
平成16年度事業報告内容

（1）役員会

月 日 場 所 議題内容 参加人数

・副会長の指名 （第1回役員会）

・種別代表、地区代表の指名

・各委員長、担当研修委員長及び委員、
女性委員・21世紀委員の指名

・役員人事について （第2回役員会）

・愛知大会の開催と準備について

10月4日 愛知県社会福祉会館
・介護保険からの軽介護外しについての
新聞広告に関して

（第3回役員会） 17人

・新潟中越地震災害義援金の募金につ
いて

（第4回役員会）

・政治連盟への寄付金募集について

・新聞広告分担金の請求について

・愛知大会について

･報告 （第5回役員会）

災害義援金募金について

毎日新聞広告代の精算について

政治資金について

･議題

愛知大会開催の諸準備について

次期会長の役員会での推薦について

これからの名古屋市民老協との関係
について

・平成17年度事業計画及び予算について （第5回役員会）

1月11日

8月16日 民老協会議室

3月4日 民老協会議室

愛知県社会福祉会館

11月6日 アイリス愛知 14人

17人

4月3日 民老協会議室 18人

20人

18人



総会・臨時総会

月日 場所
出席、
委任人数

11月26日 愛知県社会福祉会館 131人

施設長会議

月日 場所 議題内容 来賓 参加人数

・行政説明 愛知県健康福祉部

高齢福祉課　牛島　敏明氏

・事業説明 愛知県社会福祉協議会

施設福祉部　熊谷美恵子部長

・報告事項

全国老人福祉施設協議会情勢報告

・連絡事項

第９回野球大会の開催について

・施設長変更施設の紹介

・新規加入施設の紹介

・次回当番施設の挨拶

・後援会組織の拡充と強化について

・介護保険制度の見直しへの対応につい
て

・事業説明 愛知県社会福祉協議会

施設福祉部　熊谷美恵子部長

・報告事項

第1回介護保険対策委員会報告

制度見直しの基本的な考え方について

中村ひろひこ氏当選についての経過
報告

・連絡事項

海外研修の開催のお知らせ

・施設長変更施設の紹介

・新規加入施設の紹介

・次回当番施設の挨拶

・平成17年度予算（案）について

議事内容

・事業執行計画並びに執行役員の承認について

・愛知・名古屋中村ひろひこ後援会の事業推進について

・平成15年度事業報告について

・平成15年度収支決算報告について

・会長の選出

132人

130人

・平成17年度事業計画（案）について

愛知県社会福祉会館

（2）施設長会議・総会

6月14日

5月17日 愛知県社会福祉会館

3月15日 愛知県社会福祉会館

愛知県社会福祉会館7月14日

4月22日 愛知県社会福祉会館

5月17日 愛知県社会福祉会館

69人

87人

110人

96人



月日 場所 議題内容 来賓 参加人数

・行政説明 愛知県健康福祉部

高齢福祉課　牛島　敏明氏

・事業説明 愛知県社会福祉協議会

施設福祉部　熊谷美恵子部長

・報告事項

新役員の紹介

政治資金の募金について

第2回介護保険対策委員会報告

第3回介護保険対策委員会報告

・連絡事項

第6回ボウリング大会について

民老協ホーム・ページへの広報紙掲載
について

・協議事項

愛知大会について

・新規加入施設の紹介

・次回当番施設の挨拶

・行政説明 愛知県健康福祉部

高齢福祉課　牛島　敏明氏

・事業説明 愛知県社会福祉協議会

施設福祉部　熊谷美恵子部長

・協議事項

愛知県会員意見無視による老施協会
費値上げに関して

・報告事項

広報（新聞広告）の報告ならびに必要
経費について

政治資金へのご協力方について

第9回職員野球大会の開催結果につ
いて

第4回介護保険対策委員会報告

海外研修の報告

・連絡事項

平成16年度永年勤続職員表彰につい
て

・協議事項

愛知大会について

・新規加入施設の紹介

・施設長変更施設の紹介

・新築移転施設の紹介

・次回当番施設の挨拶

愛知県社会福祉会館9月21日

愛知県社会福祉会館11月26日

93人

95人



月日 場所 議題内容 来賓 参加人数

・行政説明 愛知県健康福祉部

高齢福祉課　牛島　敏明氏

・事業説明 愛知県社会福祉協議会

施設福祉部　熊谷美恵子部長

･協議事項

愛知大会について

・報告事項

第5回介護保険対策委員会報告

21世紀委員会の報告

・施設長変更施設の紹介

・次回当番施設の挨拶

･協議事項

研修委員会の構成とあり方について

・報告事項

愛知大会の結果について

・連絡事項

平成17年度身体拘束廃止普及啓発事
業について

・施設長変更施設の紹介

・次回当番施設の挨拶

月日 場所 議題内容 講師 参加人数

・講義 日本小集団活動協会

｢今なぜ福祉ＱＣなのか｣ 事務局長　岡田　愛家氏

月日 場所 議題内容 講師 参加人数

・講義 小島社会保険労務士事務所

「労務管理上の諸問題について」 所長　小島　勇次氏

・グループワーク

｢事務業務で困っていること」

・講演 名南税理士法人　福祉事業部

「消費税の実務～今期中に行うべきこ
と～」

課長　井上　健氏

・質疑

89人3月15日 愛知県社会福祉会館

8月16日

（3）施設長研修

1月28日 愛知県社会福祉会館

84人2月16日

愛知県社会福祉会館

先進施設視察

愛知県社会福祉会館

7月14日

（4）事務員研修

長野県
依田窪特別養護老人
ホーム「ともしび」

3月24日
～25日

犬山国際観光セン
ター
フロイデ

85人

19人

87人

60人



月日 場所 議題内容 講師 参加人数

・講演 （株）松下創研コンサルタント

「接遇の重要性」 近畿大学短期大学部非常勤代行講師

・事例発表 淺水　肇　氏

・質疑応答

・講義 特別養護老人ホーム　むらさき野苑

「介護保険の制度と現状の課題」 施設長　磯部　栄　氏

・問題提起

・グループトーキング

・まとめ・質疑応答

月日 場所 議題内容 講師 参加人数

･講演 安藤病院副院長　　　　　　

「高齢者のショックについて」 大宮　孝氏

･質疑応答

・講演 社会福祉法人　嘉祥福祉会　理事長

「高齢者の感染症（予防と対策）」 安藤病院院長　河西あつ子氏

・質疑応答

・グループ討議

・グループ発表

月日 場所 議題内容 講師 参加人数

・講義 愛知県健康福祉部高齢福祉課

「監査からみた生活相談員の仕事」 主任主査　牛島敏明・安田信彦

・講義 特別養護老人ホーム　蒲郡眺海園

「生活相談員のあり方」 施設長　早川　昌宏氏

・問題提起

・グループトーキング

・発表

・まとめ・質疑応答

愛知県社会福祉会館8月12日

（6）看護師研修

（5）介護士研修

10月25日

（7）生活相談員研修

78人

95人3月2日 愛知県社会福祉会館

12月20日 愛知県社会福祉会館

愛知県社会福祉会館

115人

107人



月日 場所 議題内容 講師 参加人数

・講義
特別養護老人ホーム　愛知たいようの
杜

「ユニットケアへの取り組みと課題」 施設長　山口久美子氏

・グループトーキング

リスクマネジメント

その他

・講義 名古屋中央法律事務所

「『相談』とは何か」 弁護士　西野　康夫氏

・演題 特別養護老人ホーム　敬愛園

「食品衛生について」 施設長　川本敬一郎氏

・フリートーキング

月日 場所 議題内容 講師 参加人数

・講義（第１部） 運動指導士　中京大学研究員

「食事がおいしくなる体操」 宮崎　禄子氏

・講義（第2部） 名古屋女子大学　助教授

｢個別栄養管理を目指して｣ 管理栄養士　医学博士　今枝奈保美氏

・講演 新生会第一病院

「栄養アセスメントと介護食」 臨床栄養科　科長　井上　啓子氏

・身体計測の実習とアセスメント演習

・グループワーク

各施設での現状の取り組みと今後の
課題

月日 場所 議題内容 講師 参加人数

・実演・試食 （株）コメットカトウ

「スチームコンベクションオーブンを
使っての料理法」

フードコーディネーター　上原　明美氏

・質疑応答

・調理実習・試食 （株）コメットカトウ

「スチームコンベクションオーブンを
使っての料理法」

フードコーディネーター　上原　明美氏

・質疑応答

45人

愛知県社会福祉会館2月2日

（9）調理員研修

35人2月18日

88人

91人

86人12月10日 愛知県社会福祉会館

83人

（8）栄養士研修

東邦ガス
業務用ガス機器
ショールーム

11月12日

8月6日
東邦ガス
業務用ガス機器
ショールーム

愛知県社会福祉会館

愛知県社会福祉会館7月12日



月日 場所 議題内容 講師 参加人数

・国の養護老人ホーム制度改革の動きに
ついて

全国老人福祉施設協議会
施設推進委員長

養護老人ホーム　清月荘 

荘長　小寺　善藏氏

月日 場所 議題内容 講師 参加人数

・グループ討議

・講演
全国老施協　軽費老人ホーム分科会
長

「軽費老人ホームの将来像に関する最
新情報」

軽費老人ホーム　一乗ハイツ

施設長　一乗　玲子氏

･講義

「介護保険制度見直しについて」 軽費老人ホーム　若菜荘

―軽介護者への影響と介護予防― 施設長　武田和敏

･講師への質問・質疑応答

・グループ討議

月日 場所 議題内容 講師 参加人数

・県下通所介護事業所の現況 特別養護老人ホーム　くるみ荘　

・通所介護事業所の今後の課題と将来像 荘長　加藤　雅雄氏

月日 場所 議題内容 講師 参加人数

・講義 立命館大学産業社会学部

「今年度を振り返って」 教授　峰島　厚氏

･問題提起

・グループトーキング

40人

57人

59人

62人

12人

3月1日 愛知県社会福祉会館

6月28日

（11）軽費・ケアハウス研修

10月8日
養護老人ホーム
清月荘

愛知県社会福祉会館

3月22日 愛知県社会福祉会館

（12）通所介護研修

（14）新人研修

（13）在宅介護支援研修

11月16日

（10）養護老人ホーム研修

愛知県社会福祉会館



月日 場所 議題内容 講師 参加人数

・講義及び演習 特別養護老人ホーム　渥美福寿園

「福祉ＱＣ入門講座」 施設長　中立　次夫

・モデル発表及びパワーポイントのテク
ニック

デイサービスセンター　ジョイフル布袋

所長　井　真治

第2グレイスフル春日井

生活相談員　小出昌明

・プレ愛知大会

愛知大会でのＱＣ発表予選会

・愛知大会

ＱＣ発表

月日 場所 議題内容 講師 参加人数

･講義 特別養護老人ホーム　むらさき野苑

「介護保険制度見直しについて」 施設長　　磯部　栄氏

･講師への質問

･質疑応答

月日 場所 議題内容 講師 参加人数

・サービス評価研修会

特別講演
高齢者痴呆介護研究・研修大府セン
ター

「認知症に対する医学的知識」 センター長　柴山　漠人氏

・愛知県における外部評価の動向 愛知県健康福祉部高齢福祉課

・各評価機関のプレゼンテーション 主任主査　杉原優二、服部克己

82人

6サークル

24サークル

165人

110人

（17）グループホーム研修

愛知県社会福祉会館6月21日

（15）福祉ＱＣ研修・発表

愛知県社会福祉会館

2月23日 愛知県社会福祉会館

2月12日 名古屋国際会議場

1月25日

3月11日 19人愛知県社会福祉会館

（16）介護支援専門員研修



月日 場所 参加人数

・野球大会　第1日目

・野球大会　第2日目

・野球大会　第3日目

・野球大会　第4日目

・野球大会　第5日目

月日 場所 参加人数

・ボウリング大会

・永年勤続者表彰

月日 場所 参加人数

・大会日時、会場、内容の検討

・大会の役割分担の決定

・大会の役割分担の決定

・大会の役割分担の決定

・大会の役割分担の決定

・最終打ち合わせ

・第3回愛知大会

（19）愛知大会実行委員会

内容

三回戦　3試合

（18）福利厚生委員会

11月27日 幸田セントラルボウル

小牧市民球場10月7日

10月28日 小牧市民球場

2月12日 名古屋国際会議場

1月31日

6チーム
一回戦　2試合、二回戦　1試合

9月14日
二回戦　4試合

小牧市民球場

9月24日 小牧市民球場

8月31日 小牧市民球場

民老協会議室

民老協会議室

17チーム

6チーム

8チーム

25人

10人

6チーム

89人

12人

4チーム

17人

2月12日 名古屋国際会議場

10人

813人

11月26日 民老協会議室 10人

名古屋国際会議場

2月10日

民老協会議室

内容

愛知県社会福祉会館9月21日

8月16日

1月19日

内容

準決勝戦、決勝戦

二回戦　2試合、三回戦　1試合



月日 場所 議題内容 講師 参加人数

平成16年度 名古屋大学大学院

介護支援専門員試験受験準備講習会 医学研究科老年科学教室

高齢者支援展開論　前半 医師　益田雄一郎氏

平成16年度 名古屋大学大学院

介護支援専門員試験受験準備講習会 医学研究科老年科学教室

高齢者支援展開論　後半 医師　益田雄一郎氏

平成16年度

介護支援専門員試験受験準備講習会 日本福祉大学　中央福祉専門学校

介護保険制度論　総論 　校長補佐　長岩　嘉文氏

平成16年度

介護支援専門員試験受験準備講習会 日本福祉大学　中央福祉専門学校

介護保険制度論　各論 　校長補佐　長岩　嘉文氏

月日 場所 参加人数

愛知県社会福祉会館

94人

86人

87人

94人

10月3日

愛知県社会福祉会館

介護保険対策委員会

議題内容

介護支援専門員受験準備講習会

9月26日

愛知県社会福祉会館

愛知県社会福祉会館

（20）介護保険対策委員会

愛知県社会福祉会館

愛知県社会福祉会館

愛知県社会福祉会館

愛知県社会福祉会館

7月20日

5月20日

（1）今後の介護保険対策委員会の協議について

（4）身体拘束・老人虐待ゼロ推進について

（3）施設整備費補助金廃止について

（2）「軽介護切捨ての制度見直し」に関する緊急アンケートについて

（2）ターミナルケアを推進していく際に施設が越えなければならない課題とは

（１）「軽介護者切捨て阻止全国署名運動」の反響とデイサービスセンターの行方

9月3日

11月2日

（1）軽介護外し反対！大運動について

（2）介護予防について

（3）列島縦断フォーラムＩＮ東海（介護問題フォーラム）への意見書について（報告）

（2）特別養護老人ホーム等における不在者投票に関する要望書について

10人

8人1月13日 愛知県社会福祉会館

7人

11人

（2）介護保険事業を主とする社会福祉法人の在り方について

（1）感染性胃腸炎の発生・まん延防止について

（1）平成16年度介護保険対策委員会の進め方

10人

9月12日

8月29日



情報ネットワークＩＴ担当者講習会

月日 場所 議題内容 講師 参加人数

・情報ネットワークシステム改善箇所説明

・情報ネットワークシステム稼働状況報告

・情報ネットワークシステムへの要望

・施設内での情報ネットワーク活用につい
て

（社福）和敬会　児童養護施設八楽児
童寮

施設長　太田　一平氏

月日 場所 参加人数

月日 場所 参加人数

5月19日 愛知県社会福祉会館

内容

88人

（22）海外研修委員会

（21）広報委員会

9月23日
～30日

ギリシャ、オランダ

6人9月17日

高齢者介護海外研修 9人

愛知県社会福祉会館 事前セミナー

17人

（23）21世紀委員会

内容

1月12日 愛知県社会福祉会館 21世紀委員会の活動について


