣 氏 

副委員長 武政 佐保 氏 

【分科会】経営Ａ分科会、経営Ｂ分科会 

介護Ａ分科会、介護Ｂ分科会 

【分科会報告】 

  助言者：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 

 



 

  助言者：全国老人福祉施設協議会 21世紀委員会 

                    委員 中村 武司 氏 

報告者：山口県老人福祉施設協議会   辻中 浩司 氏 

  報告者：島根県老人福祉施設協議会  実重 一正 氏 

  報告者：広島県老人福祉施設連盟   山中 康平 氏 

  報告者：岡山県老人福祉施設協議会  池田 英樹 氏 

【記念講演】 

 講師：接遇講師 平林 都 氏 

 

１８．全国大会・研修会等 

（1）全国大会 

名 称 年月日 場所 

第６９回全国老人福祉施設大会（広島大会） 24.10.23～25 広島県広島市 広島ｸﾞﾘｰﾝｱﾘｰﾅ他 

 

（2）全国研究会議 

名 称 年月日 場所 

平成 24年度全国老人福祉施設研究会議（愛知・名古屋会議） 25.2.27～28 愛知県名古屋市 愛知県体育館他 

 

（3）専門性の向上に資する研修 

名 称 年月日 場所 

第９期介護力向上講習会 24.5～25.3 東京都 

看護職員研修会 24.11.6～7 横浜市 

栄養ケア・マネジメント研修会 25.3.1 名古屋市 

施設ケアマネジャー研修会 24.12.20～21 横浜府 

生活相談員研修会 25.3.4～5 神戸市 

生活機能向上研修会 24.9.25～26 横浜市 

課題別スキルアップ研修会 24.6.4～5 横浜市 

24.6.28～29 神戸市 

社会福祉法人新会計基準研修 24.11.12～13 横浜市 

社会福祉法人新会計基準実践的基礎講習 24.9.11～13 東京都 

社会福祉法人新会計基準実践的決算講習 25.2.4～6 横浜市 

養護老人ホーム職種別研修会 24.9.24～25 東京都 

通所介護サービス力向上研修会 24.8.30～31 千葉市 

24.9.3～4 神戸市 

 

（4）事業の円滑な運営、戦略構築に向けた情報の共有に資する研修 

名 称 年月日 場所 

介護報酬改定対応・対策セミナー 24.8.22 東京都 

経営戦略セミナー 25.1.22～23 東京都 

地域ケアセミナー 25.3.11～12 大阪市 

ユニットケアセミナー 25.2.4 東京都 

居住型施設（軽費・ケアハウス）全国セミナー 24.8.22～23 東京都 

 


