
平成３０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 
30.6.15 きらめきプラザ 329名 

①議案 

1)平成 29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 29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)役員の選任について 

②その他当面する諸問題について 

1)岡山県老人福祉施設協議会研修計画について 

2)岡山県における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 

③講演 

『子連れ出勤で働き方改革』 

 モーハウス ＮＰＯ子連れスタイル推進協会 

代表 光畑 由佳 氏 

第 2回 

総会 
31.3.14 きらめきプラザ 346名 

①議案 

1)平成 30年度 岡山県老人福祉施設協議会 補正予算(案)について 

2)2019年度 岡山県老人福祉施設協議会 事業計画(案)について 

3)2019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 31-32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報告 

 各委員会・部会の進捗状況報告について 

③中央情勢報告 

 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 

④説明 

1)『おかやま☆フクシ・カイゴ職場 すまいる宣言』 

岡山県社会福祉協議会 福祉支援部 

2)『岡山県地域公益活動推進センター』 

  岡山県社会福祉協議会 地域福祉部 

 

２．理事会 

名称 年月日 場所 出席者 議題 

第 1回 

理事会 
30.5.23 きらめきプラザ 31名 

①平成 29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 29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岡山県老人福祉施設協議会研修計画について 

④事務委託契約について 

⑤報告 

1)会員老人福祉施設・事業所の入退会について 

2)各委員会委員・部会幹事の交代について 

⑥その他当面する諸問題について 

1)第 1回総会について 

2)平成30年度介護の日イベントについて 

3)平成 31年岡山県地域包括ケアシステム学会学術大会について 

4)平成30年度開催の研修会について 

5)岡山県地域公益活動推進センターについて 

6)その他 

第 2回 

理事会 
30.9.12 きらめきプラザ 26名 

①報告 

1)７月豪雨災害における被災施設状況について 

②義援金の配分方法について 

③会計科目の新設について 

④その他当面する諸問題について 

 1)平成30年度 7月豪雨関係の問題点について 

 2)介護福祉士会の研修会（認定介護福祉士）ついて 

3)老健事業特別養護老人ホーム等における看護体制強化のための調

査研究事業について 

4)第 3回岡山県地域包括ケアシステム学会学術大会について 

5)第 3回カイゴ男子・カイゴ女子発掘プロジェクトついて 



6)全国老施協Ｄ－ＷＡＴの登録について 

7)倉敷市連合医師会との連携について 

8)アセッサー補助金について 

9)岡山県地域公益活動推進センターの加入促進について 

10)その他 

第 3回 

理事会 
30.12.7 きらめきプラザ 23名 

①義援金の配分について 

②中国地区老人福祉施設協議会に対する義援金の取扱について 

③来年度の役員・委員会の新体制について 

④その他当面する諸問題について 

1) 代議員選挙（実行委員会）について 

 2) 第 2回総会について 

 3) 第 3回カイゴ男子・カイゴ女子発掘プロジェクトについて 

第 4回 

理事会 
31.2.14 きらめきプラザ 22名 

①報告 

1)平成 30年度事業進捗状況について 

②平成 30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 

③2019年度岡山県老人福祉施設協議会事業計画（案）について 

④2019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 

 1)平成 30年度第 2回総会について 

2)2019年度第 1回総会について 

3)21世紀委員会事業について 

 

３．監事会 

名称 年月日 場所 出席者 内容 

監事会 30.5.23 きらめきプラザ 5名 ①平成 29年度岡山県老人福祉施設協議会会計監査 

 

４．総務委員会 

名称 年月日 場所 出席者 内容 

総務委員会 30.12.18 きらめきプラザ 9名 

①会費支出の見直しについて 

②会費の取扱いについて 

③ホームページの運営状況について 

④来年度事業計画・予算について 

⑤その他当面する諸問題について 

 

５．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 
30.4.18 きらめきプラザ 14名 

①平成 30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 
30.12.12 きらめきプラザ 12名 

①平成 30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 

③2019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 

 

６．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 
30.4.27 きらめきプラザ 11名 

①平成 30年度事業について 

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 
30.7.3 きらめきプラザ 9名 

①特別養護老人ホーム定員の空き状況調査について 

②介護報酬改定後の加算算定状況調査について 

③その他当面する諸問題について 

第 3回 

調査研究委員会 
31.1.30 きらめきプラザ 8名 

①平成 30年度調査について 

②2019年度事業計画・予算について 

③その他当面する諸問題について 

 

 

 

 

 



７．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 
31.2.14 きらめきプラザ  8名 

①平成 30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 

②2019年度岡山県老人福祉施設協議会事業計画（案）について 

③2019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 

 

８．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 
30.5.16 きらめきプラザ 22名 

①各施設状況について 

②質疑応答および意見交換 

③平成 30年度事業計画について 

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 
30.11.15 倉敷市長楽荘 18名 

①倉敷市長楽荘 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 

31.2.7 きらめきプラザ 33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 

31.3.8 きらめきプラザ 33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 

 

９．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 

30.4.25 きらめきプラザ 6名 

①平成 30年度事業計画について 

②平成 30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

×養護老人ﾎｰﾑ部

会 

認知症介護実践 

研修会 

31.2.7 きらめきプラザ 33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 

31.3.8 きらめきプラザ 33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 

研修会 
30.10.22 きらめきプラザ 31名 

【事例発表】 

４施設 

①たもん荘 

②サンライフ・カドタ 

③さいわい 

④あかね 

 

１０．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 
30.5.11 きらめきプラザ 7名 

①平成 30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 
30.10.4 きらめきプラザ 6名 

①平成 30年度研修について 

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 3回部会 
31.1.25 きらめきプラザ 8名 

①第 3回研修について 

②2019年度事業計画・予算について 

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 

30.6.28 きらめきプラザ 62名 

【講義・演習】 

『H30回後報酬改定を受けて～地域においてﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽに求められる

機能は何か～』 

講師：・公益社団法人全国老人福祉施設協議会 

    在宅サービス委員長 武藤 岳人 氏 

   ・合同会社JAPAN UNITED HOME CARE 

    代表 田中 大悟 氏 

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ部会 

第 2回 

研修会 

30.10.18 きらめきプラザ 47名 

【講義・演習】 

『福祉・介護のキャリア・マナー研修会 

～キャリア・マナーで心と礼儀を育み、資質向上を図る～』 

講師：Brain Train 岡山 

代表  楠本 敦子 氏 

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ部会 

第 3回 

研修会 

30.12.11 きらめきプラザ 35名 

【講義・演習】 

『スローエアロビックによるレクリエーション研修会 

～いくつになっても、身体はよみがえる～』 

講師：岡山県エアロビック連盟 

事務局長  小竹森 麻衣子 氏 

理 事 長 大原 光紀子 氏 

 

１１．２１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 
30.6.6 きらめきﾌﾟﾗｻﾞ 6名 

①平成 30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 

30.7.17 きらめきﾌﾟﾗｻﾞ 22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福祉の職場見学・体験ツアーフォロー企画について 

③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 

第 2回 

幹事会 

31.2.12 きらめきﾌﾟﾗｻﾞ 25名 

①平成 30年事業のふりかえり 

②2019年度事業計画・予算について 

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 

30.11.14 きらめきﾌﾟﾗｻﾞ 9名 
①広報誌（B-OK）VOL.5の作成について 

②その他当面する諸問題について 

（株）ビザビとの

打合せ① 
30.6.18 きらめきﾌﾟﾗｻﾞ 4名 ①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 

30.8.22 きらめきﾌﾟﾗｻﾞ 11名 

①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について 

 （事前審査） 

②その他当面する諸問題について 

（株）ビザビとの

打合せ② 
30.9.13 きらめきﾌﾟﾗｻﾞ 3名 ①事前打合せ会・記者会見・ｳｫｰｷﾝｸﾞﾚｯｽﾝ打合せ 

21世紀委員会 

ｶｲｺﾞ男子・ｶｲｺﾞ女子発掘 
（事前打合せ会・記者会

見・ｳｫｰｷﾝｸﾞﾚｯｽﾝ） 

30.9.18 
きらめきﾌﾟﾗｻﾞ 

スタジオ 
29名 

①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について 

②出場者記者会見 ※報道３社 

③ウォーキングレッスン 

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 

30.10.1 きらめきﾌﾟﾗｻﾞ 15名 
①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について 

②その他当面する諸問題について 

吉本興業との打合

せ 
30.10.11 きらめきﾌﾟﾗｻﾞ 3名 ①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について 

21世紀委員会 

第 1回 

輝く kaigoの人達

写真パネル担当班 

30.9.7 きらめきﾌﾟﾗｻﾞ 9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 
30.6.25 きらめきﾌﾟﾗｻﾞ 70名 

①議案 

1)平成 29年度 21世紀委員会事業報告について 

2)平成 30年度 21世紀委員会事業計画について 

3)その他当面する諸問題について 

②記念講演 

「１００％の力を発揮する組織づくり 

～女子野球ワールドカップ５連覇の軌跡～」 

講師：侍 JAPAN女子野球日本代表前監督   

大倉 孝一 氏 

第３回 

カイゴ男子 

カイゴ女子 

発掘プロジェクト 

30.10.13 

イオンモール岡

山 

未来スクエア 

10,232

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３代目のカイゴ男子・カイゴ女子を選出。 

本審査は、「おかやま介護フェア２０１８」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 準ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ 高見 俊佑 特別養護老人ホーム恵風荘 

2  内田 有二 特別養護老人ホーム浮洲園 

3  渡邊 篤史 特別養護老人ホーム高寿園 

4  西山 泰雅 特別養護老人ホームサンライフみのり 

5 ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ 荻野 愼彌 特別養護老人ホーム倉敷シルバーセンター 

6  前川 剛志 特別養護老人ホーム山陽寿荘 

7  杉元 直人 特別養護老人ホームかもがわ荘 

【カイゴ女子部門】 

1 ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ 古南 真由 特別養護老人ホーム恵風荘 

2  斉藤 有香 特別養護老人ホーム浮洲園 

3  神寶 聡美 特別養護老人ホームきび庭瀬 

4 準ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ 丸尾奈々美 特別養護老人ホーム高寿園 

5  杉原 沙苗 特別養護老人ホーム高瀬 

6  植田 美希 特別養護老人ホーム吉備高原賀陽荘 

7  角一富美香 特別養護老人ホーム広虫荘 
 

福祉の職場見学・

体験ツアー フォ

ロー事業 

30.8.4 岡山コース 4名 ・養護老人ホーム松風園 

30.8.24 備前コース 8名 
・山陽国分寺保育園 

・特別養護老人ホーム山陽寿荘 

30.8.8 倉敷コース 7名 
・川﨑医療短期大学（博物館見学） 

・特別養護老人ホームのぞみ荘 

30.8.20 備中コース 2名 ・特別養護老人ホームセレーノ総社 



30.8.7 美作１コース 8名 
・特別養護老人ホーム高寿園 

・青空ワークス（ドローン体験） 

30.8.9 美作２コース 2名 ・特別養護老人ホーム高瀬ヒルサイドテラス 

輝く kaigoの 

人達 

写真パネル展示 

30. 

4.16～27 
岡山県庁 ― 

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 11枚 計 81枚） 

30.10.13 

イオンモール岡

山 

未来スクエア 

10,232

名 

30. 

11.5～9 
岡山県庁 ― 

31.1.28 

～2.8 
岡山市南区役所 ― 

31.2.19 
岡山ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｾﾝ

ﾀｰ 
170名 

 

１２．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 

30.4.13 きらめきプラザ 5名 
①平成 30年度研修会について 

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 2回 

幹事会 

30.12.14 きらめきプラザ 6名 

①30年度研修会の振返りについて 

②来年度の事業計画・予算について 

③来年度の体制について 

④その他当面する諸問題について 

地域密着型施設部会 

研修会 
30.9.28 ﾋﾟｭｱﾘﾃｨまきび 24名 

【講演】 

「できる！ ＩＣＴ導入と働き方改革！！ 

 ～厳しい今だからこそチャンス！！～」 

講師：社会福祉法人スマイリング・パーク 理事長 

宮崎県老人福祉サービス協議会 副会長 

       山田 一久 氏 

 

１３．研修会の開催 

名称 年月日 場所 参加者 内容 

高齢者虐待防止

研修会 

30. 

9.5～6 
きらめきプラザ 102名 

【講義・演習】 

『ケースメソッドによる高齢者虐待防止研修』 

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 

管理栄養士・栄養

士研修 
31.1.16 ﾋﾟｭｱﾘﾃｨまきび 92名 

【講義・演習】 

①開会 

 岡山県老人福祉施設協議会 会長 小泉 立志 氏 

「制度の中で栄養士に期待すること」 

 公益社団法人岡山県栄養士会 会長 坂本 八千代 氏 

「超高齢化社会に私たち管理栄養士がプロフェッショナルとして

貢献しよう！」 

②講義１   

特別養護老人ホーム岡山シルバーセンター 窪田 紀之 氏 

（日本栄養士会福祉事業部 岡山県リーダー） 

「平成 30年度介護報酬改定に関する栄養マネジメントのポイント」 

③講義２ 

 特別養護老人ホーム山陽寿荘 寺尾 幸子 氏 

 （岡山県栄養士会理事） 

「利用者のニーズを捉えるアセスメント」 

④演習 

「みんなで考える、利用者本位から利用者のニーズに沿った栄養ケア

計画書の作成」 



高齢者虐待防止

研修会 

【ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ】 

31.3.1 ﾋﾟｭｱﾘﾃｨまきび 47名 

【講義・演習】 

『ケースメソッドによる高齢者虐待防止研修（フォローアップ）』 

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 

 ※30.9.5-6に開催した「高齢者虐待防止研修」参加者を対象とした。 
 

 

１４．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 30年度 

（第 45回） 

岡山県老人福祉施

設職員研究発表会 

31.2.19 
岡山コンベン 

ションセンター 
170名 

【助言者】 

（第１分科会） 

岡山県立大学 保健福祉学部 准教授 原野 かおり 氏 

特別養護老人ホーム唐松荘 事務長 池田 和泉 氏 

（岡山県認知症介護指導者） 

（第２分科会） 

岡山県立大学 保健福祉学部 准教授 佐藤 ゆかり 氏 

居宅介護支援事業所 管理者 坂本 綾子 氏 

（岡山県認知症介護指導者） 

【発表内容】１７題 

（第１分科会） 

1 特養 アダムスホーム 
聴覚障害の利用者さんとの関わ

り 

2 養護 報恩積善会 環境改善 

3 軽費/ケア 
ケアハウスサン

ライフ・カドタ 

社会的支援を要する高齢者の受

け入れについて 

4 特養 藤田荘 言葉と気持ちがいつも裏腹 

5 軽費/ケア 
ケアハウスたも

ん荘 

リズムある生活を送るために 

6 養護 
作東寮養護老人

ホーム 

咲くリーン活動報告 

7 特養 高寿園 
買い物付きサロン「ここ楽！」

の取り組み 

8 養護 百楽苑 
連携を改善しサービスの質向上

をめざす 

（第２分科会） 

1 特養 藤田荘 
「事上練磨」西日本豪雨避難（生

活）に学ぶ 

2 特養 備前多聞荘 接遇意識の向上について 

3 在宅 

あすなろ園柏台

デイサービスセ

ンター 空の家 

デイサービスでのターミナルを

考える 

4 特養 みまさか園 すっきり気持ちよく 

5 在宅 西部いこいの里 
水が来た！その時役に立った

事、知った事。 

6 特養 緑山荘 施設の食事に関心を！ 

7 特養 きび庭瀬 #広がれ 地域支援 

8 在宅 
デイサービスあ

じさい 
手作業で脳の活性化 

9 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 

意欲を引き出す庭 

    
 

  

１５．調査の実施 

名称 実施時期 

会員基礎データ確認調査 30.4 

調査研究委員会 平成３０年度特別養護老人ホーム空き状況調査 30.4 

調査研究委員会 介護報酬改定後の加算取得状況等の調査 31.3 

 

１６．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 16名 

 



１７．情報誌の発行 

（1）情報誌『Ｂ－ＯＫ ぼっけぇ』Vol.５（平成 31年 2月 1日発行／4,000部） 

 

１８．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 30.8.24 ﾘｰｾﾝﾄｶﾙﾁｬｰﾎﾃﾙ 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 
30.10.15 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 
30.11.15 

30.11.19 
岡山県議会 予算編成に関する陳情・要望 

 

１９．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 

 ○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 

 ○災害派遣福祉チーム（DWAT）推進会議への協力 

 ○岡山県医師会禁煙推進協議会への協力 

 

〔研修会等の案内送付・取りまとめ・参加〕 

 ○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 

○岡山市ふれあい公社が行うフォーラムの周知 

○岡山県司法書士会が行う出前教室の周知 

○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２１回総会・学術講演会」（病院歯科介護研究会）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３回学術大会」（岡山県地域包括ケアシステム学会）の後援 

○「第４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 

○「介護サービス博覧会おかやま」の後援 



２０．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 
30.5.17 

岡山県岡山市 

ｱｰｸﾎﾃﾙ岡山 

32名 

本県 5名 

①平成 29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 

②第 50回中国地区老人福祉施設研修大会について（島根県) 

③第 37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 30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中国地区老人福祉施設協議会要望活動について 

⑥その他 

第 2回 

役員・研修委員長会議 
（研修会運営委員会） 

30.7.19 
山口県山口市 

ホテルかめ福 

31名 

本県 6名 

①第 37回中国地区老人福祉施設長研修会の運営について 

②平成 30年度 7月豪雨災害について 

③全国老施協への要望書の提出について 

④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 

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） 

30.8.30 
広島県広島市 

広島国際会議場 

38名 

本県 7名 

①第 50回中国地区老人福祉施設研修退会の運営について 

②全国老施協に対する平成31年度に向けた要望書について 

③その他 

第 4回 

役員・研修委員長会議 
31.3.5 

広島県広島市 

ﾎﾃﾙｾﾝﾁｭﾘｰ 21 

33名 

本県 6名 

①平成 30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 50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 37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 30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 31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 51回中国地区老人福祉施設研修大会の開催について 

⑦第 38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 31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 
30.5.17 

岡山県岡山市 

ｱｰｸﾎﾃﾙ岡山 

12名 

本県 2名 

①第 50回中国地区老人福祉施設研修大会について 

②第 37回中国地区老人福祉施設長研修会について 

③平成 30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 
31.3.5 

広島県広島市 

ﾎﾃﾙｾﾝﾁｭﾘｰ 21 

14名 

本県 2名 

①第 50 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 37 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 30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 51回中国地区老人福祉施設研修大会の開催について 

⑤第 38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 31 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 

⑦その他 
 

２１．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 50 回中国地区

老 人 福 祉 施 設 

研修大会 

30.8.30 

  ～31 

広島県広島市 

広島国際会議場 

785名 

本県113名 

テーマ：『輝ける人づくり・地域づくり・施設づくり 

～地域福祉の拠点として頼れる施設へ～』 

【開会式典】全老施協会長表彰（感謝）436名 内岡山県 85名 

      中国地区老施協会長表彰  403名 内岡山県 64名 

【特別講演】『ヒロシマから核兵器のない世界へ』 

   講師：広島市長 松井 一實 氏 

【基調講演】 

 全国老人福祉施設協議会 介護保険事業等経営委員会  

委員長 桝田 和平 氏 

【記念講演】『医学的に正しい高齢者との付き合い方、接し方』 

講師：医学博士 平松 類 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：12） 

 第３分科会  軽費老人ホーム・ケアハウス（発表：12） 

 第４分科会  在宅サービス（発表：12） 

第 37 回中国地区

老人福祉施設長 

研修会 

30.7.19 

   ～20 

山口県山口市 

ホテルかめ福 

191名 

本県 15名 

テーマ：『福祉・介護の本質を再確認～誇りをもって働ける組織を

めざして～』 

【記念講演】 

『人と人との絆、そして家族との絆』 

  講師：俳優 笹野 高史 氏 

【情勢報告】 

『介護報酬改定後の現状と課題』 

【交流会】 

【シンポジウム】中国地区老施協サミット 

『介護の本質とは？今あらためて“福祉”を議論する』 

  ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ：山口県老施協 会長 内田 芳明 氏 

 登壇者：各県・市老施協会長 

中国ブロック 

カントリー 

ミーティング 

In鳥取 

30.11.29 

    ～30 
鳥取県米子市 

221名 

本県 25名 

テーマ：『介護・福祉が未来を拓く 

     ―老施協ビジョン 2035―』 

【趣旨説明】 

【基調報告】 

公益社団法人全国老人福祉施設協議会 総務・組織委員会 

社会福祉法人改革対策本部長 本永 史郎 氏 

【インプット】 

 公益社団法人全国老人福祉施設協議会 21世紀委員会 

  幹事 服部 昭博 氏 

【分科会】 

  4会場に分かれ、6つのバズワードを基に議論 

【情報交換会】 

【特別講演】 

『逆境は成長のチャンス～プロフェッショナルとは何か～』 

講師：株式会社SC鳥取 

   ガイナーレ鳥取 代表取締役 GM 岡野 雅行 氏 

【アウトプット・総合ディスカッション（分科会報告）】 

中国ﾌﾞﾛｯｸｶﾝﾄﾘｰ 

ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ in鳥取 

第 1回運営委員会 

30.11.2 鳥取県米子市 
26名 

本県 2名 

①平成 30年度中国ブロックカントリーミーティング in 鳥取の運

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鳥取 

第 2回運営委員会 

30.11.29 鳥取県米子市 
42名 

本県 3名 

①平成 30年度中国ブロックカントリーミーティング in 鳥取の運

営について 

②その他当面する諸問題について 

  

 



２２．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（北九州大会） 30.11.20～21 福岡県北九州市 

 

（2）研究会議 

名称 年月日 場所 

全国老人福祉施設研究会議（北海道会議） 30.10.30～31 北海道札幌市 

 

（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 30.8.10 熊本県 

認知症介護実践研修（実践者研修） 各県にて開催 愛知県・名古屋市・熊本県 

認知症介護実践研修（実践リーダー研修） 30.8～11 北海道 

認知症介護フォーラム 31.3 東京都・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 30.8.20 東京都 

社会福祉法人会計基準実践的基礎講習 30.8.21～23 東京都 

社会福祉法人会計基準実践的決算講習 31.2.12～14 東京都 

社会福祉法人会計初任者研修 31.9 大阪府・仙台市 

生活相談員研修会 31.2.25～26 東京都 

施設ケアマネジャー研修会 30.4.20 東京都 

養護老人ホーム職種別研修会 30.12.10 長崎県 

管理栄養士・栄養士研修会 30.6.25 東京都 

機能訓練担当職員研修会 31.1.18 東京都 

デイサービスセンター生活相談員研修会 30.11.29 愛知県 

 

（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 30.5.29～30 東京都 

災害派遣福祉チーム全国老施協 D-WAT養成基礎研修 30.10・12 東京都・福岡県 

法人監査・リスクマネジメントセミナー 30.11.6 愛知県 

我が事まるごと地域共生セミナー 31.2 東京都 

在宅サービス３年戦略セミナー 30.11.29 愛知県 
 

 


