
 

平成２５年度 岡山県老人福祉施設協議会 事業報告 
 

１．総会 

名称 年月日 場所 出席者 議題 

第１回 

総会 
25.6.6 きらめきプラザ 326名 

①祝金贈呈 

 春の褒章「黄綬褒章」受章 

 特別養護老人ホーム旭水荘 介護主任 菅 益江 氏 

②議案 

1）平成24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 24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報告 

1）各委員会・部会の事業進捗状況について 

2）ホームページ改訂にかかる会員施設への情報提供について 

④その他当面する諸問題について 

⑤講演 

 演題：「社会から求められる高齢者福祉施設の役割とは」 

 講師：独立行政法人福祉医療機構 福祉貸付部長 千田  透 氏 

第２回 

総会 
26.3.26 ﾋﾟｭｱﾘﾃｨまきび 315名 

①議案 

1）平成25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 26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26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）中国ブロックカントリーミーティング in岡山会計収支予算（案）

について 

②報告 

1）各委員会・部会の事業進捗状況について 

2）県老施協ホームページバナー広告の申込状況等について 

③その他当面する諸問題について 

④行政説明 岡山県 保健福祉部 長寿社会課 

⑤講演 

 演題：「介護保険制度の見直しについて」 

 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 

 

２．正副会長等会議 

名称 年月日 場所 出席者 議題 

第 1回 

正副会長会議 
25.4.12 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事業報告・決算見込 

について 

②平成 25年度第 1回総会について 

③岡山県老人福祉施設協議会入退会希望施設について 

④その他当面する諸問題について 

第 2回 

正副会長・委員長

会議 

25.10.23 きらめきプラザ 8名 

①ホームページのバナー広告料及び広告掲載要綱について 

②来年度の研修会事業について 

③第 2回総会について 

④理事・委員会委員の補充選任について 

⑤委員会・部会の協議状況について 

⑥岡山県老人福祉施設協議会入退会希望施設について 

⑦その他当面する諸問題について 

第 3回 

正副会長・委員長

会議 

26.2.27 きらめきプラザ 8名 

①平成 25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 26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 26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中国ブロックカントリーミーティング in 岡山会計収支予算（案）

について 

⑤委員会・部会の協議状況について 

⑥ホームページのバナー広告の申込状況等について 

⑦その他当面する諸問題について 



３．理事会 

名称 年月日 場所 出席者 議題 

第 1回 

理事会 
25.5.17 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事業報告について 

②平成 24年度岡山県老人福祉施設協議会会計収支決算について 

③平成 25年度第 1回総会の開催について 

④各委員会・部会について 

⑤その他当面する諸問題について 

第 2回 

理事会 
25.10.23 きらめきプラザ 25名 

①ホームページのバナー広告料及び広告掲載要綱について 

②来年度の研修会事業について 

③平成 25年度第 2回総会について 

④理事・委員会委員の補充選任について 

⑤委員会・部会の協議状況について 

⑥岡山県老人福祉施設協議会入退会希望施設について 

⑦その他当面する諸問題について 

第 3回 

理事会 
26.2.27 きらめきプラザ   25名 

①平成 25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 26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 26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中国ブロックカントリーミーティング in 岡山会計収支予算（案）

について 

⑤委員会・部会の協議状況について 

⑥ホームページのバナー広告の申込状況等について 

⑦その他当面する諸問題について 

 

４．監事会 

名称 年月日 場所 出席者 内容 

監事会 25.5.15 きらめきプラザ 3名 ①平成 24年度岡山県老人福祉施設協議会会計監査 

 

５．委員会 

名称 年月日 場所 出席者 内容 

第 1回 

総務委員会 
25.7.9 きらめきプラザ 9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 
25.4.24 きらめきプラザ 13名 

①平成 25年度研修委員会について 

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 2回 

研修委員会 
25.11.28 きらめきプラザ 10名 

①平成 25年度研修委員会事業実施状況について 

②平成 25年度職員研究発表会について 

③平成 26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 1回 

調査研究委員会 
25.4.16 きらめきプラザ 11名 

①平成 24年度事業のふりかえり 

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 

第 2回 

調査研究委員会 
26.2.25 きらめきプラザ 10名 

①介護職のメンタルヘルスその他に関するアンケート調査結果 

について 

②科学的介護の実践及び社会福祉法人等による利用者負担軽減制度 

に関するアンケート調査結果について 

③平成 26年度調査研究委員会事業について 

④その他当面する諸問題について 

予算策定検討 

委員会 
26.2.14 きらめきプラザ 5名 

①平成 25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 26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 26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中国ブロックカントリーミーティング in岡山会計収支予算（案） 

について 

⑤その他当面する諸問題について 



６．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 

25.4.26 きらめきプラザ 20名 

①部会長・副部会長の選任について 

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 

養護老人ﾎｰﾑ部会 

先進地視察 
25.8.28 

山口市阿東老人

ホーム 
13名 ①施設概要説明・見学 

養護老人ﾎｰﾑ部会 

施設長研修会 
25.10.10 和みの郷かなや 14名 

①施設概要説明・見学 

②意見交換会 

・山口市阿東老人ホームの視察について 

・養護老人ホームの実態調査について 

・現場職員研修会について 

③その他当面する諸問題について 

 

７．軽費・ケアハウス部会 

名称 年月日 場所 出席者 内容 

軽費・ｹｱﾊｳｽ部会 

第 1回 

部会 

25.4.17 きらめきプラザ 5名 

①平成 25 年度中国地区老人福祉施設研修大会分科会推薦発表題について 

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 

軽費・ｹｱﾊｳｽ部会 

第 2回 

部会 

25.7.9 きらめきプラザ 4名 

①第 1回研修会の参加者申込状況、提出課題及び役割分担について 

②第 2回研修会について 

③その他当面する諸問題について 

軽費・ｹｱﾊｳｽ部会 

第 3回 

部会 

25.10.3 きらめきプラザ 5名 

①第 2回研修会の参加者申込状況、事例提出の状況及び役割分担につ

いて 

②その他当面する諸問題について 

軽費・ｹｱﾊｳｽ部会 

第 1回 

研修会 

25.7.17 きらめきプラザ 45名 

【講義】 

「施設ケアにおける転倒予防の基礎知識」 

講師：社団法人岡山県理学療法士会前会長 

   学校法人朝日医療学園 朝日リハビリテーション専門学校 

   校長 岩田 清治 氏 

【グループ討議】 

 軽費老人ホームの現状と課題について 

 ファシリテーター：部会幹事 

軽費・ｹｱﾊｳｽ部会 

第 2回 

研修会 

25.10.8 きらめきプラザ 45名 

【事例発表】 

１３施設 

①あかね 

②紫陽花 

③ひまわり園 

④かがやき 

⑤グリーンピア瀬戸内 

⑥グリーンアンドリバーホーム 

 

⑦浮洲園 

⑧ライラック久世  

⑨うららか 

⑩サンライフ・カドタ 

⑪ちかのり荘 

⑫サンシティーうぐいす 

⑬上河原 

 

８．デイサービスセンター部会 

名称 年月日 場所 出席者 内容 

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ部会 

第 1回 

部会 

25.5.10 きらめきプラザ 7名 

①平成 25年度デイサービスセンター部会について 

②平成 25年度デイサービスセンター部会事業について 

③その他当面する諸問題について 

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ部会 

第 2回 

部会 

25.9.17 きらめきプラザ 5名 
①平成 25年度事業の実施状況及び役割分担について 

②その他当面する諸問題について 

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ部会 

第 1回 

研修会 

25.6.8 きらめきプラザ 102名 

【講義】 

「介護予防の基本的な考え方」 

 講師：津山市こども保健部 健康増進課 主査・作業療法士 

    安本 勝博 氏 

【講義・演習】「介護予防体操を実際にやってみよう！」 

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ部会 

第 2回 

研修会 

25.9.28 きらめきプラザ 84名 

【講義】 

「福祉・介護の苦情対応実践研修」 

講師：ＳＺＥ代表 高橋 尚也 氏 

【講義・事例検討】「福祉・介護の苦情対応実践研修」 

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ部会 

第 3回 

研修会 

26.1.26 きらめきプラザ 89名 

【講義】 

「認知症ケアについて～利用者のＱＯＬ向上を目指して～」 

 講師：川崎医科大学 神経内科学 特任准教授 片山 禎夫 氏 



【実践報告】 

 ①デイホーム神庭荘・桃の里    主任    神谷久美代 氏 

②恵風荘デイサービスセンター 生活相談員 脇谷 佳代 氏 

③幸輝園デイサービスセンター   介護職員  吉原 貴子 氏 

介護職員  清原 勇作 氏 

 

９．２１世紀委員会 

名称 年月日 場所 出席者 内容 

21世紀委員会 

総会 
25.6.27 きらめきプラザ 92名 

①議案 

1）平成24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25年度岡山県老施協 21世紀委員会事業計画（案）について 

3）岡山県老施協 21世紀委員会設置要項の改正（案）について 

4）岡山県老施協 21世紀委員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記念講演 

 テーマ：「笑い溢れるところに人は集まる～何事も明るく元気に 

ポジティブに～」 

講 師：湯郷温泉女将の会 副会長 

    ゆのごう美春閣・鷲羽山下電ホテル 女将 永山いずみ 氏 

21世紀委員会 

第 1回 

幹事会 

25.7.30 きらめきプラザ 25名 
①平成 25年度事業について 

②その他当面する諸問題について 

21世紀委員会 

第 2回 

幹事会 

25.11.13 きらめきプラザ 22名 

①平成 25年度事業について 

 1）福祉現場のリスクマネジメント調査結果のまとめについて 

2）平成26年度中国ブロックカントリーミーティング in岡山の 

  経過報告について 

②その他当面する諸問題について 

21世紀委員会 

第 3回 

幹事会 

26.1.30 きらめきプラザ 21名 

①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会 

特別養護老人ホーム部会 部会長 

２１世紀委員会 担当理事 

 岡山県老人福祉施設協議会 副会長  小泉 立志 氏 

②平成 25年度事業について 

1）福祉現場のリスクマネジメント調査の集約について 

2）平成26年度中国ブロックカントリーミーティング in岡山に 

ついて 

③平成 26年度事業について 

④その他当面する諸問題について 

21世紀委員会 

第 6回 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ検討班 

25.6.27 きらめきプラザ 8名 
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 

 

１０．地域密着型施設部会 

名称 年月日 場所 出席者 内容 

地域密着型施設部会 

第 1回 

部会 

25.7.25 きらめきプラザ 20名 

①部会の設立について 

②部会長・副部会長・幹事の選任について 

③平成 25年度事業について 

④その他当面する諸問題について 

地域密着型施設部会 

第 1回 

幹事会 

25.8.23 きらめきプラザ 4名 

①担当理事制について 

②研修会企画について 

③地域密着型施設会員基礎データ調査について 

④その他当面する諸問題について 

地域密着型施設部会 

第 2回 

幹事会 

25.9.26 きらめきプラザ 4名 

①研修会企画について 

②地域密着型施設会員基礎データ調査について 

③その他当面する諸問題について 

地域密着型施設部会 

第 3回 

幹事会 

25.10.11 きらめきプラザ 4名 

①研修会企画について 

②地域密着型施設会員基礎データ調査について 

③その他当面する諸問題について 

地域密着型施設部会 

第 4回 

幹事会 

25.12.6 きらめきプラザ 5名 

①研修会企画について 

②地域密着型施設会員基礎データ及び行政担当者向け調査の集計 

について 

③その他当面する諸問題について 



地域密着型施設部会 

第 5回 

幹事会 

26.1.29 きらめきプラザ 5名 

①研修会企画について 

②地域密着型施設会員基礎データ及び行政担当者向け調査の集計 

について 

③その他当面する諸問題について 

 

１１．研修会の開催 

名称 年月日 場所 参加者 内容 

第１回 

介護力向上 

研修会 

25.7.29 きらめきプラザ 124名 

【講演】 

テーマ：「オムツゼロの実践に向けて 

～きたざわ苑の取組み～施設はどのようにかわるか」 

講 師：社会福祉法人正吉福祉会 

世田谷区立特別養護老人ホームきたざわ苑 

施設長 岩上 広一 氏 

第２回 

介護力向上 

研修会 

25.8.22 岡山ｺﾝﾍ゙ ﾝｼｮﾝｾﾝﾀー  125名 

【講演】 

テーマ：「おむつゼロ達成の方法論と考え方 

～自立支援介護の実践～」 

講 師：社会福祉法人昭徳会 特別養護老人ホーム高浜安立荘 

施設長  中村 範親 氏 
 

【実践報告】 

報告者：社会福祉法人昭徳会 特別養護老人ホーム高浜安立荘 

業務課長  小西由香里 氏 

介護員   寺田 美香 氏 

介護員   牧山 未来 氏 

介護員  吉村あかね 氏 

地域 

リハビリテーション 

研修会 

25.9.19 きらめきプラザ 103名 

【講義】 

テーマ：「これからの地域包括ケアとリハビリテーションについて」 

講 師：医療法人共和会 小倉リハビリテーション病院 名誉院長 

日本リハビリテーション病院・施設協会 

名誉会長  浜村 明徳 氏 

【実践報告】 

テーマ：「リハビリテーションの実践について」 

報告者：①日本音楽療法学会 認定音楽療法士 

特別養護老人ホーム愛光苑 施設長 筒井 恵子 氏  

②デイサービスセンター浮洲園 

             作業療法士 松岡 泰史 氏 

            理学療法士 渡辺真奈実 氏 

③特別養護老人ホームうららか 

              施設長 埋橋 信行 氏 

助 言 者：浜村 明徳 氏 

司会進行：岡山県老人福祉施設協議会 

     研修委員長（特別養護老人ホーム恵風荘 施設長） 

安井由美子 氏 

介護の質と食の 

向上研修会 
25.10.25 きらめきプラザ 134名 

【講義】 

テーマ：「常食化プロジェクト」 

講 師：順天堂大学 保健看護学部 助教 藤尾 祐子 氏 

【事例検討・質疑応答】 

「全国老人福祉施設協議会常食化への取り組み事例検討会報告書 

より」 

平穏死のすすめ 

～安らかな 

   看取り～ 

研修会 

25.11.9 
おかやま 

西川原プラザ 
104名 

【グループ協議】 

テーマ：「各施設における利用者の最期の迎え方」 

進 行：岡山県老人福祉施設協議会 研修委員 

【講義・グループ協議】 

テーマ：「平穏死のすすめ～安らかな看取り～」 

講  師：世田谷区立特別養護老人ホーム芦花ホーム 

医師  石飛  幸三 氏 

調査研究委員会 

介護職の 

     心のケア 

研修会 

25.12.25 きらめきプラザ 67名 

【アンケート調査結果・講演】 

「ストレス因子とメンタルヘルスについて～メンタルヘルスに関す

るアンケート調査結果をとおして～」 

講師：ＶＩＸＵＳ（ヴィクサス）代表 小野 真由美 氏 

【グループワーク】 

「介護職の心のケア～より良い介護につなげるために～」 



全国老人福祉 

施 設 協 議 会 

 

認知症介護実践 

リーダー研修 

【岡山会場】 

25.6.17 

～8.28 

きらめきプラザ 

及び各実習施設 
36名 

＜1日目＞平成 25年 6月 17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 25年 6月 18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：ケアハウス サンシティーうぐいす 

施設長 福田 哲也 氏 

【講義・演習】認知症介護のための組織論 

「サービス展開のためのリスクマネジメント」 

 講師：社会福法人 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 

＜3日目＞平成 25年 6月 19日（水） 

【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：公益社団法人 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 

「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 

＜4日目＞平成 25年 6月 20日（木） 

【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法人 岡山県介護支援専門員協会 

会長  堀部   徹 氏 

＜5日目＞平成 25年 6月 21日（金） 

【講義・演習】認知症介護のための組織論 

「実践リーダーの役割と視点」 

講師：特別養護老人ホーム 唐松荘 事務長 池田 和泉 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：特別養護老人ホーム 唐松荘 事務長 池田 和泉 氏 

ケアハウス サンシティーうぐいす 施設長 福田 哲也 氏 

＜6日目＞平成 25年 7月 10日（水） 

【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 

 「人材育成の考え方」 

講師：老人保健施設 ライフタウンまび 管理者 大熊 正喜 氏 

   特別養護老人ホーム さくばらホーム 

介護係長 木口 毅 氏 

＜7日目＞平成 25年 7月 11日（木） 

【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：Brain Train（ブレイントレイン）岡山 

代表 楠本 敦子 氏 

＜8日目＞平成 25年 7月 12日（金） 

【講義・演習】他施設実習振り返り・実習課題設定 

講師：特別養護老人ホーム 唐松荘 事務長 池田 和泉 氏 

ケアハウス サンシティーうぐいす 施設長 福田 哲也 氏 

【他施設実習】 

  日時：平成 25年 6月 28日（金）・7月 2日（火）・5日（金） 

※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 25年 7月 14日（日）～8月 18日（日） 

※上記期間内に 4週間の自施設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 25年 8月 28日（水） 



１２．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 

平成 25年度 

（第 40回） 

岡山県老人福祉施設 

職員研究発表会 

26.2.21 岡山ｺﾝﾍ゙ ﾝｼｮﾝｾﾝﾀー  311名 

【助言者】 

（第１分科会） 

元川崎医療短期大学 医療介護福祉科 教 授 内田富美江 氏 

（第２分科会） 

川崎医療短期大学 医療介護福祉科 准教授 山田 順子 氏 

（第３分科会） 

川崎医療福祉大学 医療福祉経営学科 准教授 坂本  圭 氏 

【発表内容】 

３１題 
 

（第１分科会） 

1 特養 幸輝園 その硬さで大丈夫？？ 

2 特養 あさひ園 食材費と在庫管理 

3 軽費・ケア かがやき 今を豊かに生きるために 

4 特養 
地域密着型特別養護老

人ホームわかば 
地域交流 閉校利用のサービス展開 

5 特養 日本原荘 自立支援型介護は取り戻す介護 

6 軽費・ケア グリーンピア瀬戸内 集団で音楽療法を行った事例 

7 特養 シルバーセンター後楽 独語の向こう側 

8 特養 小田川荘 口腔ケアの良さってなぁに？ 

9 軽費・ケア サンシティーうぐいす タブレット端末（iPad）の活用法 

10 特養 愛光苑 食事姿勢は大丈夫？ 

11 特養 アダムスホーム 個別外出の充実への取り組み 
 

（第２分科会） 

1 養護 岡山市会陽の里 生活の中でのあたりまえの楽しみ 

2 特養 足守荘 ドッグセラピーによるリハビリ効果の検討 

3 特養 旭ヶ丘 その人らしさを考える第１歩 

4 養護 ささぶき苑 
養護老人ホームにおける人事評価制度の

活用 

5 特養 庄の里 家族とともに幕を下ろす時 

6 養護 倉敷市長楽荘 いつまでも歩きたい 

7 特養 藤田荘 スムーズな自然排便を目指して 

8 特養 健老園 認知症ケアについて考える 

9 養護 藤見苑 水災害に備えて 

10 特養 恵風荘 ようこそ「緑の会」へ 
 

（第３分科会） 

1 在宅 
藤田荘認知症対応型 

通所介護事業所 
高齢者の生きてきた歴史を認識する 

2 特養 紅葉川荘 Well-being 

3 在宅 
ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀ  ー

きびハイツ 
在宅生活をいつまでも続けるために 

4 在宅 高島ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀ  ー おしながき請負人！！ 

5 特養 
グリーンアンド 

リバーホーム 
認知症介護における声掛けと誘導 

6 特養 さくばらホーム 誤嚥性肺炎減少への取り組み 

7 在宅 みずきﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀ  ー 彩・香・氣 

8 特養 
サンライフみのり 

（アネックス） 
笑顔あふれる施設をめざして 

9 在宅 
通所介護事業所 

のんびり笑家 
尿意を活かす 

10 在宅 
小規模多機能型 

居宅介護 縁 
ゼロからのスタート 

 

 

１３．調査の実施 

名称 実施時期 

会員基礎データ確認調査 25.4 

調査研究委員会 科学的介護の実践及び社会福祉法人等による利用者負担軽減制度に関するアンケート調査 25.10 

調査研究委員会 介護職のメンタルヘルスその他に関するアンケート調査 25.10 

養護老人ホーム部会 現場職員研修会 事前アンケート調査 25.10 

地域密着型施設部会 基礎データ調査 25.11 

地域密着型施設部会 行政担当者アンケート調査 25.11 



１４．制度政策対策の推進 

名称 年月日 場所 内容 

岡山市保健福祉行政との意見交換 25.6.6 きらめきプラザ 介護予防事業、社会福祉法人等による利用者負担軽減制度 

岡山県社会福祉関係振興議員連盟

との懇談会 
25.7.16 ﾋﾟｭｱﾘﾃｨまきび 福祉に関する意見交換 

自由民主党岡山県支部連合会・ 

自由民主党岡山県議団への陳情 
25.11.15 岡山県議会 

①特別養護老人ホームの施設整備 

②養護老人ホームの措置控え 

③軽費老人ホーム・ケアハウスの施設整備 岡山県保健福祉部長への要望 25.11.15 岡山県庁 

 

１５．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（岡山県社会福祉協議会）の経営支援小委員会・研修企画小委員会への協力 

○岡山県介護保険制度推進委員会・介護サービス評価部会への協力 

○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 

 ○岡山県新型インフルエンザ等対策行動計画策定への協力 

○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 

 ○岡山市介護認定審査会運営協議会への協力 

 ○岡山市高齢者虐待防止連絡会への協力 

 ○倉敷市地域包括支援センター運営協議会への協力 

 ○公益社団法人虹の会「老人福祉施設巡回訪問（虹のキャラバン）」事業への協力 

 ○公益社団法人マルセンスポーツ・文化振興財団創立１０周年記念事業への協力 

 ○公益財団法人リーガル・エイド岡山への協力 

〔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の周知 

 ○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」の周知 

○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（指導看護師講習）の周知 

  ○岡山県看護協会が行う「介護職員等によるたんの吸引等の実施のための伝達研修事業（指導看護師講習）」の周知 

 ○独立行政法人国立病院機構菊池病院が行う「認知症高齢者対策研修看護師課程」の周知 

 ○岡山県立高松農業高等学校（農園芸研修会等の案内）の周知 

〔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２０１３～」の後援 

 ○「病院歯科介護研究会 第１６回総会・学術講演会」の後援 

 ○「岡山県社会福祉法人経営協セミナー」（岡山県社会福祉法人経営者協議会）の後援 

 ○「橋幸夫講演会」（森脇法律事務所）の協賛 

 ○「平成２５年度『１１月１１日は介護の日』“介護フェア”」（岡山県介護福祉士会）の協賛 

 ○「地域包括ケア体制セミナー」（あいおいニッセイ同和損害保険株式会社）の協力 

 

１６．中国地区関係会議 

（1）会長会議・役員等会議 

名称 年月日 場所 出席者 議題 

第 1回 

役員・研修委員長

会議 

25.5.13 
山口市 

山口ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ 

36名 

本県 7名 

①平成 24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（広島市） 

②第 45回中国地区老人福祉施設研修大会について（山口県） 

③第 32回中国地区老人福祉施設長研修会について（鳥取県） 

④平成 25年度中国ﾌﾞﾛｯｸｶﾝﾄﾘｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞについて（広島県） 

⑤中国地区老施協会費について 

⑥講師謝金について 

⑦介護力向上講習会（分校）について 

⑧その他 

第 2回 

役員・研修委員長

会議（第 45回中国地

区老人福祉施設研修

大会運営委員会） 

25.8.29 
山口市 

山口市民会館 

37名 

本県 7名 

①第 45回中国地区老人福祉施設研修大会について（山口県） 

②その他 



第 3回 

役員・研修委員長

会議（第 32回中国地

区老人福祉施設長研

修会運営委員会） 

25.11.21 
米子市 

米子全日空ﾎﾃﾙ 

32名 

本県 6名 

①第 32回中国地区老人福祉施設長研修会について（鳥取県） 

②その他 

第 4回 

役員・研修委員長

会議 

26.3.13 
米子市 

米子全日空ﾎﾃﾙ 

34名 

本県 6名 

①平成 25年度事業進捗状況・決算見込について 

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） 

（3）平成 25年度中国ﾌﾞﾛｯｸｶﾝﾄﾘｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞ（広島県） 

③災害見舞金支給規程の整備について 

④平成 26年度事業計画（案）・収支予算（案）について 

⑤大会、施設長研修会、ｶﾝﾄﾘｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞの開催について 

（1）第46回中国地区老人福祉施設研修大会（鳥取県） 

（2）第33回中国地区老人福祉施設長研修会（広島県） 

（3）平成 26年度中国ﾌﾞﾛｯｸｶﾝﾄﾘｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞ（岡山県） 

⑥軽費老人ホームの補助金について 

⑦その他 

 

（2）研修委員長会議 

名称 年月日 場所 出席者 議題 

第 1回 

研修委員長会議 
25.5.13 

山口市 

山口ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ 

15名 

本県 2名 

①第 45回中国地区老人福祉施設研修大会について（山口県） 

②第 32回中国地区老人福祉施設長研修会について（鳥取県） 

③平成 25年度中国ﾌﾞﾛｯｸｶﾝﾄﾘｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞについて（広島県） 

④講師謝金について 

⑤介護力向上講習会（分校）について 

⑥その他 

第 2回 

研修委員長会議 
26.3.13 

米子市 

米子全日空ﾎﾃﾙ 

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） 

（3）平成 25年度中国ﾌﾞﾛｯｸｶﾝﾄﾘｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞ（広島県） 

②大会、施設長研修会、ｶﾝﾄﾘｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞの開催について 

（1）第46回中国地区老人福祉施設研修大会（鳥取県） 

（2）第33回中国地区老人福祉施設長研修会（広島県） 

（3）平成 26年度中国ﾌﾞﾛｯｸｶﾝﾄﾘｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞ（岡山県） 

③その他 
 

 

１７．中国大会・研修会 

（1）大会 

名称 年月日 場所 参加者 内容 

第 45 回中国地区

老 人 福 祉 施 設 

研修大会 

25.8.29 

  ～30 

山口市 

山口市民会館 
1,072名 

本県 140名 

テーマ：「魅力あふれる介護人財・現場づくりに向けて 

～科学的介護の実践で施設機能を高める～」 

【開会式典】全老施協会長表彰（感謝）208名 内岡山県 38名 

      中国地区老施協会長表彰  428名 内岡山県 69名 

【中央情勢報告】 

      全国老人福祉施設協議会 副会長 村上 勝彦 氏 

【講演】「魅力あふれる介護人財となるために 

     ～どうすれば福祉のプロになれるか～」 

講師：日本女子大学 人間社会学部 教授 久田 則夫 氏 

【記念講演】「『共育』による人財育成～共に育つということ～」 

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  関西京都今村組 

【ダンス LIVE】 

【分科会】（発表：72） 

 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：12） 

 第２分科会  養護老人ホーム（発表：11） 

 第３分科会  軽費老人ホーム・ケアハウス（発表：13） 

 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 32 回中国地区

老人福祉施設長

研修会 

25.11.21 

   ～22 

米子市 

米子全日空ﾎﾃﾙ 
235名 

本県 41名 

テーマ：「地域を支える拠点施設・事業所としての果たすべき役割 

を考える」 

（第１日目） 

【基調報告】 

 講師：全国老人福祉施設協議会 副会長 鴻江 圭子 氏 

【講演】「あったか家族の大家族－富山型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽの 20年－」 

講師：NPO法人このゆびとーまれ 理事長 惣万 佳代子 氏 

（第２日目） 

【記念講演】「偶然は準備のある者にしか微笑まない」 

 講師：岡山大学 地球物質科学研究センター 教授 中村 栄三 氏 

 

１８．中国ブロックカントリーミーティング 

名称 年月日 場所 参加者 内容 

第 1回 

運営委員会 
25.11.7 

広島市 

メルパルク広島 

33名 

本県 2名 

①平成 25年度中国ブロックカントリーミーティングの運営 

について 

第 2回 

運営委員会 
25.12.10 

広島市 

メルパルク広島 

41名 

本県 3名 

①平成 25年度中国ブロックカントリーミーティングの運営 

について 

中国ブロック 

カ ン ト リ ー 

ミーティング 

in広島県 

25.12.10 

～11 

広島市 

メルパルク広島 

219名 

 本県 51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 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世紀委員会 委員  田村 和彦 氏 

委員  伊藤 重来 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 

      養護老人ホーム部会 部会長 阿比留志郎 氏 

２１世紀委員会 委員長 武政 佐保 氏 

報告者：鳥取県老人福祉施設協議会   田中 勝実 氏 

  報告者：山口県老人福祉施設協議会  辻中 浩司 氏 

  報告者：岡山県老人福祉施設協議会  池田 英樹 氏 

  報告者：広島市老人福祉施設連盟   高橋 晃司 氏 

【特別講演】 

「最強の現場力の磨き方 強い組織をつくるために」 

 講師：早稲田大学ビジネススクール 教授 遠藤 功 氏 

 

１９．全国大会・研修会等 

（1）全国大会 

名称 年月日 場所 

第７０回全国老人福祉施設大会（和歌山大会） 25.10.29～31 和歌山県 

 

（2）全国研究会議 

名称 年月日 場所 

平成２５年度全国老人福祉施設研究会議（沖縄会議） 25.12.18～19 沖縄県 

 

（3）専門性の向上に資する研修 

名称 年月日 場所 

第１０期介護力向上講習会 25.5～26.3 東京都 

社会福祉法人新会計基準実践的基礎講習 25.7.1～3 東京都 

課題別スキルアップ研修会 25.8.5～6 東京都 

社会福祉法人新会計基準研修【移行研修】 25.10.3～4 東京都 

看護職員研修会 25.11.29～30 東京都 

施設ケアマネジャー研修会 26.2.3～4 横浜市 

社会福祉法人新会計基準実践的決算講習 26.2.12～14 東京都 

生活相談員研修会 26.3.25～26 横浜市 

科学的介護スキルアップ研修会 26.3.27～28 東京都 



（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 

老施協戦略セミナー 25.6.25～26 東京都 

全国老施協セミナー 25.9.18 東京都 

通所介護サービス力向上研修会 25.9.26～27 千葉市 

現場発信の集い 26.10.30 和歌山県 

介護人材マネジメント研修会 25.11.19～20 

東京都 26.1.29～30 

26.3.11～12 

看取り介護実践フォーラム 26.1.23 東京都 

26.1.31 札幌市 

26.2.17 熊本県 

女性フォーラム 26.2.6～7 東京都 

経営戦略セミナー・デイサービスセンター研修会 26.2.24～25 横浜市 

養護老人ホーム管理者研修会 26.3.10 横浜市 

 


