
平成２８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 
28.6.14 きらめきプラザ 385名 

①議案 

1)平成 27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 27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 

②その他当面する諸問題について 

1)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 

2)その他当面する諸問題について 

③説明 

『高齢者の交通安全について』 

岡山県警察本部 交通部参事官 警視 村松 勲 氏 

『今なぜキャリア段位なのか』 

岡山県老人福祉施設協議会 副会長 筒井 惠子 氏 

(公益社団法人全国老人福祉施設協議会 

介護人材対策委員会 委員長) 

④講演 

『岡山県における地域包括ケアの推進について』 

 岡山県介護保険関連団体協議会 会長 

医療法人和香会 理事長 江澤 和彦 氏 

第 2回 

総会 
29.3.9 きらめきプラザ 379名 

①議案 

  1)平成 28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 28 年度中国地区老人福祉施設研修大会 in 岡山 事業報告・

会計収支決算について 

3)平成 29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 29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)介護プロフェッショナルキャリア段位制度普及促進にかかる 

 アセッサー講習受講支援事業について 

6)平成 29-30年度全国老人福祉施設協議会代議員の選出について 

7)岡山県老人福祉施設協議会役員の改選について 

②報告 

各委員会・部会の事業進捗報告について 

③情勢報告 

『介護保険施設を取り巻く今後の動向について』 

 岡山県老人福祉施設協議会 会長 小泉 立志 氏 

 公益社団法人全国老人施設協議会 

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 

④その他当面する諸問題について 

⑤報告 

1)『岡山県災害派遣福祉チーム（ＤＷＡＴ）の組成について』 

2)『福祉職員キャリアパス対応生涯研修の開催について』 

  岡山県社会福祉協議会 福祉経営支援部 

 

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 
28.5.20 きらめきプラザ 7名 

①平成 27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 27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 2回 

正副会長会議 
28.7.29 きらめきプラザ 7名 

①中国地区老人福祉施設協議会 表彰内規の策定にかかる申し合わせ

事項について 

②中国地区老人福祉施設研修大会 当日資料の販売について 

③第 2回カイゴ男子・カイゴ女子発掘プロジェクト募集対象について

④その他当面する諸問題について 



第 3回 

正副会長会議 
28.9.30 きらめきプラザ 9名 

①平成 28年度事業進捗状況報告について 

②地域貢献の取り組みについて 

③平成 29年度岡山県予算編成に関する陳情・要望事項について 

④報告 

 1)平成28年度中国地区老人福祉施設研修大会 in岡山の 

開催報告について 

 2)第 2回カイゴ男子・カイゴ女子発掘ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ応募状況について 

 3)認知症介護実践リーダー研修岡山会場 受講申込状況について 

⑤その他当面する諸問題について 

 1)岡山県災害派遣福祉チーム（ＤＣＡＴ）の組成について 

 2)県老施協封筒への広告掲載について 

第 4回 

正副会長会議 
29.1.10 きらめきプラザ 7名 

①平成 28 年度中国地区老人福祉施設研修大会 in 岡山 事業報告・会

計収支決算について 

②平成 28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29-30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の設置について 

⑤平成 26-28年度中国地区各研修会（ブロックカントリーミーティン

グ・施設長研修会・研修大会）のふりかえりについて 

⑥その他当面する諸問題について 

1)県老施協封筒への広告掲載について 

2)平成 28年度第 2回総会の開催について 

3)介護プロフェッショナルキャリア段位制度普及促進に係るアセ

ッサー講習受講支援事業について（県長寿社会課） 

4)業務用車両ＥＶ転換支援事業補助金について（県新エネルギー・

温暖化対策室） 

5)その他 

 

３．理事会 

名称 年月日 場所 出席者 議題 

第 1回 

理事会 
28.5.20 きらめきプラザ 27名 

①平成 27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 27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 28 年度（第 48回）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報告 

1)会員老人福祉施設・事業所の入退会について 

⑤その他当面する諸問題について 

1)軽費・ケアハウス部会からの県老人福祉施設職員研究発表会、中

国地区老人福祉施設研修大会への事例推薦について 

2)県老人福祉施設協議会のみの入会希望施設の取り扱いについて 

3)ＡＭＤＡ（アムダ）からの介護福祉士の派遣依頼について 

4)高齢者交通安全ひと言運動について 

⑥その他当面する諸問題について 

第２回 

理事会 
28.9.30 きらめきプラザ 28名 

①平成 28年度事業進捗状況報告について 

②地域貢献の取り組みについて 

③平成 29年度岡山県予算編成に関する陳情・要望事項について 

④報告 

 1)平成28年度中国地区老人福祉施設研修大会 in岡山の 

開催報告について 

 2)第 2回カイゴ男子・カイゴ女子発掘ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ応募状況について 

 3)認知症介護実践リーダー研修岡山会場 受講申込状況について 

⑤その他当面する諸問題について 

 1)岡山県災害派遣福祉チーム（ＤＣＡＴ）の組成について 

 2)県老施協封筒への広告掲載について 



第３回 

理事会 
29.1.10 きらめきプラザ 30名 

①平成 28 年度中国地区老人福祉施設研修大会 in 岡山 事業報告・会

計収支決算について 

②平成 28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29-30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の設置について 

⑤平成 26-28年度中国地区各研修会（ブロックカントリーミーティン

グ・施設長研修会・研修大会）のふりかえりについて 

⑥その他当面する諸問題について 

1)県老施協封筒への広告掲載について 

2)平成 28年度第 2回総会の開催について 

3)介護プロフェッショナルキャリア段位制度普及促進に係るアセ

ッサー講習受講支援事業について（県長寿社会課） 

4)業務用車両ＥＶ転換支援事業補助金について（県新エネルギー・

温暖化対策室） 

5)その他 

第４回 

理事会 
29.2.28 きらめきプラザ 28名 

①平成 29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 29-30年度全国老人福祉施設協議会代議員の選出について 

③岡山県老人福祉施設協議会役員の改選について 

④介護プロフェッショナルキャリア段位制度普及促進に係るアセッ 

サー講習受講支援事業について 

⑤報告 

 1)委員会・部会報告について 

 2)地域公益活動の推進について 

⑥その他当面する諸問題について 

 1)平成 29年度第 1回総会について 

2)全国老施協への中国地区老施協としての要望事項について 

3)岡山県災害派遣福祉チーム（ＤＷＡＴ）の組成について 

4)福祉職員キャリアパス対応生涯研修の開催について 

5)その他 

 

 

４．監事会 

名称 年月日 場所 出席者 内容 

監事会 28.5.11 きらめきプラザ 5名 ①平成 27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 28.7.11 きらめきプラザ 11名 

①委員長・副委員長の選任について 

②会費の取扱いについて 

③ホームページの運営について 

④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 
28.4.27 きらめきプラザ 15名 

①平成 28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 
28.12.12 きらめきプラザ 14名 

①平成 28年度研修委員会事業について（進捗状況） 

②社会福祉法人改革対策セミナーの運営補助について 

③職員研究発表会における発表題・発表順について 

④平成 29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 
28.6.6 きらめきプラザ 12名 

①介護報酬改定調査最終報告について 

②業務の電子化に関する研修会について 

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 
29.1.27 きらめきプラザ 10名 

①平成 28年度事業のふりかえり 

②平成 29年度事業について 

③その他当面する諸問題について 

調査研究委員会  

業務の電子化 

に関する研修会 

28.10.12 きらめきプラザ 52名 

【事例報告①】 

『電子化による利用者情報の共有』 

特別養護老人ホーム高寿園（津山市） 

介護士長 春名 千晶 氏 

【事例報告②】 

『ソフトとハードによる転倒・転落事故の対策 

～センサーベッド離床 CATCH～』 

泉寿の里特別養護老人ホーム（岡山市） 

施設長 松永 満雄 氏 

      岩田 泰江 氏 

【事例報告③】 

『社内 SNSの活用』 

特別養護老人ホームオペラハウス鴨方（浅口市） 

施設長 横山 裕之 氏 

 

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 
29.2.15 きらめきプラザ 11名 

①平成 28年度 会計収支補正予算について 

②平成 29年度 事業計画について 

③平成 29年度 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 

 

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 
28.6.8 きらめきプラザ 20名 

①副部会長の選任について 

②今年度の事業計画について 

③措置費改定に関する市町村の動きの情報交換について 

④養護老人ホームの入所者の状況について 

⑤介護保険サービスの状況について 

⑥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 
28.10.7 

井原市養護老人

ホーム偕楽園 
18名 

①井原市養護老人ホーム偕楽園 概要説明・施設見学 

②意見交換会 

・定着支援センター運営会議報告及び現状の理解・共有と養護の 

役割について 

 ・養護老人ホームにおける空床状況について 

③その他当面する諸問題について 

養護老人ﾎｰﾑ部会 

介護職員 

認知症介護実践 

研修会 

28.10.13 きらめきプラザ 30名 

【講義・演習①】 

『認知症介護基礎知識・認知症介護入門』 

特別養護老人ホーム唐松荘 

事務長  池田 和泉 氏 

【講義・演習②】 

『認知症の医学的理解、心理学的理解』 

『行動・心理症状の要因と不適切ケア』 

『パーソン・センタード・ケア』 

特別養護老人ホームさくばらホーム 

介護係長 木口  毅 氏 

29. 1.26 きらめきプラザ 30名 

【講義・演習①】 

『認知症の人とのコミュニケーション』 

特別養護老人ホームさくばらホーム 

介護係長 木口  毅 氏 

【講義・演習②】 

『認知症ケア実践のためのアセスメント』 

『認知症ケア実践の工夫』『チームケアの実践方法』 

特別養護老人ホーム唐松荘 

事務長  池田 和泉 氏 

 

 

 

 



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 

28.4.5 きらめきプラザ 5名 

①平成 28年度事業計画について 

②平成 28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 

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 

28.8.26 きらめきプラザ 4名 

①第 1回研修会の役割分担について 

②第 2回研修会の開催について 

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 

28.8.29 きらめきプラザ 39名 

【講義・演習】 

『他者との良好な人間関係の術 

～認知症の方も含めた利用者、職員同士のコミュニケーション～』 

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 

【グループ討議】 

『講義・演習の感想と各施設の課題の共有について』 

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 

28.12.9 きらめきプラザ 39名 

【事例発表】 

１１施設 

①うららか 

②たもん荘 

③庄の里 

④グリーンアンドリバーホーム 

⑤オークパーク 

 

⑥浮洲園 

⑦やよいの里 

⑧ちかのり荘 

⑨アミティ瀬戸内 

⑩旭ヶ丘 

⑪サンシティーうぐいす 

 

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 
28.5.30 きらめきプラザ 7名 

①平成 28年度研修計画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 2回部会 
28.12.13 きらめきプラザ 9名 

①平成 28年度研修計画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 

28.6.11 きらめきプラザ 82名 

【講義】 

『デイサービスの生き残り戦略 

～総合事業、制度改正、介護保険外サービスの徹底研究と対策～』 

講師：小濱介護経営事務所 

代表  小濱 道博 氏 

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ部会 

第 2回 

研修会 

28.9.10 きらめきプラザ 64名 

【講義・演習】 

『介護報酬改定でも生き残り、地域一番のデイになるために 

～システム・プログラムを根本から変えて本当のデイになろう～』 

講師：日本通所ケア研究会 

会長  妹尾 弘幸 氏 

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ部会 

第 3回 

研修会 

28.12.3 
ピュアリティ 

まきび 
47名 

【講義・演習】 

『楽しみながらできるケア・レクリエーション 

～骨盤トレーニングの実践～』 

講師：日本通所ケア研究会 

理学療法士 野田 和美 氏 介護福祉士 馬場 大典 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 
28.4.25 きらめきプラザ 4名 

①平成 28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 

21世紀委員会 

第 1回 

幹事会 

28.8.25 きらめきプラザ 21名 
①平成 28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 

29.1.30 きらめきプラザ 29名 

①平成 28年度事業のふりかえり 

②平成 29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 

広報誌担当班 
28.5.24 きらめきプラザ 8名 

①広報誌（B-OK）VOL.3の発行について 

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 

28.7.12 きらめきプラザ 15名 
①第 2回カイゴ男子・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 

28.8.25 きらめきプラザ 14名 
①第 2回カイゴ男子・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 

28.10.3 

おかやま未来 

ホール 

きらめきプラザ 

15名 

①会場見学 

②第 2回カイゴ男子・カイゴ女子発掘プロジェクトについて 

③その他当面する諸問題について 

21世紀委員会 

第 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 

28.10.17 きらめきプラザ 32名 

①第 2回カイゴ男子・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 

③出場者記者会見 

21世紀委員会 

輝く kaigoの人達

写真パネル担当班 

28.7.12 きらめきプラザ 7名 
①輝く kaigoの人達写真パネルの選考について 

②その他当面する諸問題について 

21世紀委員会 

総会 
28.6.22 きらめきプラザ 71名 

①議案 

1)平成27年度岡山県老人福祉施設協議会 21世紀委員会 事業報告に

ついて 

2)平成 28年度岡山県老人福祉施設協議会 21世紀委員会 事業計画 

（案）について 

3)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 

②その他当面する諸問題について 

1)21世紀委員会 岡山地区幹事の補充について 

2)その他 

③記念講演 

「『幸せ』を創る『ひと』づくりとは 」 

講師：社会福祉法人藤花会 

特別養護老人ホームせとうち（の郷）小規模多機能ホームせとうち（の郷） 

施設長 大城 憲一郎 氏 
 

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 

28.5.23 きらめきプラザ 6名 

①ユニットリーダー研修会の内容及び役割分担について 

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 2回 

幹事会 

28.10.28 きらめきプラザ 6名 

①副部会長の選任について 

②基礎データ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 3回 

幹事会 

28.12.2 きらめきプラザ 7名 

①基礎データ調査の集計について 

②平成 29年度事業について 

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 

29.2.17 きらめきプラザ 7名 

①基礎データ調査の集計について 

②平成 29年度事業について 

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 
28.7.7 きらめきプラザ 55名 

【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実践編～」 

講師：株式会社メディックプランニング 

代表取締役／経営コンサルタント／作業療法士 

マンガでわかる 介護リーダーのしごと 

著者 三好 貴之 氏 

 

 

１４．地域公益活動推進部会 

名称 年月日 場所 出席者 内容 

地域公益活動推進部会 

第 1回 

幹事会 

28.12.21 きらめきプラザ 10名 

①部会長・副部会長の選出について 

②地域公益活動について 

③その他当面する諸問題について 



地域公益活動推進部会 

第 2回 

幹事会 

29.2.15 きらめきプラザ 10名 

①地域公益活動の推進について 

②その他当面する諸問題について 

 

１５．研修会の開催 

名称 年月日 場所 参加者 内容 

職員研究発表の

向上研修会 
28.7.5 きらめきプラザ 67名 

【講義】 

『職員研究発表の質の向上に向けて 

～発表方法と研究論文へのプロセス～』 

講師：岡山県立大学 保健福祉学部 保健福祉学科 

教授 谷口 敏代 氏 

緊急セミナー 28.9.8 きらめきプラザ 130名 

【講義】 

『社会福祉法改正に伴う施設を取り巻く動向と対策』 

講師：岡山県老人福祉施設協議会 

会長 小泉 立志 氏 

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 特別養護老人ホーム部会 部会長 

社会福祉法人 

改革対策 

セミナー 

29.1.28 

ＡＮＡクラウン 

プラザホテル 

岡山 

80名 

【講義】 

『平成 29年 4月 1日施行分への対応について 

～全国老施協 モデル定款例・規程の公表・租税特別措置法・ 

免責規程等～』 

講師：公益社団法人全国老人福祉施設協議会 

総務・組織委員会 委員長 本永 史郎 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】 

28.10.18 

～ 

29. 1.20 

きらめきプラザ 

及び各実習施設 
31名 

＜1日目＞ 10月 18日（火） 

オリエンテーション 

1.認知症介護実践リーダー研修総論【講義・演習】 

「認知症介護実践リーダー研修の理解」 

2.認知症の専門知識【講義・演習】 

「認知症の専門的理解」 

講師：(学)福嶋学園 倉敷ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学院 

理事長 福嶋 裕美子 氏 

「認知症ケアに関する施策の動向と地域展開① 

講師：(NPO)岡山県介護支援専門員協会 

会長 堀部  徹 氏 

＜2日目＞ 10月 19日（水） 

3.認知症ケアにおけるチームマネジメント【講義・演習】 

「認知症介護実践リーダーの役割」 

講師：(福)梁善会 (特養)さくばらホーム 

介護係長 木口 毅 氏 

「チームにおけるケア理念の構築方法①」 

講師：(福)鴻仁福祉会 (特養)愛光苑 

介護リーダー 村西 順子 氏 

2.認知症の専門知識【講義・演習】 

「認知症ケアに関する施策の動向と地域展開②」 

講師：(NPO)岡山県介護支援専門員協会 

会長 堀部  徹 氏 

＜3日目＞ 10月 20日（木） 

3.認知症ケアにおけるチームマネジメント【講義・演習】 

「チームにおけるケア理念の構築方法②」 

講師：(福)鴻仁福祉会 (特養)愛光苑 

介護リーダー 村西順子 氏 

「実践者へのストレスマネジメントの理論と方法①」 

「実践者へのストレスマネジメントの理論と方法②」 

「チームケアのためのケースカンファレンスの技法と実践①」 

講師：(医)緑十字会 居宅介護支援事業所くじば 

管理者 坂本 綾子 氏 

＜4日目＞ 10月 21日（金） 

3.認知症ケアにおけるチームマネジメント【講義・演習】 

「チームケアのためのケースカンファレンスの技法と実践②」 

「認知症ケアにおけるチームアプローチの基本と実践」 

講師：(福)鶯園 (軽費)サンシティーうぐいす 

施設長 福田 哲也 氏 

＜5日目＞ 10月 31日（月） 

3.認知症ケアにおけるチームマネジメント【講義・演習】 

「職場内教育(OJT)の方法の理解と実践Ⅰ(運用法)①」 

「職場内教育(OJT)の方法の理解と実践Ⅰ(運用法)②」 



「職場内教育(OJT)の方法の理解と実践Ⅱ(技法)①」 

講師： (医)緑十字会 居宅介護支援事業所くじば 

管理者 坂本 綾子 氏 

＜6日目＞ 11月 1 日（火） 

3.認知症ケアにおけるチームマネジメント【講義・演習】 

「職場内教育(OJT)の方法の理解と実践Ⅱ(技法)②」 

「職場内教育(OJT)の方法の理解と実践Ⅱ(技法)③」 

講師： (医)緑十字会 居宅介護支援事業所くじば 

管理者 坂本 綾子 氏 

4.認知症ケアの指導方法【講義・演習】 

「認知症ケアの指導の基本的視点」 

講師(医)こまくさ会 グループホームこまくさ 

ホーム長 山下 洋子 氏 

＜7日目＞ 11月 2 日（水） 

4.認知症ケアの指導方法【講義・演習】 

「認知症ケアに関する倫理の指導」 

講師：(福)愛誠会 (ＧＨ) グループホーム心 

管理者 宮田 真里子 氏 

「認知症の人への介護技術指導(食事・入浴・排泄等)①」 

「認知症の人への介護技術指導(食事・入浴・排泄等)②」  

講師：(医)和香会 (老健)和光園 

介護福祉士 藤井 一樹 氏 

＜8日目＞ 11月 8 日（火） 

4.認知症ケアの指導方法【講義・演習】 

「認知症の人の行動・心理症状(BPSD)への介護技術指導」 

講師： (福)愛誠会 (特養)唐松荘 

事務長 池田 和泉 氏 

「認知症の人の権利擁護の指導①」 

講師：(福)梁善会 (特養)さくばらホーム 

介護係長 木口 毅 氏 

＜9日目＞ 11月 9 日（水） 

4.認知症ケアの指導方法【講義・演習】 

「認知症の人の権利擁護の指導②」 

講師： (福)梁善会 (特養)さくばらホーム 

介護係長 木口 毅 氏 

「認知症の人の家族支援方法の指導①」 

「認知症の人の家族支援方法の指導②」 

講師： (公社)認知症の人と家族の会 岡山県支部 

顧問 妻井 令三 氏 

「認知症の人へのｱｾｽﾒﾝﾄとｹｱの実践に関する指導①」 

講師： (医)緑十字会 居宅介護支援事業所くじば 

管理者 坂本 綾子 氏 

＜10日目＞ 11月 10日（木） 

4.認知症ケアの指導方法【講義・演習】 

「認知症の人へのｱｾｽﾒﾝﾄとｹｱの実践に関する指導②」 

講師： (医)緑十字会 居宅介護支援事業所くじば 

管理者 坂本 綾子 氏 

5.認知症ケア指導実習【講義・演習】 

「自施設実習の課題設定①」 

「自施設実習の課題設定②」 

講師： (福)愛誠会 (特養)唐松荘 

事務長 池田 和泉 氏 

＜11日目＞ 11月 11日（金） 

5.認知症ケア指導実習【講義・演習】 

「自施設実習の課題設定③」 

講師： (福)愛誠会 (特養)唐松荘 

事務長 池田 和泉 氏 

【自施設実習】 

※下記期間内に 18日間の自施設内職場実習を実施。 

  日時：平成 28年 11月 12日（土）～12月 10日（土） 

【結果報告・自施設実習評価・修了式】 

  日時：平成 29年 1 月 20日（金） 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

１６．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 28年度 

（第 43回） 

岡山県老人福祉施

設職員研究発表会 

29.2.21 
岡山コンベン 

ションセンター 
295名 

【助言者】 

（第 1分科会） 

岡山県立大学 保健福祉学部 保健福祉学科 教授 谷口 敏代 氏 

（第 2分科会） 

新見公立短期大学 地域福祉学科 教授 岡 京子 氏 

【発表題】26題 

（第 1分科会） 
1 特養 若宮園 経口維持食の取り組み 

2 養護 岡山市会陽の里 こけないからだ体操 

3 特養 きびハイツ 私たちこのままでいいの？ 

4 養護 成羽川荘 ＱＯＬの向上を目指した取り組み 

5 特養 グリーンアンドリバーホーム 想いを受けとめる支援 

6 養護 和みの郷かなや 歌えばあなたの心が輝く 

7 特養 緑山荘 地元の方とこれからも一緒に 

8 軽費/ケア 四季が丘 在宅復帰に向けて！ 

9 特養 アダムスホーム 口腔内の清潔保持を目指して 

10 軽費/ケア ちかのり荘 どうなる？どうする？認知症！！ 

11 特養 四季の里 あなたの心の声を聴かせて下さい 

12 軽費/ケア たもん荘 
ポイントカードを活用した自立支援の取り

組みについて 

13 特養 あさひ園 夜間の利用者の安全確保のため 

（第 2分科会） 
1 特養 恵風荘 「食べること」への支援 

2 特養 かもがわ荘 介護職員が作るホームページ 

3 在宅 
デイサービスセンター 

グリーンヒル順正 
８１歳のイラストレーター 

4 特養 あすなろ園 『ハートフルコミュニケーション』 

5 特養 サンライフみのり ｱﾈｯｸｽ 寄り添う 

6 在宅 
デイサービスセンター 

あじさい 
人手不足でもサービス向上！！ 

7 特養 みまさか園 みんなの想いをひとつに 

8 特養 天神荘 食形態改善と喫食状況との関連 

9 在宅 
藤田荘認知症対応型 

通所介護事業所 
いつの間にやら「カフェ・藤田荘」 

10 特養 さくばらホーム 薬の最適量 

11 特養 旭水荘 お正月はお餅を食べよう！ 

12 特養 宇甘川荘 ソフト食（嚥下食）の提供報告 

13 特養 アダムスホーム 『沖元サロン』はじめました 

（特別発表） 

全国老人福祉施設研究会議（長崎会議）最優秀賞 受賞事例 
1 特養 藤田荘 人をつなぐ食卓 

2 特養 あすなろ園 人材から人財へ 育成・定着を図る取組み 
 

 

１７．「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 参加者 内容 



第 2回 

カイゴ男子 

カイゴ女子 

発掘プロジェクト 

28.11.5 
おかやま 

未来ホール 
388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２代目のカイゴ男子・カイゴ女子を選出。 

本審査は、「おかやま介護の日２０１６」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 大鼓裕宇輝 特別養護老人ホーム恵風荘 

2 準ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ 角田 邦明 特別養護老人ホームのどか 

3  藤田  勤 特別養護老人ホームおもいやり 

4  竹山 太樹 特別養護老人ホームかもがわ荘 

5  
ｻﾌﾞﾄﾗ ｱﾌﾏﾄ  ゙

ﾊｲﾘｽﾞﾆ 
特別養護老人ホーム天神荘 

6  檜尾 和哉 特別養護老人ホーム高寿園 

7  矢吹 直也 特別養護老人ホームさくばらホーム 

【カイゴ女子部門】 

1 ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ 金田 真歩 特別養護老人ホームおもいやり 

2 準ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ 河野あずさ デイサービスセンターサンライズ 

3  塚本みなみ 特別養護老人ホーム高寿園 

4  安田 麻衣 特別養護老人ホーム天神荘 

5  渡辺 彩圭 特別養護老人ホーム鶯園 

6  金森  愛 特別養護老人ホームかもがわ荘 

7  大橋 律子 特別養護老人ホーム旭ヶ丘 
 

輝く kaigoの 

人達 

写真パネル展示 

28.7.21 美作大学 200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） 

28.7.26 備前緑陽高校 525名 

28.8.9 
岡山シンフォ 

ニーホール 
941名 

28.10.19

～21 

岡山シンフォ 

ニーホール 
1,200名 

28.10.27 
吉備中央町 

役場他 
250名 

28.10.30 

～11.5 
高寿園 465名 

28.11.5 
おかやま 

未来ホール 
388名 

29.2.21 
岡山コンベン 

ションセンター 
295名 

29.3.10 

～17 
津山市役所 300名 

29.3.17 
津山市総合福祉

会館 
56名 

 

１８．調査の実施 

名称 実施時期 

会員基礎データ確認調査 28.4 

地域密着型施設部会  基礎データ調査 28.6 

 

１９．情報誌の発行 

（1）情報誌『Ｂ－ＯＫ ぼっけぇ』Vol.３（平成 28年 8月 1日発行／4,000部） 

 

２０．制度政策対策の推進 

名称 年月日 場所 内容 

岡山県県議会議員との懇談会 28.8.12 ﾋﾟｭｱﾘﾃｨまきび 制度政策提言について 

社会福祉懇談会 28.9.17 ﾋﾟｭｱﾘﾃｨまきび 社会福祉に関する意見交換 

公明党政策（予算）要望懇談会 28.9.19 岡山国際ホテル 各省庁の概算要求に関する政策（予算）要望 

岡山県県議会議員との懇談会に関

する対応報告会 
28.10.24 岡山県議会 制度政策提言の対応報告について 

県予算編成個別懇談会 28.11.11 岡山県議会 予算編成に関する陳情・要望 

 

 

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 

○岡山県在宅医療推進協議会への協力 

○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 

 ○岡山県防災会議への協力 

○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 

 ○岡山市消費者教育推進地域協議会への協力 

  ○岡山市障害者施策推進協議会への協力 

 ○岡山市まち・ひと・しごと創生市民会議への 

 ○岡山県警との高齢者一言運動調印式への協力 

 ○岡山労働局長による魅力ある職場づくりに関する意見交換及び要請書交付式への協力 

 ○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 

 ○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 

 ○特養入所申込者等に関する平成２８年度調査への協力 

 ○第１７回介護保険推進全国サミット inおかやまへの協力 

○高梁川総合水防演習への協力 

○第２回中国地区介護老人保健施設大会 in岡山への協力 

 

〔研修会等の案内送付・取りまとめ・参加〕 

  ○岡山労働局が行う「病院・診療所及び社会福祉施設等に対する腰痛予防対策講習会」の周知 

 ○岡山県労働基準協会が行う「就労環境の整備・改善のためのセミナー」の周知 

○岡山県看護協会が行う「地域包括ケア推進フォーラム」の周知 

〔共催・後援・協賛〕 

 ○「病院歯科介護研究会 第１９回総会・学術講演会」（病院歯科介護研究会）の後援 

○「第４１回岡山県介護福祉研究会／第３５回中国四国介護福祉学会」（岡山県介護福祉研究会）の後援 

○「岡山県福祉・介護職員合同入職式」の後援 

○「おかやま介護の日２０１６」（岡山県・岡山県社会福祉協議会）の共催 

○「平成２８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 

○「就労環境の整備・改善のためのセミナー」（岡山県労働基準協会）の後援 

○「第１回おかやま介護ＧＰ（グランプリ）２０１７」（岡山県介護福祉士会）の後援・協賛 

○「２０１６年度岡山県精神保健福祉士協会公開講座」（岡山県精神保健福祉士会）の後援 

○「岡山発！健康で元気に輝き続けるまちシンポジウム」（岡山市）の後援 

 

２２．熊本地震にかかる福祉救援活動への職員派遣 

 認定特定非営利活動法人ＡＭＤＡからの要請を受けて、本会から職員派遣を行った。 

  派遣先：特別養護老人ホーム シルバーピアさくら樹（熊本市） 

  派遣事業所：特別養護老人ホーム吉備高原賀陽荘 

        特別養護老人ホームライフケアももぞの 

 

２３．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 
28.5.18 

岡山県岡山市 

ｱｰｸﾎﾃﾙ岡山 

33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報告並びに決算 

について（広島県) 

②第 48回中国地区老人福祉施設研修大会について（岡山県) 

③平成 28年度中国地区老人福祉施設協議会表彰について 



(岡山県) 

④第 35回中国地区老人福祉施設長研修会について(島根県） 

⑤平成 28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(広島市) 

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） 

28.8.9 
岡山県岡山市 

岡山ｼﾝﾌｫﾆｰﾎｰﾙ 

43名 

本県 8名 

①第 48回中国地区老人福祉施設研修大会について 

②中国地区老人福祉施設協議会表彰内規の改正（案）について 

③第 35回中国地区老人福祉施設長研修会について 

④中国ブロックカントリーミーティングの開催について 

⑤その他 

第 3回 

役員・研修委員長会議 
（研修大会運営委員会） 

28.10.25 
島根県出雲市 

ﾋﾞｯｸﾊｰﾄ出雲 

40名 

本県 8名 

①第 35回中国地区老人福祉施設長研修会について 

②中国地区老人福祉施設協議会としての要望・陳情について 

③その他 

第 4回 

役員・研修委員長会議 
29.3.3 

広島県広島市 

ﾎﾃﾙﾆｭｰﾋﾛﾃﾞﾝ 

35名 

本県 7名 

①平成 28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 

②第 48回中国地区老人福祉施設研修大会の実績報告について 

③第 35回中国地区老人福祉施設長研修会の実績報告について 

④平成 28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 

⑤平成 29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 

⑥第 49回中国地区老人福祉施設研修大会の開催について 

⑦第 36回中国地区老人福祉施設長研修会の開催について 

⑧平成 29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 

⑨鳥取県中部地震にかかる災害見舞金の申請について 

⑩中国地区老施協 要望事項の取りまとめについて 

⑪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 
28.5.18 

岡山県岡山市 

ｱｰｸﾎﾃﾙ岡山 

13名 

本県 3名 

①第 48回中国地区老人福祉施設研修大会について 

②第 35回中国地区老人福祉施設長研修会について 

③平成 28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 

④その他 

第 2回 

研修委員長会議 
29.3.3 

広島県広島市 

ﾎﾃﾙﾆｭｰﾋﾛﾃﾞﾝ 

14名 

本県 3名 

①第 48 回中国地区老人福祉施設研修大会の実績報告について  

②第 35 回中国地区老人福祉施設長研修会の実績報告について  

③平成 28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 

④第 49回中国地区老人福祉施設研修大会の開催について 

⑤第 36回中国地区老人福祉施設長研修会の開催について 

⑥平成 29 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 
 

２４．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 48 回中国地区

老 人 福 祉 施 設 

研修大会 

28.8.9 

  ～10 

岡山県岡山市 

岡山ｼﾝﾌｫﾆｰﾎｰﾙ他 

941名 

本県406名 

テーマ：『輝く介護サービスへの挑戦～「Kaigo」を究める～』 

【開会式典】全老施協会長表彰（感謝）344名 内岡山県 99名 

      中国地区老施協会長表彰  474名 内岡山県 98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】『「７つのゼロ」が介護と施設を変える 

～選ばれる介護施設のつくり方～』 

講師：社会福祉法人愛隣会 特別養護老人ホーム駒場苑 

施設長補佐 坂野 悠己 氏 

【講演Ⅱ】『仕事の価値は自分でつけろ！』 

講師：サービスハピネスクリエーター 

株式会社 東京カモガシラランド 

代表取締役 鴨頭 嘉人 氏 

【分科会】（発表：69） 

 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：11） 

 第４分科会  在宅サービス（発表：11） 

第 35 回中国地区

老人福祉施設長 

研修会 

28.10.25 

  ～26 
島根県出雲市 

229名 

本県 48名 

テーマ：『改革の時を迎えて、福祉の原点に立ち返ろう!!』 

【基調講演】 

全国老人福祉施設協議会 副会長 太田 二郎 氏 

【シンポジウム】 

『地域を支える社会福祉法人の役割』 

コメンテーター： 

    公益社団法人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 

【記念講演】 

『夢持ち続け日々精進』 

  講師：株式会社 A and Live 

代表取締役 高田 明 氏 

（株式会社ジャパネットたかた 前社長） 

中国ブロック 

カントリー 

ミーティング 

In広島市 

28.11.28 

    ～29 
広島県広島市 

253名 

本県 32名 

テーマ：『Style-KAIGO“ニッポン一億” 

～地域共生社会をつくる日本型介護・福祉～』 

【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 21世紀委員長 木村 哲之 氏 

全国老人福祉施設協議会 21世紀副委員長 森山 義弘 氏 

【分科会＜共通テーマ＞】 

（Ａ）バズワード①「介護保険制度・介護報酬」 

   バズワード⑨「ブランディング」 

   バズワード⑩「危機管理」 

（Ｂ）バズワード②「ロボット・ＩＣＴ」 

   バズワード⑨「ブランディング」 

   バズワード⑩「危機管理」 

（Ｃ）バズワード④「地域を支える福祉論」 

   バズワード⑦「介護保険外事業」 

（Ｄ）バズワード⑥「業務効率化・無駄解消」 

【総合ディスカッション（分科会報告）】 

【記念講演】 

『夢をあきらめない力～介護士からプロ棋士へ～』 

講師：プロ棋士（四段）、元介護士 今泉 健司 氏 

中国ﾌﾞﾛｯｸｶﾝﾄﾘｰ 

ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ in広島市 

第 1回運営委員会 

28.11.9 広島県広島市 
29名 

本県 2名 

①平成 28年度中国ブロックカントリーミーティング in 広島市の

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広島市 

第 2回運営委員会 

27.10.20 広島県広島市 
45名 

本県 2名 

①平成 28年度中国ブロックカントリーミーティング in 広島市の

運営について 

②その他当面する諸問題について 

  

 

２５．全国大会・会議・研修会 

（1）全国大会 

名称 年月日 場所 

第７３回全国老人福祉施設大会（石川大会） 28.11.15～16 石川県金沢市 

 

（2）研究会議 

名称 年月日 場所 

全国老人福祉施設研究会議（長崎会議） 29.1.24～25 長崎県長崎市 

 

（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（福岡会場） 28.9.17 福岡県 

認知症フォーラム（仙台会場） 28.9.24 宮城県仙台市 

認知症介護実践研修（実践者研修） 28.8.29～29.2.24 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） 28.7.26～29.1.31 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） 28.4～29.3 北海道・仙台市 

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 

徳島県・香川県・愛媛県・高知県 

福岡市 

高齢者福祉施設における多職種連携推進研修会 28.8.1～2 横浜市 

社会福祉法人新会計基準実践的基礎講習 28.9.12～14 東京都 

社会福祉法人新会計基準実践的決算講習 29.2.1～3 東京都 

科学的介護スキルアップ研修会 28.10.19～20 東京都 

いま介護現場に必要な ICT導入促進セミナー 29.3.23 東京都 

養護老人ホーム職種別研修会 29.3.14～15 東京都 

在宅介護セミナー 28.9.7 新横浜 

 

（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 

経営戦略セミナー 28.8.29～30 北九州市 
 


