
平成２９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 
29.6.16 きらめきプラザ 344名 

①議案 

1)平成 28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 28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)岡山県における地域公益活動について 

2)その他当面する諸問題について 

③講演 

『ＩＣＴの導入と利活用について』 

 株式会社ビーブリッド 

代表取締役 竹下 康平 氏 

第 2回 

総会 
30.2.20 きらめきプラザ 356名 

①議案 

1)平成 29年度 岡山県老人福祉施設協議会 補正予算(案)について 

2)平成 30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 30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 

②報告 

 各委員会・部会の進捗状況報告について 

③説明 

「社会福祉法人のための『社会福祉施設従事者 DCプラン』のご案内」 

 SBIベネフィット・システムズ株式会社 

兵庫中四国統括マネージャー 馬木 俊治 氏 

「送迎サポート事業について」 

 岡山県 保健福祉部 長寿社会課 参事 坂井 容子 氏 

④情勢報告 

「３０年度介護報酬改定の概要と対策」 

 岡山県老人福祉施設協議会 会長  

公益社団法人全国老人福祉施設協議会 副会長 小泉 立志 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 
29.8.2 きらめきプラザ 7名 

①中国地区老人福祉施設協議会における要望書について 

②地域医療介護総合確保基金を活用する事業の提案について 

③岡山県議会と岡山県社会福祉法人経営者協議会等との懇談会にお

ける要望事項について 

④その他当面する諸問題について 

第 2回 

正副会長会議 
29.11.6 

グランドプリン

スホテル広島 
6名 

①岡山県保健福祉部長への要望並びに自由民主党岡山県支部（環境文

化保健福祉委員）への陳情について 

②岡山県地域包括ケアシステム学会学術大会について 

③キャリア段位レベル４認定者に対する助成金 

④全国老施協ＤＷＡＴについて 

⑤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 
29.5.31 きらめきプラザ 29名 

①平成 28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 28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岡山県における地域公益活動について 

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) 総会の開催について 

2) 中国地区老人福祉施設協議会からの陳情について 

3) 岡山県地域医療介護総合事業確保基金（多様な人材層に対する介

護人材キャリアアップ支援事業分）実施要綱について 

4) 災害派遣福祉チーム（ＤＷＡＴ）員活動メンバーの推薦依頼につ

いて 

5) 各種委員会委員の補充について 

6) 総会の懇親会（情報交換会）について 

7)その他 

第 2回 

理事会 
29.12.15 きらめきプラザ 27名 

①平成 29年度 事業進捗状況について 

②岡山県地域包括ケアシステム学会学術大会について 

③認知症介護実践リーダー研修 岡山会場について 

④経費支出の見直しについて 

⑤岡山県地域公益活動推進センター 地域公益活動推進員について 

⑥その他当面する諸問題について 

 1) 第 2回総会日程について 

 2) 国民医療を守るための総決起大会について 

第 3回 

理事会 
30. 1.31 きらめきプラザ 26名 

①平成 29年度 岡山県老人福祉施設協議会 補正予算(案)について 

②平成 30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30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 

 1) 平成 29年度 第 2回総会について 

 2) 平成 30年度 第 1回理事会・総会について 

 3) 平成 30年度以降の実費弁償額について 

 4) 平成 30年度 介護の日のイベントについて 

 5) 岡山県地域公益活動推進センターについて 

 6) 福祉の職場見学・体験ツアーフォロー企画について 

 7) HPバナー広告掲載業者によるブース出展について 

 8) 岡山県老人福祉施設研究発表会申込状況について 

 9) DWAT組織編成について 

 

４．監事会 

名称 年月日 場所 出席者 内容 

監事会 29.5.31 きらめきプラザ 5名 ①平成 28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 29.8.8 きらめきプラザ 11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 
29.4.17 きらめきプラザ 16名 

①平成 29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 
29.12.12 きらめきプラザ 15名 

①平成 29年度研修委員会事業について（進捗状況） 

②職員研究発表会における発表題・発表順について 

③認知症介護実践リーダー研修（岡山会場）について 

④平成 30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 
29.4.12 きらめきプラザ 9名 

①社会福祉法人の地域公益的な取り組みに関する研修会について 

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 
29.8.23 きらめきプラザ 9名 

①社会福祉法人の地域公益的な取り組みに関する研修会について 

②その他当面する諸問題について 

社会福祉法人の地

域公益活動に関す

る研修会 

（調査研究委員会

と地域公益活動推

進部会との合同に

よる開催） 

29.12.6 きらめきプラザ 67名 

【報告】 

『介護報酬改定に関する報告』『地域公益活動について』 

  岡山県老人福祉施設協議会 

 副会長 福原 文徳 氏 

【事例報告①】 

『市町村社協と社会福祉施設が連携して取り組んでいる事例』 

 総社市社会福祉協議会 

事務局次長 中井 俊雄 氏 

【事例報告②】 

『法人独自で取り組んでいる事例Ⅰ 有償移送事業・配食サービス』 

特別養護老人ホーム宇甘川荘 

主任生活相談員 濱 辰徳 氏 

【事例報告③】 

『法人独自で取り組んでいる事例Ⅱ 子ども食堂』 

特別養護老人ホーム中野けんせいえん 

施設長 竹永 徹 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 
30.1.31 きらめきプラザ 10名 

①平成 29年度 岡山県老人福祉施設協議会 補正予算(案)について 

②平成 30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 30年度以降の実費弁償額について 

④平成 30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 
29.5.26 きらめきプラザ 24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質疑応答および意見交換 

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 
29.11.27 敬愛園 12名 

①養護老人ホーム敬愛園 概要説明・施設見学 

②意見交換会 

 ・県内養護老人ホーム各施設状況について 

 ・参加者事前質問について 

③その他当面する諸問題について 

軽費・ケアハウス

×養護老人ﾎｰﾑ部

会 

認知症介護実践 

研修会 

29.10.4 きらめきプラザ 40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 

29.11.22 きらめきプラザ 38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 

29.4.28 きらめきプラザ 7名 

①平成 29年度事業計画について 

②平成 29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 

29.9.26 きらめきプラザ 7名 

①第 1回研修会について 

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

×養護老人ﾎｰﾑ部

会 

認知症介護実践 

研修会 

29.10.4 きらめきプラザ 40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 

29.11.22 きらめきプラザ 38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 

軽費・ｹｱﾊｳｽ部会 

第 2回 

研修会 

29.11.28 きらめきプラザ 29名 

【事例発表】 

６施設 

①ちかのり荘（第 49回中国地区老人福祉施設研修大会発表事例） 

②あかね 

③グリーンアンドリバーホーム 

④浮洲園 

⑤上河原 

⑥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 
29.4.25 きらめきプラザ 10名 

①平成 29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 
29.12.21 きらめきプラザ 9名 

①第 1回・第 2回研修会のふりかえりについて 

②第 3回研修会について 

③平成 30年度研修計画について 

④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 

29.6.1 きらめきプラザ 48名 

【講義】 

『地域支援事業への移行と通所介護の生き残り対策』 

講師：三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング 

主任研究員  国府田 文則 氏 

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ部会 

第 2回 

研修会 

29.10.16 きらめきプラザ 52名 

【講義・演習】 

『笑いに特化した介護セミナー 

～全てのレク・アクティビティは機能回復へ繋がっている～』 

講師：日本介護エンターテイメント協会 

代表  石田 竜生 氏 

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ部会 

第 3回 

研修会 

30.1.29 きらめきプラザ 68名 

【講義・演習】 

『認知症の方へのリハビリ・ケアの工夫 

～現場で実践できる認知症ケア～』 

講師：株式会社Ｒｅ学 

代表取締役  川畑  智 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 
29.9.1 きらめきプラザ 7名 

①平成 29年度事業について 

②担当班（役割分担）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 

幹事会 

29.9.27 きらめきプラザ 27名 

①担当班（役割分担）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 

21世紀委員会 

第 2回 

幹事会 

30.1.12 きらめきプラザ 27名 

①平成２９年度事業の進捗状況について 

②平成３０年度介護の日イベントについて 

③平成３０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 3回 

幹事会 

30.3.2 きらめきプラザ 28名 

①平成３０年度介護の日のイベントについて 

②福祉の職場見学・体験ツアーについて 

③平成３０年度パネル展について 

④その他当面する諸問題について 

21世紀委員会 

広報誌担当班 
29.10.30 きらめきプラザ 11名 

①広報誌（B-OK）VOL.4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 

輝く kaigoの人達

写真パネル担当班 

29.12.4 きらめきプラザ 8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 
29.6.26 きらめきプラザ 69名 

①議案 

1)平成28年度岡山県老人福祉施設協議会 21世紀委員会 事業報告に

ついて 

2)平成 29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) 岡山県老人福祉施設協議会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 

「リーダーのセルフプロデュースについて」 

講師：有限会社クロフネブライダル 

代表取締役 中村 典義 氏 

福祉の職場 見

学・体験ツアーフ

ォロー事業 

29.8.18 

  ～31 

岡山コース 2回 

倉敷コース 2回 

津山コース 1回 

21名 

＜岡山①＞8月 31日  参加者 9名 

・みらい保育園 

・特別養護老人ホーム光生げんき 

・デイサービスセンターあいざたっち 

＜岡山②＞8月 22日  参加者 4名 

・養護老人ホーム松風園 

・ももぞの学園 

＜倉敷①＞8月 26日  参加者 5名 

・八幡保育園 

・特別養護老人ホームあすなろ園 

・あすなろ園デイサービスセンター 

・あすなろ園柏台グループホーム 

＜倉敷②＞8月 22日  参加者 1名 

・ライフステップひまわり 

・特別養護老人ホームのぞみ荘 

＜津 山＞8月 18日  参加者 2名 

・特別養護老人ホーム高寿園 

・ワークスみのり、セルプみのり 

介護の日 介護フ

ェアへの参画 
29.11.5 

岡山県医師会館 

三木記念 ﾎ ｰ ﾙ 
280名 

カイゴ男子・カイゴ女子によるステージ上パフォーマンス 

ブース出展 

輝く kaigoの 

人達 

写真パネル展示 

30.2.23 
岡山 

ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ 
253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 43枚 計 113枚） 
30.3.5～9 総社市役所 700名 

 

 

 

 

 



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 

29.5.16 きらめきプラザ 7名 

①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 

29.6.23 きらめきプラザ 7名 

①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 3回 

幹事会 

29.9.22 きらめきプラザ 5名 
①研修会の内容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 

地域密着型施設部会 

第 4回 

幹事会 

29.12.8 きらめきプラザ 7名 

①29年度事業のふりかえり 

②30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 5回 

幹事会 

30.2.9 きらめきプラザ 7名 
①30年度事業について 

②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 
29.10.3 きらめきプラザ 49名 

【講演】 

「コミュニティデザインから学ぶ～地域と人とのつながり～」 

講師：株式会社Studio-L 

東北芸術工科大学教授（コミュティデザイン学科長） 

  慶応義塾大学特別招聘教授 

      代表取締役 山崎 亮 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 

29.5.10 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 

地域公益活動推進部会 

第 2回 

幹事会 

29.8.16 きらめきプラザ 9名 

①第１回部会のふりかえり 

②岡山県地域公益活動推進研究会について 

③部会研修会について 

④その他当面する諸問題について 

社会福祉法人の地

域公益活動に関す

る研修会 

（調査研究委員会

と地域公益活動推

進部会との合同に

よる開催） 

29.12.6 きらめきプラザ 67名 

【報告】 

『介護報酬改定に関する報告』『地域公益活動について』 

  岡山県老人福祉施設協議会 

 副会長 福原 文徳 氏 

【事例報告①】 

『市町村社協と社会福祉施設が連携して取り組んでいる事例』 

 総社市社会福祉協議会 

事務局次長 中井 俊雄 氏 

【事例報告②】 

『法人独自で取り組んでいる事例Ⅰ 有償移送事業・配食サービス』 

特別養護老人ホーム宇甘川荘 

主任生活相談員 濱 辰徳 氏 

【事例報告③】 

『法人独自で取り組んでいる事例Ⅱ 子ども食堂』 

特別養護老人ホーム中野けんせいえん 

施設長 竹永 徹 氏 

 

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 
29.8.21 きらめきプラザ 51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 

高齢者虐待防止

研修会 
29.11.10 きらめきプラザ 116名 

【講義】 

『高齢者虐待と介護労働との関係を考える 

～ストレス・感情・組織の視点から～』 

講師：新潟医療福祉大学  

社会福祉学部社会福祉学科 

教授 吉田 輝美 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】 

29. 6.13 

～ 

29. 8.25 

きらめきプラザ 

及び各実習施設 
27名 

＜1日目＞ 6月 13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」 

講師：(NPO)岡山県介護支援専門員協会 

会長 堀部  徹 氏 

＜2日目＞ 6月 14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」 

講師：(福)鴻仁福祉会 (特養)愛光苑 

介護リーダー 村西 順子 氏 

＜3日目＞ 6月 15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】 

「実践者へのストレスマネジメントの理論と方法」 

「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」 

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＞ 6月 20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】 

「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 

「職場内教育(OJT)の方法の理解と実践Ⅰ(運用法)」 

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日目＞ 6月 21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】 

「職場内教育(OJT)の方法の理解と実践Ⅱ(技法)」 

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＞ 6月 22日（木） 

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 

「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」  

講師：(医)和香会 (老健)和光園 

介護福祉士 藤井 一樹 氏 

＜7日目＞ 6月 28日（水） 

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」 

講師：(福)梁善会 (特養)さくばらホーム 

介護係長 木口 毅 氏 

＜8日目＞ 6月 29日（木） 

4.認知症ケアの指導方法【講義・演習】 

「認知症の人の家族支援方法の指導」 

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」 

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 

＜9日目＞ 6月 30日（金） 

4.認知症ケアの指導方法【講義・演習】 



5.認知症ケア指導実習【講義・演習】 

「自施設実習の課題設定」 

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 29年 7月 1日（土）～7月 31日（月） 

【結果報告・自施設実習評価・修了式】 

  日時：平成 29年 8 月 25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 29年度 

（第 44回） 

岡山県老人福祉施

設職員研究発表会 

30.2.23 
岡山コンベン 

ションセンター 
253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） 

元中国学園短期大学 専攻科 介護福祉専攻 教授 川上 道子 氏 

【発表内容】２５題 

（第１分科会） 

1 特養 藤田荘 備蓄食から始まるユニット防災 

2 特養 あじさいのおか牛窓 
『特養デイサービス』の取り組み

から 

3 養護 ときわ園 高齢者施設への移行 

4 特養 
グリーンアンド 

リバーホーム 

ヒヤリハット報告書の目的って

なに？ 

5 養護 塩手荘 ＡＤＬ低下防止に向けて 

6 特養 日本原荘 
多職種共同で行う科学的介護へ

の取り組み 

7 軽費/ケア ケアハウスあかね あかねでの生活 

8 特養 檜山荘 危怒愛楽 

9 軽費/ケア ケアハウス浮洲園 介護予防の取り組み 

10 特養 吉備高原賀陽荘 自分らしく生きるために 

11 軽費/ケア ケアハウス上河原 
災害を想定しての非常食の炊き

出し 

12 特養 四季の里 
新たな施設医療のあり方と看護

の役割 

13 特養 アダムスホーム 
楽しみや喜びのある食事を目指

して 

（第２分科会） 

1 特養 旭水荘 新人教育プロジェクト 

2 特養 備前多聞荘 不適切なケアの排除 

3 在宅 
あすなろ園柏台 

デイサービスセンター風の家 
興味関心を引き出す関わり 

4 在宅 
グリーンアンドリバーホー

ムデイサービスセンター 私たちが変わらなくっちゃ！ 

5 特養 浮洲園 暮らしを継続する 

6 在宅 
デイサービスセン

ターオパール 

自己肯定感を高めるための取り

組み 

7 特養 高寿園 その人らしさとは・・・ 

8 在宅 
小規模多機能居宅

介護縁 
地域の中心で縁を育む 

9 特養 緑山荘 気持ち良い毎日を！ 

10 在宅 
西部いこいの里 

通所介護事業所 
クラフトがつなぐ地域交流 

11 特養 牟佐げんき 特養から在宅へ移るまでの支援 

12 在宅 
藤田荘小規模多機能

型居宅介護事業所 
ＡＬＳと共に。 

    
 

  

１７．調査の実施 

名称 実施時期 

会員基礎データ確認調査 29.3 

 

 



１８．介護人材キャリアアップ研修支援事業 

名称 受講人数 

介護プロフェッショナルキャリア段位評価者（アセッサー）講習受講への支援 ４６名 

 

１９．情報誌の発行 

（1）情報誌『Ｂ－ＯＫ ぼっけぇ』Vol.４（平成 30年 2月 1日発行／3,000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 29.8.25 ﾋﾟｭｱﾘﾃｨまきび 福祉に関する意見交換 

岡山県県議会議員との懇談会に関

する対応報告会 
29.10.13 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 29.11.15 岡山県議会 予算編成に関する陳情・要望 

公明党政策（予算）要望懇談会 29.11.19 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 

 

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 

○岡山県地域公益活動推進センター運営委員会・地域公益推進会議への協力 

○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 

 ○岡山県看護協会への協力 

○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 

○岡山県地域包括ケアシステム学会への協力 

○岡山県国民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協力 

 ○岡山市地域包括支援センター運営協議会への協力 

 ○岡山市地域包括ケア連携会議への協力 

 ○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 

 ○倉敷市在宅医療・介護連携推進会議への協力 

 ○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 

 

〔研修会等の案内送付・取りまとめ・参加〕 

  ○岡山労働局が行う講習会の周知 

 ○岡山県労働基準協会が行うセミナーの周知 

○岡山県看護協会が行う交流会等の周知 

○岡山県社会保障推進協議会が行う講座の周知 

○岡山県医師会が行うセミナーの周知 

○岡山県病院協会が行うシンポジウムの周知 

○岡山市市民生活局安生課消費生活センターが行う講座の周知 

○岡山県社会福祉士会が行う研修会等の周知 

○岡山県社会福祉協議会が行う研修会等の周知 

○協同組合おかやま医療福祉ネットワークが行う研修会の周知 



〔共催・後援・協賛〕 

 ○「病院歯科介護研究会 第２０回総会・学術講演会」（病院歯科介護研究会）の後援 

○「第４２回岡山県介護福祉研究会／第３６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 

○「岡山県地域包括ケアシステム学会 第２回学術大会」（岡山県地域包括ケアシステム学会）の後援 

○「平成２９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 

○「笠岡市認知症介護研修センター講座」（笠岡市認知症介護研修センター）の後援 

○「医療・福祉第三者評価セミナー」（岡山県社会福祉士会）の後援 

○「第３回おかやま介護ＧＰ（グランプリ）２０１８」（岡山県介護福祉士会）の後援 

○「第９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 

○「介護サービス博覧会中四国」（岡山県ケアサービス関係者と利用者のマッチングプラザ実行委員会）の後援 

 

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 
29.5.23 

岡山県岡山市 

ﾋﾟｭｱﾘﾃｨまきび 

37名 

本県 8名 

①平成 28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（岡山県) 

②第 49回中国地区老人福祉施設研修大会について（島根県) 

③第 36回中国地区老人福祉施設長研修会について(広島市） 

④平成 29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(山口県) 

⑤その他 

第 2回 

役員・研修委員長会議 
（研修大会運営委員会） 

29.9.14 
島根県松江市 

島根県民会館 

36名 

本県 5名 

①第 49回中国地区老人福祉施設研修大会について 

②鳥取県中部地震に係る災害見舞金申請について 

③中国地区老人福祉施設協議会要望書について 

④第３６回中国地区老人福祉施設長研修会の開催について 

⑤第５０回中国地区老人福祉施設研修大会について 

⑥その他 

第 3回 

役員・研修委員長会議 
（研修大会運営委員会） 

29.11.6 
広島県広島市 

ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ 

38名 

本県 7名 

①第 36回中国地区老人福祉施設長研修会について 

②平成３０年度介護報酬改定等に向けた要望書について 

③中国地区老人福祉施設研修大会における発表事例数について 

④その他 

第 4回 

役員・研修委員長会議 
30.3.7 

広島県広島市 

広島ｶﾞｰﾃﾞﾝﾊﾟﾚｽ 

38名 

本県 6名 

①平成 29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 49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 36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 29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 30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中国地区老人福祉施設研修大会分科会構成のあり方 

⑦第 50回中国地区老人福祉施設研修大会の開催について 

⑧第 37回中国地区老人福祉施設長研修会の開催について 

⑨平成 30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 

⑩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 
29.5.23 

岡山県岡山市 

ﾋﾟｭｱﾘﾃｨまきび 

14名 

本県 3名 

①第 49回中国地区老人福祉施設研修大会について 

②第 36回中国地区老人福祉施設長研修会について 

③平成 29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 
30.3.7 

広島県広島市 

広島ｶﾞｰﾃﾞﾝﾊﾟﾚｽ 

14名 

本県 2名 

①第 49 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 36 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 29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中国地区老人福祉施設研修大会分科会構成のあり方について 

⑤第 50回中国地区老人福祉施設研修大会の開催について 

⑥第 37回中国地区老人福祉施設長研修会の開催について 

⑦平成 30 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 

⑧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 49 回中国地区

老 人 福 祉 施 設 

研修大会 

29.9.14 

  ～15 

島根県松江市 

島根県民会館他 

819名 

本県141名 

テーマ：『今こそ・高齢者福祉・介護の原点に立ち返る。 

～地域社会を支える拠点施設を目指して～』 

【開会式典】全老施協会長表彰（感謝）352名 内岡山県 88名 

      中国地区老施協会長表彰  533名 内岡山県 105名 

【基調報告】 

 全国老人福祉施設協議会 理事・統括幹事 瀬戸 雅嗣 氏 

【講演】『飯南町から発信!! 使える地域包括ケアシステムを 

つくる』 

講師：飯南病院 院長 角田 耕紀 氏 

【記念講演】『勝ち続ける組織の作り方 

～組織・教育・育成・改革論～』 

講師：青森山田高校 サッカー部監督 黒田 剛 氏 

【分科会】（発表：71） 

 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：12） 

 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） 

第 36 回中国地区

老人福祉施設長 

研修会 

29.11.6 

    ～7 
広島県広島市 

190名 

本県 31名 

テーマ：『施設機能を高めよう！～輝ける人づくり・地域づくり・

施設づくり～』 

【基調講演】 

全国老人福祉施設協議会 副会長 小泉 立志 氏 

【プレゼンテーション】 

【銀河クルーズ】 

【特別講演】 

 全国老人福祉施設協議会 副会長 内田 芳明 氏 

【記念講演】 

『戦艦大和から学ぶ、戦後日本の発展と平和』 

  講師：呉市海事歴史科学館（大和ミュージアム） 

館長 戸高 一成 氏 

中国ブロック 

カントリー 

ミーティング 

In山口 

29.11.30 

  ～12.1 
山口県山口市 

209名 

本県 24名 

テーマ：『KAIGO×Possibility 

―未来型老施協戦略―』 

【趣旨説明・課題提起】 

【基調報告 ・インプット】 

全国老人福祉施設協議会 

副会長 木村 哲之 氏 

【分科会】 

事前に選んだバズワード毎にグループ編成 

①事業戦略×制度・規制改革・展開 

 ②社会福祉法人×健康寿命の延伸 

 ③人材戦略×投資 

 ④未来型KAIGO×自立支援介護 

⑤事業戦略×生産性向上 

 ⑥社会福祉法人×地域貢献 

 ⑦人材戦略×働き方改革 

 ⑧未来型KAIGO×ブランディング 

 ⑨危機管理×災害 

【アウトプット・総合ディスカッション（分科会報告）】 

【特別講演】 

『今、老老介護を伝えたい  

～福祉の職員へのメッセージ～』 

講師：映画監督 佐々部 清 氏 



中国ﾌﾞﾛｯｸｶﾝﾄﾘｰ 

ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ in山口 

第 1回運営委員会 

29.11.16 山口県山口市 本県 2名 

①平成 29年度中国ブロックカントリーミーティング in 山口の運

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山口 

第 2回運営委員会 

29.11.30 山口県山口市 本県 3名 

①平成 29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 

  

 

２４．全国大会・会議・研修会 

（1）全国大会 

名称 年月日 場所 

第７４回全国老人福祉施設大会（福島大会） 29.11.14～15 福島県郡山市 

 

（2）研究会議 

名称 年月日 場所 

全国老人福祉施設研究会議（高知会議） 29.10.17～18 高知県高知市 

 

（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 

認知症介護基礎研修 29.10.17 熊本県 

認知症介護実践研修（実践者研修） 各県にて開催 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） 各県にて開催 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 

看護職員研修会 29.8.4 東京都 

社会福祉法人新会計基準実践的基礎講習 29.10.2～4 東京都 

社会福祉法人新会計基準実践的決算講習 30.2.7～9 東京都 

介護職専門研修会 29.11.24 大阪府 

いま介護現場に必要な ICT導入促進セミナー 30.3.27 東京都 

養護老人ホーム職種別研修会 30.2.9 東京都 

デイサービスセンター生活相談員研修会 29.11.27～28 東京都 

生活相談員研修会 30.1.15 愛知県 

災害派遣福祉チーム（全国老施協D-WAT）養成基礎研修 29.9.14～15,11.9～10 大阪府・仙台市 

 

（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 

社福改革・監査対応セミナー 29.9.11～12,9.25～26 大阪府・仙台市 

経営戦略セミナー 30.3.7～8,3.15～16 福岡県・東京都 
 

 


