
 

平成２７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 
27.6.8 きらめきプラザ 378名 

①議案 

1)平成 26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 26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 27年度中国地区老人福祉施設長研修会 in岡山・倉敷の開催

について 

②その他当面する諸問題について 

③説明 

『平成 27年度 岡山県介護保険事業調査の実施について』 

岡山県老人福祉施設協議会 

会長 小泉 立志 氏 

④講演 

『介護保険制度の今後の動向と老人福祉施設の役割 

 ～「地域包括ケアシステム」のあり方から考える～』 

講師：東洋大学ライフデザイン学部 生活支援学科生活支援学専攻 

准教授 高野 龍昭 氏 

第 2回 

総会 
28.3.18 きらめきプラザ 374名 

①議案 

1)平成 27 年度中国地区老人福祉施設長研修会 in 岡山・倉敷 事業

報告・会計収支決算について 

2)平成27年度岡山県老人福祉施設協議会創立40周年記念事業実施

に伴う活動資金の取り崩しについて 

3)平成 27 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 

4)平成 28年度岡山県老人福祉施設協議会事業計画（案）について 

5)平成 28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 

6)平成 28年度中国地区老人福祉施設研修大会 in岡山 事業計画・ 

会計収支予算(案)について 

②報告 

各委員会・部会の事業進捗報告について 

③その他当面する諸問題について 

④行政説明 

『岡山県の新型インフルエンザ対策について』 

 岡山県保健福祉部 健康推進課 

 副参事 加納 求 氏 

⑤報告 

『日中おむつ使用率ゼロ％の達成 桃香の里 科学的介護の取り組み』 

  特別養護老人ホーム 桃香の里 

 ユニットリーダー 小野 美和 氏 

 ユニットリーダー 小夏 真理 氏 

 

２．正副会長会議 

名称 年月日 場所 出席者 内容 

第 1回 

正副会長会議 
27.4.15 きらめきプラザ 5名 

①中国地区老人福祉施設長研修会 in岡山・倉敷の開催について 

②関係機関・団体への理事派遣状況について 

③21世紀委員会 担当理事の選任について 

④デイサービスセンター部会 部会長の選任について 

⑤第 1回 理事会の日程について 

⑥第 1回 総会の日程について 

⑦平成 28年度中国地区老人福祉施設研修大会 in岡山の会場候補に 

ついて 

⑧報告 

1)会員老人福祉施設・事業所の入会について 

⑨その他当面する諸問題について 



第 2回 

正副会長会議 
27.5.21 きらめきプラザ 5名 

①平成 26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 26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 27年度中国地区老人福祉施設長研修会 in岡山・倉敷の開催 

について 

④平成 27年度介護の日(11月 11日)の取り組みについて 

⑤平成 27年度県老施協創立 40周年記念イベントについて 

⑥関係機関・団体への理事派遣状況について 

⑦平成 27年度認知症介護実践リーダー研修（岡山会場）受講者の 

選考について 

⑧岡山県認知症対策連携会議への委員推薦について 

⑨介護職員処遇改善加算の比較時点・賃金水準について 

⑩報告 

1)平成 27年度岡山県老人福祉施設協議会 第 1回総会の開催に 

ついて 

2)平成 28年度中国地区老人福祉施設研修大会 in岡山の開催に 

ついて 

3)会員老人福祉施設・事業所の入会について 

⑪その他当面する諸問題について 

第 3回 

正副会長会議 
27.9.16 きらめきプラザ 5名 

①平成 27年度中国地区老人福祉施設長研修会 in岡山・倉敷の開催に

ついて 

②平成 27年度介護の日(11月 11日)の取り組みについて 

③平成 27年度県老施協創立 40周年記念パーティーの開催について 

④平成 28年度岡山県予算編成に関する要望事項について 

⑤平成28年度中国地区老人福祉施設研修大会in岡山の講師について 

⑥平成 27年度県老施協創立 40周年記念パーティーの日程・記念品に

ついて 

⑦平成 27年度中国地区老人福祉施設長研修会 in岡山・倉敷の日程・

２次会について 

⑧会員福祉施設・事業所に対する他機関・団体からのメール一斉送信

依頼について 

⑨災害時の取り組みについて 

⑩40周年記念パーティー、施設長研修会にかかる来賓の出席依頼につ

いて 

⑪報告 

1)委員会・部会の活動状況について 

2)会員老人福祉施設・事業所の入会について 

⑫その他当面する諸問題について 

第 4回 

正副会長会議 
28.1.20 きらめきプラザ 4名 

①平成 27年度事業進捗状況について 

②平成 28年度事業計画について 

③平成28年度中国地区老人福祉施設研修大会in岡山の開催について 

④その他当面する諸問題について 

第 5回 

正副会長会議 
28.3.1 きらめきプラザ 5名 

①平成 27 年度中国地区老人福祉施設長研修会 in 岡山・倉敷 事業報

告・会計収支決算について 

②平成27年度岡山県老人福祉施設協議会創立40周年記念事業実施に

伴う活動資金の取り崩しについて 

③平成 27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 

④平成 28年度岡山県老人福祉施設協議会 事業計画(案)について 

⑤平成 28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 

⑥平成 28年度中国地区老人福祉施設研修大会 in岡山 事業計画・ 

会計収支予算(案)について 

⑦報告 

1)平成 27年度 第 2回 総会について 

2)21世紀委員会 介護人材確保・介護イメージアップ 緊急 5か年 

計画(案)について 

⑧その他当面する諸問題について 

1)平成 28年度以降に地域医療介護総合確保基金を活用する事業 

(介護従事者の確保に関する事業)の提案について 

2)平成 27年度 第 2回 総会の役割分担について 

3)平成 28年度 第 1回 正副会長会議、理事会、総会他の開催日程 

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 
27.5.21 きらめきプラザ 24名 

①平成 26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 26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 27年度中国地区老人福祉施設長研修会 in岡山・倉敷の開催 

について 

④平成 27年度介護の日(11月 11日)の取り組みについて 

⑤平成 27年度県老施協創立 40周年記念イベントについて 

⑥関係機関・団体への理事派遣状況について 

⑦報告 

1)平成 27年度岡山県老人福祉施設協議会 第 1回総会の開催に 

ついて 

2)平成 28年度中国地区老人福祉施設研修大会 in岡山の開催に 

ついて 

3)会員老人福祉施設・事業所の入会について 

⑧その他当面する諸問題について 

第 2回 

理事会 
27.9.16 きらめきプラザ 26名 

①平成 27 年度中国地区老人福祉施設長研修会 in 岡山･倉敷の開催に

ついて 

②平成 27年度介護の日(11月 11日)の取り組みについて 

③平成 27年度県老施協創立 40周年記念パーティーの開催について 

④平成 28年度岡山県予算編成に関する要望事項について 

⑤平成28年度中国地区老人福祉施設研修大会in岡山の講師について 

⑥報告 

1)委員会・部会の活動状況について 

2)会員老人福祉施設・事業所の入会について 

⑦その他当面する諸問題について 

第 3回 

理事会 
28.1.20 きらめきプラザ 26名 

①平成 27年度事業進捗状況について 

②平成 28年度事業計画について 

③平成28年度中国地区老人福祉施設研修大会in岡山の開催について 

④その他当面する諸問題について 

第 4回 

理事会 
28.3.1 きらめきプラザ 26名 

①平成 27 年度中国地区老人福祉施設長研修会 in 岡山・倉敷 事業報

告・会計収支決算について 

②平成27年度岡山県老人福祉施設協議会創立40周年記念事業実施に

伴う活動資金の取り崩しについて 

③平成 27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 

④平成 28年度岡山県老人福祉施設協議会 事業計画(案)について 

⑤平成 28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 

⑥平成 28年度中国地区老人福祉施設研修大会 in岡山 事業計画・ 

会計収支予算(案)について 

⑦報告 

1)平成 27年度 第 2回 総会について 

2)21世紀委員会介護人材確保・介護イメージアップ 緊急 5か年計

画(案)について 

⑧その他当面する諸問題について 

1)平成 28年度以降に地域医療介護総合確保基金を活用する事業 

(介護従事者の確保に関する事業)の提案について 

2)平成 27年度 第 2回 総会の役割分担について 

3)平成 28年度 第 1回 正副会長会議、理事会、総会他の開催日程 

について 

 

４．監事会 

名称 年月日 場所 出席者 内容 

監事会 27.5.18 きらめきプラザ 3名 ①平成 26年度岡山県老人福祉施設協議会会計監査 

 

５．総務委員会 

名称 年月日 場所 出席者 内容 

総務委員会 27.9.15 きらめきプラザ 10名 

①会費の取扱いについて 

②ホームページの運営状況について 

③その他当面する諸問題について 



６．研修委員会 

名称 年月日 場所 出席者 内容 

第 1回 

研修委員会 
27.4.16 きらめきプラザ 14名 

①平成 27年度研修委員会事業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 

第 2回 

研修委員会 
27.9.4 きらめきプラザ 13名 

①平成 27年度研修委員会事業進捗状況について 

②老人福祉施設職員研究発表会における助言者について 

③福祉関連企業からの研修提案について 

④平成 28年度研修委員会事業について 

⑤その他当面する諸問題について 

第 3回 

研修委員会 
27.12.22 きらめきプラザ 13名 

①平成 27年度研修委員会事業進捗状況について 

②老人福祉施設職員研究発表会における発表題・発表順について 

③福祉関連企業からの研修提案について 

④平成 28年度研修委員会事業について 

⑤その他当面する諸問題について 

 

７．調査研究委員会 

名称 年月日 場所 出席者 内容 

第 1回 

調査研究委員会 
27.6.30 きらめきプラザ 12名 

①平成 27年度事業計画について 

②その他当面する諸問題について 

第 2回 

調査研究委員会 
28.2.26 きらめきプラザ 9名 

①報告 

1)介護保険報酬改定後の介護報酬収入等に関するアンケート調査の 

回答状況について 

2)市町村行政との福祉避難所に関する協定締結確認調査について 

②平成 28年度事業計画について 

③その他当面する諸問題について 

調査研究委員会 

研修会 
27.11.16 きらめきプラザ 45名 

①基調講演 

『ＥＰＡに基づく外国人介護福祉士受入れについて』 

講師：公益社団法人 国際厚生事業団 受入支援部 

主任 矢口 浩也 氏 

②事例報告 

『インドネシア人介護福祉士候補者の受入について～天神会での 

取り組み～』 

特別養護老人ホーム 天神荘 

施設長 高田 美洋 氏 

『ＥＰＡ介護福祉士候補者を受け入れて』 

特別養護老人ホーム 王慈園 

ヒューマンリソースマネージャー 矢野 仁美 氏 

③質疑応答 

 

８．予算策定検討委員会 

名称 年月日 場所 出席者 内容 

予算策定検討 

委員会 
28.2.15 きらめきプラザ 9名 

①平成 27年度中国地区老人福祉施設長研修会 in岡山・倉敷 事業 

報告・会計収支決算見込について 

②平成 27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 

③平成 28年度岡山県老人福祉施設協議会事業計画(案)について 

④平成 28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

⑤平成 28年度中国地区老人福祉施設研修大会 in岡山 事業計画・ 

会計収支予算(案)について 

⑥その他当面する諸問題について 

 

９．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 

施設長会 
27.5.26 きらめきプラザ 20名 

①アンケート結果報告 

②平成 27年度事業について 

③情勢報告 

 養護老人ホームのあり方、介護保険制度改定の概要、総合事業に 

ついて他 

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 
27.10.14 総社市清梁園 16名 

①総社市清梁園 概要説明・施設見学 

②意見交換会 

養護老人ホームにおける最新の動向や課題（養護のあり方）に 

ついて（自主評価・外部評価他） 

③その他当面する諸問題について 
 

１０．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 

27.6.23 きらめきプラザ 4名 

①平成 27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 27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 1回 

研修会 

27.8.19 きらめきプラザ 40名 

【講義】 

『介護保険制度改正と軽費老人ホーム・ケアハウス』 

講師：ＮＰＯ法人 岡山県介護支援専門員協会 

会長 堀部 徹 氏 

【グループ討議】 

『軽費老人ホーム・ケアハウスの現状と課題について』 

進行：軽費・ケアハウス部会幹事 

軽費・ｹｱﾊｳｽ部会 

第 2回 

研修会 

27.11.6 きらめきプラザ 40名 

【事例発表】 

１３施設 

①アミティ瀬戸内 

②うららか 

③サンライフ・カドタ 

④さくらのさく郷 

⑤シルバーケアハウス 

⑥庄の里 

 

⑦オパール 

⑧浮洲園 

⑨グリーンアンドリバーホーム 

⑩ちかのり荘 

⑪サンシティーうぐいす 

⑫上河原 

⑬さいわい 
 

１１．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 

27.5.28 きらめきプラザ 6名 

①副部会長の選任について 

②平成 27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 

27.9.3 きらめきプラザ 7名 

①第 1回研修会の申込状況について 

②第 2回・第 3回研修会の内容について 

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 3回 

部会 

28.3.15 きらめきプラザ 6名 

①第 2回・第 3回研修会のふりかえりについて 

②平成 28年度研修計画について 

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 1回 

研修会 

27.9.12 きらめきプラザ 90名 

【講義・演習】 

『福祉・介護の接遇マナー』 

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 

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ部会 

第 2回 

研修会 

27.12.19 きらめきプラザ 62名 

【講義・演習】 

『介護現場で活かすディズニーランドの人材育成 

～自ら考え、行動できるスタッフを育てる！～』 

講師：東京ディズニーランド・元トレーナー 

      著述家 町丸 義之 氏 

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ部会 

第 3回 

研修会 

28.2.13 きらめきプラザ 61名 

【講義】 

『介護報酬改定後のデイの経営戦略や人材確保について』 

講師：公益社団法人 全国老人福祉施設協議会 

      副会長 瀬戸 雅嗣 氏 
 

１２．２１世紀委員会 

名称 年月日 場所 出席者 内容 

21世紀委員会 

代表幹事会 
27.7.15 きらめきプラザ 4名 

①平成 27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 1回 

幹事会 

27.8.3 きらめきプラザ 24名 
①平成 27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 

28.1.28 きらめきプラザ 23名 

①平成 27年度事業のふりかえり 

②平成 28年度事業計画について 

③その他当面する諸問題について 



21世紀委員会 

第 1回 

広報誌担当班 

27.8.31 きらめきプラザ 8名 
①広報誌の作成について 

②その他当面する諸問題について 

21世紀委員 

第 2回 

広報誌担当班 

27.10.13 きらめきプラザ 9名 
①広報誌の校正について 

②その他当面する諸問題について 

21世紀委員会 

第 1回 

ｶｲｺﾞ男子・ｶｲｺﾞ女子発掘

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ担当班 

27.8.31 きらめきプラザ 13名 
①カイゴ男子・カイゴ女子発掘プロジェクトについて 

②その他当面する諸問題について 

21世紀委員会 

第 2回 

ｶｲｺﾞ男子・ｶｲｺﾞ女子発掘

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ担当班 

27.10.2 きらめきプラザ 11名 
①カイゴ男子・カイゴ女子発掘プロジェクトについて 

②その他当面する諸問題について 

21世紀委員会 

第 3回 

ｶｲｺﾞ男子・ｶｲｺﾞ女子発掘

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ担当班 

27.10.27 きらめきプラザ 13名 

①カイゴ男子・カイゴ女子発掘プロジェクトについて（事前審査） 

②その他当面する諸問題について 

③会場視察（おかやま未来ホール） 

21世紀委員会 

第 4回 

ｶｲｺﾞ男子・ｶｲｺﾞ女子発掘

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ担当班 

27.11.4 きらめきプラザ 27名 

①カイゴ男子・カイゴ女子発掘プロジェクトについて 

②出場者記者会見 

③その他当面する諸問題について 

21世紀委員会 

第 5回 

ｶｲｺﾞ男子・ｶｲｺﾞ女子発掘

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ担当班 

27.12.21 きらめきプラザ 11名 
①カイゴ男子・カイゴ女子発掘プロジェクトについて 

②その他当面する諸問題について 

21世紀委員会 

輝く kaigoの人達

写真パネル担当班 

27.9.1 きらめきプラザ 6名 
①輝く kaigoの人達写真パネル展示について 

②その他当面する諸問題について 

21世紀委員会 

輝く kaigoの人達

写真パネル選考会 

27.11.9 きらめきプラザ 4名 
①輝く kaigoの人達写真パネル展示の選考について 

②その他当面する諸問題について 

21世紀委員会 

総会 
27.6.19 きらめきプラザ 84名 

①記念講演 

『新しい時代の福祉をひらく』 

講師：志ネットワーク 

代表 上甲 晃 氏 

②議案 

1)平成 26年度 21世紀委員会事業報告について 

2)平成 27年度 21世紀委員会事業計画（案）について 

3)21世紀委員会 役員の改選について 

③その他当面する諸問題について 

 

１３．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 

幹事会 

27.7.31 きらめきプラザ 6名 

①研修会内容及び役割分担について 

②来年度実施の調査内容について 

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 2回 

幹事会 

27.10.9 きらめきプラザ 6名 

①研修会参加申込状況・シナリオについて 

②調査内容について 

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 

27.12.2 きらめきプラザ 7名 

①研修会のふりかえり 

②調査内容について 

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 

28.2.23 きらめきプラザ 6名 

①平成 28年度事業計画について 

②調査内容について 

③その他当面する諸問題について 

地域密着型施設部会 

研修会 
27.10.16 きらめきプラザ 46名 

①講演・グループワーク 

『介護リーダーのしごと～介護現場にリーダーシップの入門編～』 

講師：株式会社メディックプランニング 代表 

マンガでわかる 介護リーダーのしごと 

著者／作業療法士 三好 貴之 氏 

②質疑応答 



１４．研修会の開催 

名称 年月日 場所 参加者 内容 

全国老人福祉 

施 設 協 議 会 

 

介護力向上 

講習会 

【岡山分校】 

27.4.20 

～ 

28.2.12 

きらめきプラザ 40名 

＜第 1回＞ 平成 27年 4月20日（月） 

【講義】認知症ケア理論 

＜第 2回＞ 平成 27年 6月 5日（金） 

【講義】身体的自立支援の基礎知識と理論 

【事例検討】認知症タイプ判定 

＜第 3回＞ 平成 27年 8月21日（金） 

【事例検討】認知症ケア 

＜第 4回＞ 平成 27年 10月 19日（月） 

おむつゼロのまとめ 常食化理論 

【施設事例】食事状況の検討 

【事例検討】認知症改善例 

＜第 5回＞ 平成 27年 12月 18日（金） 

【事例検討】常食化 

＜第 6回＞ 平成 28年 2月12日（金） 

【事例検討】常食化 

 講 師：国際医療福祉大学大学院 

教授 竹内 孝仁 氏 

     株式会社サンケイビルウェルケア運営支援部 

課長 根岸 広英 氏 

助言者：特別養護老人ホーム 千寿荘 

     介護主任 津田みずほ 氏 

特別養護老人ホーム 梨花の里アスピア 

係長 伊藤 孝子 氏 

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】 

27.6.15 

～9.8 

きらめきプラザ 

及び各実習施設 
42名 

＜1日目＞ 平成 27年 6月15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 27年 6月16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：特別養護老人ホーム 愛光苑 介護リーダー 村西 順子 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 27年 6月17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法人 岡山県介護支援専門員協会 会長 堀部  徹 氏 

  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 27年 6月25日（木） 

【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 

【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 

  顧問 妻井 令三 氏 

＜5日目＞ 平成 27年 6月26日（金） 

【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】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 

講師：軽費老人ホーム サンシティーうぐいす 

施設長 福田 哲也 氏 



＜6日目＞ 平成 27年 7月8日（水） 

【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：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：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 27年 7月9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 27年 7月10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 

講師：軽費老人ホーム サンシティーうぐいす 

施設長 福田 哲也 氏 

【他施設実習】※下記期日を基本として３日間の外部実習を実施。 

  日時：平成 27年 6月 29日（月）・7月 1日（水）・3日（金） 

【自施設実習】※下記期間内に 4週間の自施設の職場実習を実施。 

  日時：平成 27年 7月 11日（土）～8月 22日（土） 

【実習報告とまとめ・修了式】 

  日時：平成 27年 9月 8日（火） 
 

 

１５．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 27年度 

（第 42回） 

岡山県老人福祉施設 

職員研究発表会 

28.2.17 
岡山 

ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ 
267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） 

中国学園短期大学 専攻科 介護福祉専攻 教授 川上 道子 氏 

【発表内容】２３題 

（第１分科会） 

1 養護 岡山市会陽の里 
「お帰りなさい」今日も元気に 

雄神安全パトロール隊 

2 特養 藤田荘 人をつなぐ食卓 

3 養護 総社市清梁園 内職活動から学んだこと 

4 特養 旭水荘 申込待機者・入所者の実態から見えたもの  

5 養護 高梁市長寿園 
入所者と地域住民との親睦と交

流を図るために 

6 特養 あすなろ園 人材から人財へ 育成・定着を図る取組み  

7 軽費/ケア さいわい 安心と笑顔の町つくり 

8 特養 高寿園 できたてをどうぞ 

9 軽費/ケア さくらのさく郷 倶楽部活動の役割と意義 

10 特養 さくばらホーム 腸！元気！！ 

11 軽費/ケア サンライフ・カドタ 水害を想定した避難訓練の取組み 

12 特養 
グリーンアンド 

リバーホーム 
座位姿勢を見直す 

（第２分科会） 

1 特養 アダムスホーム フットケアの取り組み 

2 特養 紅葉川荘 
Care Community Salon 

「りんごの会」への取組み 

3 在宅 あさひ園 通所部 音楽療法でみんなを元気にするために 

4 特養 天神荘 暮らしの継続に向けて「食」への取り組み 

5 特養 日本原荘(従来型) 入院者ゼロの施設を目指して 

6 在宅 
後楽 

デイサービスセンター 

健口長寿を目指して！ 

歯科衛生士の在宅支援 

7 特養 
クレールエステート 

悠楽 
適切な栄養サポートの重要性 

8 特養 藤田荘 あなたのことを知りたくて 

9 在宅 
あすなろ園柏台 

デイサービスセンター風の家 
写真でつながる「その人らしさ」 

10 特養 足守荘 ドッグセラピーの日常生活意欲向上効果 

11 在宅 のんびり笑家 『音読』で･･･認知症改善に挑戦を！ 
 



１６．「介護の日」及び「福祉人材確保重点実施期間」関連行事 

名称 年月日 場所 出席者 内容 

第１回 

カイゴ男子 

カイゴ女子 

発掘プロジェクト 

27.11.21 
おかやま未来 

ホール 
450名 

介護の仕事への「喜び」「やりがい」「熱心さ」が溢れ、プライベー

トでも輝いている初代カイゴ男子・カイゴ女子を選出。 

本審査は、「おかやま介護の日２０１５」イベントの中で実施。 

グランプリ・準グランプリは、「福祉の就職総合フェア」における

介護の魅力と感動のアピールの実施や写真集を発行。 
 

【カイゴ男子部門】 

1 ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ 古山 喬成 特別養護老人ホーム 高瀬Ⅱ 

2 準ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ 池田 憲治 特別養護老人ホーム 千寿荘 

3  高橋 友城 特別養護老人ホーム 吉備高原賀陽荘 

4  片山 智博 特別養護老人ホーム 阿知の里 

5  吉形 宗竜 特別養護老人ホーム かもがわ荘 

6  藤岡 伸嘉 特別養護老人ホーム あすなろ園 

7  松本 伶磨 特別養護老人ホーム 恵風荘 

【カイゴ女子部門】 

1 ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ 
二ワヤン リア 

プルナヤンティ 
特別養護老人ホーム 神庭荘 

2 準ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ 塚田 紗織 特別養護老人ホーム いずみの杜 

3  古谷 桃子 特別養護老人ホーム シルバーセンター後楽 

4  山本 梨絵 デイサービスセンター オパール 

5  元番さゆり 特別養護老人ホーム 日本原荘（ユニット型） 

6  落合 里香 特別養護老人ホーム 高寿園 

7  田中 聖子 特別養護老人ホーム 浮洲園 
 

輝くkaigoの人達 

写真パネル展示 

27.11.21 
おかやま未来 

ホール 
450名 

介護現場で輝いている職員の写真パネル展示 

（額装 70枚・額装以外 26枚 計 96枚） 

27.11.30 

  ～12.1 
倉敷市芸文館 275名 

28.2.17 
岡山 

ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ 
267名 

28.3.13 

～24 
津山市役所 1,000名 

 

１７．創立４０周年記念行事 

名称 年月日 場所 出席者 内容 

創立 40周年 

記念パーティー 
27.10.30 ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ岡山 156名 

記念講演 

『地域包括ケアシステムの構築に向け老人福祉施設が果たすべき

役割』 

 倉敷市保健福祉局参与（兼）健康福祉部長 

吉田 昌司 氏 

記念パーティー 

開会のことば 岡山県老人福祉施設協議会 会 長 小泉 立志 氏 

初代会長挨拶 岡山県老人福祉施設協議会 元会長 福原 信行 氏 

                       （代読） 

２代目会長挨拶 岡山県老人福祉施設協議会 元会長 小林 敏隆 氏 

来賓祝辞     公益社団法人 全国老人福祉施設協議会 

会 長  石川  憲 氏 

公益社団法人 全国老人福祉施設協議会 

理 事  園田 修光 氏 

      岡山県保健福祉部 

次 長  小倉 誠二 氏 

来賓紹介   社会福祉法人 岡山県社会福祉協議会 

常務理事 平松 卓雄 氏 

乾杯     岡山県老人福祉施設協議会 

副会長（前会長） 筒井 恵子 氏 

中締め挨拶  岡山県老人福祉施設協議会 

副会長   田中 茂己 氏 
 

１８．情報誌の発行 

（1）情報誌『Ｂ－ＯＫ ぼっけぇ』Vol.2（平成 27年11月 1日発行／2,100部） 



１９．調査の実施 

名称 実施時期 

会員基礎データ確認調査 27.4 

養護老人ホーム部会  消費税増税に伴う措置費や内部型特定への変換に関するアンケート調査 27.4 

調査研究委員会 市町村行政との福祉避難所に関する協定締結の再確認に関するアンケート調査 27.7 

調査研究委員会 介護保険報酬改定後の介護報酬収入等に関するアンケート調査 27.8 

総務委員会 ホームページ利用状況に関するアンケート調査 28.3 

 

２０．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 27.7.17 ﾒﾙﾊﾟﾙｸ岡山 地域包括のビジョンと岡山市の方向性について 

厚生労働副大臣への要望 27.8.18 厚生労働省 社会保障制度改革に向けた今後の対応について 

岡山県社会福祉関係振興議員連盟

との懇談会 
27.8.19 ﾘｰｾﾝﾄｶﾙﾁｬｰﾎﾃﾙ 福祉施策について 

岡山県社会福祉関係振興議員連盟

との懇談会 対応報告会 
27.10.15 岡山県議会 制度政策提言の対応報告について 

岡山県保健福祉部長への要望 27.11.13 岡山県庁 
・平成 29年 4月の消費税引き上げに向けた対応について 

・特別養護老人ホーム施設整備補助について 
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 
27.11.13 岡山県議会 

桝屋敬悟衆議院議員との懇談会 27.12.13 岡山ﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ 福祉施策について 

岡山県知事との新年懇談会 28.1.4 岡山県庁 福祉施策について 

 

２１．関係団体等への協力 

〔会議・調査等への協力〕 

 ○岡山県社会福祉協議会への役員としての参画・協力 

○岡山県社会福祉協議会 災害福祉ネットワーク推進会議への協力 

○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 

○岡山県福祉・介護人材確保対策推進協議会への協力 

○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への協力 

○岡山県医療対策協議会 新たな財政支援制度検討部会への協力 

○岡山県認知症対策連携会議への協力 

 ○岡山県米消費拡大推進協議会への協力 

 ○岡山県福祉サービス第三者評価推進委員会への協力 

○岡山県介護保険関連団体協議会への協力 

○岡山県国民健康保険団体連合会 介護給付費審査委員会への協力 

○ハートフルビジネスおかやま（県産業振興財団）への協力 

○岡山地域医療構想・包括ケアシステム研究会への協力 

 ○岡山県国民医療推進協議会への協力 

○岡山プライマリ・ケア学会への協力 

 ○岡山市介護認定審査会への協力 

 ○岡山市高齢者虐待防止連絡会への協力 

 ○岡山市国民保護協議会への協力 

  ○岡山市障害者施策推進協議会への協力 

 ○岡山市地域包括支援センター運営協議会への協力 

 ○倉敷市社会福祉審議会高齢者保健福祉計画等策定専門分科会への協力 

 ○公益財団法人介護労働安定センター岡山支部 地域における介護労働懇談会への協力 

 ○岡山県保健福祉部長寿社会課における介護保険事業調査への協力 

 ○岡山県保健福祉部における地域の状況に応じた医療・介護供給体制構築のためのアンケート調査への協力 

〔研修会等の案内送付・取りまとめ・参加〕 

  ○岡山県看護協会が行う「介護職員等による喀痰吸引等指導者研修」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」の周知 

○川崎医療短期大学が行う「川崎医療短期大学 医療介護福祉科 公開講座」の周知 

○岡山県中小企業団体中央会が行う「外国人技能実習制度普及セミナー」の周知 

○日本老年歯科医学会岡山県支部が行う「日本老年歯科医学会岡山県支部セミナー」の周知 

〔共催・後援・協賛〕 

 ○「おかやま介護の日及び福祉人材確保重点実施期間関連行事」（岡山県社会福祉協議会）の共催 

○「施設看取り研修会」（岡山県介護支援専門員協会）の共催 



○「介護サービス博覧会おかやま～マッチングプラザ２０１５～」の後援 

○「岡山県福祉・介護職員合同入職式」の後援 

○「地域包括ケア構築の未来に向けてセミナー」（日本認知症グループホーム協会 岡山県支部）の後援 

○「福祉・医療施設のＢＣＰ作成研修会」（あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 岡山支店）の後援 

○「第１回岡山地区セミナー」（日本口腔看護研究会）の後援 

○「第７回岡山県民公開医療シンポジウム」（岡山県病院協会）の後援 

○「平成２７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）の後援・協賛 

○「第１回おかやま介護ＧＰ（グランプリ）２０１６」（岡山県介護福祉士会）の後援・協賛 

 

２２．中国地区関係会議 

（1）役員・研修委員長会議 

名称 年月日 場所 出席者 議題 

第 1回 

役員・研修委員長会議 
27.6.9 

岡山県岡山市 

ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ岡山 

38名 

本県 7名 

①平成 26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(鳥取県) 

②第 47回中国地区老人福祉施設研修大会について(広島県) 

③平成 27年度中国地区老人福祉施設協議会表彰について 

(広島県) 

③第 34回中国地区老人福祉施設長研修会について(岡山県） 

④平成 27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(島根県) 

⑤平成 27年度中国地区老人福祉施設協議会補正予算（案） 

について(広島県) 

⑥その他 

第 2回 

役員・研修委員長会議 
（研修大会運営委員会） 

27.8.27 
広島県広島市 

広島国際会議場 

38名 

本県 7名 

①第 47回中国地区老人福祉施設研修大会について(広島県) 

②その他 

第 3回 

役員・研修委員長会議 
（施設長研修会運営委員会） 

27.11.30 
岡山県倉敷市 

倉敷市芸文館 

40名 

本県 8名 

①第 34回中国地区老人福祉施設長研修会について(岡山県) 

②その他 

第 4回 

役員・研修委員長会議 
28.3.11 

広島県広島市 

ﾎﾃﾙ広島ｶﾞｰﾃﾞﾝ 

ﾊﾟﾚｽ 

39名 

本県 7名 

①平成 27年度中国地区老人福祉施設協議会事業進捗状況並びに 

収支決算見込について(広島県) 

②第 47回中国地区老人福祉施設研修大会の実績報告について 

(広島県) 

③第 34回中国地区老人福祉施設長研修会の実績報告について 

(岡山県) 

④平成 27年度中国ブロックカントリーミーティングの実績報告 

について(島根県) 

⑤平成 28年度中国地区老人福祉施設協議会事業計画（案）並びに 

収支予算(案)について(岡山県) 

⑥第 48回中国地区老人福祉施設研修大会の開催について 

(岡山県) 

⑦第 35回中国地区老人福祉施設長研修会の開催について 

(島根県) 

⑧平成 28年度中国ブロックカントリーミーティングの開催 

について(広島市) 

⑨中国地区老施協感謝内規(案)について(広島県) 

⑩その他 

  1)第 24回参議院議員通常選挙への対応について(広島県) 

2)中国地区大会等に係る主催県・市の負担整理について(広島県) 

（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 
27.6.9 

岡山県岡山市 

ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ岡山 

16名 

本県 3名 

①第 47回中国地区老人福祉施設研修大会について(広島県) 

②第 34回中国地区老人福祉施設長研修会について(岡山県) 

③平成 27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(島根県) 

④その他 

第 2回 

研修委員長会議 
28.3.11 

広島県広島市 

ﾎﾃﾙ広島ｶﾞｰﾃﾞﾝ 

ﾊﾟﾚｽ 

16名 

本県 3名 

①第 47 回中国地区老人福祉施設研修大会の実績報告について(広島県) 

②第 34 回中国地区老人福祉施設長研修会の実績報告について(岡山県) 

③平成 27年度中国ブロックカントリーミーティングの実績報告 

について(島根県) 

④第48回中国地区老人福祉施設研修大会の開催について(岡山県) 

⑤第35回中国地区老人福祉施設長研修会の開催について(島根県〉 

⑥平成 28 年度 中国ブロックカントリーミーティングの開催について(広島市) 

⑦その他 



２３．中国地区大会・研修会 

（1）大会・研修会・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 47 回中国地区

老 人 福 祉 施 設 

研修大会 

27.8.27 

  ～28 

広島市 

広島国際会議場 

1,108名 

本県139名 

テーマ：『大逆風に立ち向かっていくため、今できることを考える 

～住民の福祉を守る砦として～』 

【開会式典】全老施協会長表彰（感謝）327名 内岡山県 75名 

      中国地区老施協会長表彰  515名 内岡山県 96名 

【中央情勢報告】 

 全国老人福祉施設協議会 副会長 阿比留 志郎 氏 

【講演Ⅰ】『平穏死という言葉が生まれたわけ』 

講師：社会福祉法人世田谷区社会福祉事業団 

特別養護老人ホーム芦花ホーム 常勤医師 石飛 幸三 氏 

【講演Ⅱ】『ﾃﾞｨｽﾞﾆｰﾗﾝﾄﾞ伝説のﾄﾚｰﾅｰが明かすﾐｯｷｰﾏｳｽに頼らない

本物の指導力～一流のﾓﾁﾍﾞｰｼｮﾝｱｯﾌﾟ術～』 

講師：ﾃﾞｨｽﾞﾆｰﾗﾝﾄﾞ伝説のﾄﾚｰﾅｰ 町丸 義之 氏 

【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：13） 

 第３分科会  軽費老人ホーム・ケアハウス（発表：11） 

 第４分科会  在宅サービス（発表：12） 

中国ブロック 

カントリー 

ミーティング 

inしまね 

27.10.20 

    ～21 

島根県松江市 

ﾎﾃﾙ一畑 

258名 

本県 37名 

テーマ：『介護は進む 日本を変える！ 

～2025社会保障大改革は、現場の力で～』 

【趣旨説明・課題提起】 

全国老人福祉施設協議会 21世紀委員長 木村 哲之 氏 

【基調報告】 

全国老人福祉施設協議会 副会長 太田 二郎 氏 

【分科会＜共通テーマ＞】 

（Ａ）“2018報酬・制度大改革”に向けて 

～カイゼン（効果・効率・向上・成長） 

（Ｂ）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」 

（Ｃ）もっとよくしよう『日本式ＫＡＩＧＯ』 

～“介護の誇り”を日本へ世界へ伝えたい 

【分科会＜ブロック独自テーマ＞】 

（Ｄ）地方から発信!!福祉職員が新しい地域づくりを考える 

～課題は私たちの手で 

【総合ディスカッション（分科会報告）】 

【特別講演】 

『地方創生!!施設が支える“まちづくり”』 

講師：慶應義塾大学 法学部 教授 片山 善博 氏 

中国ﾌﾞﾛｯｸｶﾝﾄﾘｰ 

ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ inしまね 

第1回運営委員会 

27.9.24 

島根県松江市 

いきいきﾌﾟﾗｻﾞ 

島根 

43名 

本県 2名 

①平成 27年度中国ブロックカントリーミーティング in しまねの

運営について 

②その他当面する諸問題について 

中国ﾌﾞﾛｯｸｶﾝﾄﾘｰ 

ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ inしまね 

第2回運営委員会 

27.10.20 
島根県松江市 

ﾎﾃﾙ一畑 

47名 

本県 2名 

①平成 27年度中国ブロックカントリーミーティング in しまねの

運営について 

②その他当面する諸問題について 

第 34 回中国地区

老人福祉施設長 

研修会 

27.11.30 

  ～12.1 

岡山県倉敷市 

倉敷市芸文館 

275名 

本県125名 

テーマ：『高齢者介護の新時代を創る 

～介護刷新と地域貢献で地域を支える～』 

【基調報告】 

全国老人福祉施設協議会 副会長 瀬戸 雅嗣 氏 

【講演】 

『社会福祉法人のあり方、介護の質の向上について』 

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 

【記念講演①】 

『誰かのために 役にたって生きる』 

  講師：悪役商会 俳優 八名 信夫 氏 

【記念講演②】 

『社会福祉法人改革について』 

  講師：慶應義塾大学 名誉教授 田中 滋 氏 
 



２４．全国大会・会議・研修会 

（1）全国大会 

名称 年月日 場所 

第７２回全国老人福祉施設大会（東京大会） 27.11.11～13 東京都 

 

（2）研究会議 

名称 年月日 場所 

全国老人福祉施設研究会議（山形会議） 27.10.6～7 山形県山形市 

 

（3）認知症専門ケア力の向上に資する研修 

名称 年月日 場所 

認知症フォーラム 28.3.24 東京都 

認知症介護実践研修（実践者研修） 27.8.26～28.3.4 名古屋市・熊本県・岩手県 

認知症介護実践研修（実践リーダー研修） 27.7.29～11.26 北海道・岡山県・熊本県 

 

（4）専門性の向上に資する研修 

名称 年月日 場所 

介護力向上講習会（分校） 27.4～28.3 北海道・仙台市・山形県・茨城県 

栃木県・千葉市・新潟県・山梨県 

富山県・石川県・福井県・岐阜県・名古屋市 

神戸市・和歌山県・岡山県 

徳島県・香川県・愛媛県・高知県 

福岡市・長崎県 

高齢者福祉施設における多職種連携推進研修会 28.2.4～5 横浜市 

社会福祉法人新会計基準実践的基礎講習 27.8.17～19 東京都 

社会福祉法人新会計基準実践的決算講習 28.2.10～12 東京都 

自立支援介護実践研修 27.9.16～17 東京都 

養護老人ホーム職種別研修会 28.1.26～27 東京都 

 

（5）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 

老施協夏季セミナー 27.8.25 東京都 

経営戦略セミナー 27.8.26 横浜市 

デイサービス機能積載・３年戦略セミナー 27.7.10～9.18 大分県・愛媛県・香川県・石川県・北海道 

軽費老人ホーム・ケアハウスサミットin北海道 28.2.23 北海道 
 

 


