
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 開催回数

地区代表･委員 拡大役員会 役員会 5役会 拡大役員会 5役委員長会議 5役委員長会議 5役委員長会議 役員会

長会議 　4/18 5/2 6/6 8/3 9/5 10/24 12/27 2/6 3/1

高浜安立荘 御桜乃里 扶桑苑 やまゆり荘 東海の里 五条の里

総会 臨時総会 臨時総会 総会

5/23 7/18 9/19 11/21 1/16 3/19

委員会 委員会 委員会 委員会 委員会 委員会

4/11 6/6 8/22 10/24 12/12 2/6

額田の里 せんねん村 アメニティあさひ

7/11 10/20 3/19

第1回 第2,3,4回

8/29 9/5、14、26

委員会

2/26

蒲郡眺海園 蒲郡眺海園 蒲郡眺海園

6/26 10/20 2/15

ビラ・オレンジ 豊田福寿園

7/11 1/9

とよた苑

6/9

やすらぎの里 やすらぎの里

8/3 12/11

御桜乃里

4/28

ケア：春緑苑

　5/12

海外研修

委員会 野球大会 野球大会 野球大会 ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ大会 委員会 大会 委員会

4/24 8/30 9/12、26 10/12、26 11/25 1/26 2/27 3/26

委員会 委員会

4/21 6/29

養護：明範荘 高浜安立

6/7 3/1、3/7

ケア：聚楽 ふじの郷

7/19 2/26

委員会 委員会

5/8 2/9

洲原ほーむ 洲原ほーむ

11/20 3/2

短期：春緑苑

7/4

委員会 HPﾘﾆｭｰｱﾙ 委員会 委員会 委員会 ＩＴ担当者研修 委員会 委員会

4/27 会議　5/29 6/13 7/13 9/7 新和楽荘10/25 1/10 2/22

委員会 委員会

4/25 10/30

委員会 委員会 委員会

6/21 11/28 3/30

実行委員会 実行委員会 実行委員会 実行委員会 実行委員会

10/24,31 11/9 12/12 1/16,19,2/6 3/19

委員会 委員会 委員会 委員会

10/10 11/21 1/18 3/1

東海北陸ブ
ロックＣＭ

9回
ｶﾝﾄﾘｰﾐｰﾃｨ
ﾝｸﾞ2/19、20

3回
21世紀委員会

4回
社団化検討委員会

(11)

施設長研修

事務員研修

看護師研修

介護士研修

福祉QC研
修

新人研修

調理員研修

栄養士研修

生活相談員
研修

2回

1回

1回

(2)

(3)

経営制度委員会

施設長会議

ケアマネ講
習会

(4)

研修委員会

2回

3回

2回

1回

8回

回

10回

2回

2回

回

2回

1回

1回

2回

平成18年度事業実施一覧

役員会

(1)
9回

6回
4回

3回

回

6回

1回

1回
スイス、フィ
ンランド
9/28～10/5

3回

1回

大会運営委員会

通所介護事
業所研修

軽費・ｹｱﾊｳ
ｽ研修

養護老人ﾎｰ
ﾑ研修

施設推進委員会

2回

総会

(5)

(10)

(9)

広報委員会

(8)

(6)

在宅委員会

(7)

女性委員会

愛知たいよ
うの杜
11/10

グループ
ホーム研修

訪問介護事
業所研修

介護支援専
門員研修

在宅介護支
援センター
研修

蒲生会大和
ホーム
8/24



 

 

平成18年度事業報告内容 

 

(1) 役員会 
月日 場所 議題内容 参加人数 

4/8 愛知県老施協会議室 

・ 地区代表会議 

地区代表の役割について 

新規加入促進について 

・ 委員長会議 

委員会構成の確認について 

委員会活動の確認について 

委員会担当研修会の進め方について 

16名 

5/2 愛知県社会福祉会館 

・ 5.23総会について 

・ 東海北陸ブロックカントリーミーティング愛知大会開催について 

・ 組織強化について 

・ 委員会活動マニュアルについて 

・ ホームページバナー広告掲載について 

・ その他 

22名 

6/6 

 
愛知県社会福祉会館 

・ 平成19年度 在宅介護支援センター会費について 

・ 団体名称変更について 

・ 介護政治連盟創設について 

・ 諸規定について 

・ 日本福祉大学研修センターとの業務連携について 

・ ホームページリニューアルにおけるバナー広告の掲載について 

・ 事務職員（非常勤職員）の時給見直しについて 

・ 緊急ショートステイネットワーク化促進検討について 

・ ケアハウス事務手数料について 

・ 県社協情報ネットワークリンクについて 

8名 

（5 役・委員長）

8/3 愛知県老施協会議室 

・ 会則変更修正について 

・ 介護政治連盟又は後援会設立について 

・ 社団化検討委員会設置について 

・ 8.22役員会開催について 

・ 9.19 開催予定の施設長会議議題並びに名古屋市合同「横山ぎこう氏」基調

報告について 

5名 

（5役会） 

9/5 愛知県社会福祉会館 

・ 会則変更確認について 

・ 社団化検討委員会設置について 

・ 横山ぎこう後援会設置について 

・ 実習費用にかかる消費税負担について 

・ 9.19施設長会議について 

・ 海外研修団長指名について 

・ 上半期活動報告作成について 

・ 各委員会活動報告について 

・ 新設施設加入促進進捗状況 

・ 全国老施協と都道府県老施協との整合性について 

・ 公立・養護老人ホーム/厚生事業団・特別養護老人ホーム加入促進について 

・ 磯部副会長辞任に伴う後任人事について 

16名 



 

 

・ ホームページバナー広告について 

・ 平成18年度全国老施協認知症介護実践研修会の開催について 

・ 平成19年度東海北陸ブロック研究大会福井大会について 

・ 全老施協協議員の変更並びに推進母体の変更について 

・ 介護政治連盟寄付金について 

10/24 

 
愛知県社会福祉会館 

・ 全老施協組織内候補について 

・ 東海北陸ブロック認知症介護実践研修について 

・ 東海北陸ブロック研究大会福井大会実践発表エントリーについて 

・ 施設長会議(11.21)議題について 

・ 情報開示に伴なう調査員の素行調査について 

・ 各委員会報告 

14名 

（5 役・委員長）

12/27 愛知県社会福祉会館 

・ 各委員会報告 

・ 東海北陸ブロック研究大会福井大会について  

・ 東海北陸ブロックカントリーミーティング愛知大会進捗状況について 

・ 愛知県老施協大会(ＱＣ大会)準備進捗状況について 

・ 平成18年度 補正予算について 

・ 平成19年度 在宅介護支援センター会費検討について 

14名 

（5 役・委員長）

2/6 愛知県社会福祉会館 

・ 全国老施協代議員選出について 

・ 参議院選挙について  

・  「介護サービス情報の公表」制度要望書について 

・ 愛知県知事選挙について 

・ 各委員会報告 

12名 

（5 役・委員長）

3/1 愛知県社会福祉会館 

・ 会則変更について 

・ 全国老施協会長改選について 

・ 平成19年度 愛知県老施協 事業計画・予算について 

・ 平成19年度 一部役員変更について 

・ 「情報開示の公表制度」料金値下げ要望書について 

・ 社団化検討について 

・ 平成18年度 第6回施設長会議（3.19）について 

・ 各委員会報告 

・ 第4回東海北陸ブロック正副会長会議報告 

20名 

 

(2) 施設長会議・総会 
総会 

月日 場所 議題内容 
出席 

委任人数

5/23 愛知県社会福祉会館 
・ 平成17年度事業報告について 

・ 平成17年度収支決算報告について 
109名 

7/18 愛知県社会福祉会館 
・ 名称変更のための会則変更について 

・ 社団化検討委員会（特別委員会）の設置について 
112名 

9/19 名古屋逓信会館 
・ 磯部 栄副会長の辞任に伴う後任人事について 

・ ホームページ並びに情報ネットワーク管理規程の改正について 
109名 

3/19 愛知県社会福祉会館 
・ 会則変更について 

・ 平成19年度事業計画並びに予算について 
112名 

 



 

 

施設長会議 

月日 場所 議題内容 参加人数

5/23 愛知県社会福祉会館 

・ 行政説明 

愛知県健康福祉部高齢福祉課 施設グループ主幹 浅井俊治氏 

・ 事業説明 

愛知県社会福祉協議会 施設福祉部部長 熊谷美恵子氏 

・ 関連機関からの報告 

・ 協議事項 

緊急ネットワーク加算について 

アクティビティ加算について 

デイサービス（予防給付について） 

地区代表会議について 

委員長会議について 

・ 各委員会からの報告 

・ その他 

介護政治連盟加入について 

政治献金について 

レジデンシャルケア研究会議について 

訃報報告 

107名 

7/18 愛知県社会福祉会館 

・ 行政説明 

愛知県健康福祉部高齢福祉課 主任主査 長谷川智氏 

・ 事業説明 

愛知県社会福祉協議会 施設福祉部部長 熊谷美恵子氏 

・ 関連機関からの報告 

・ 協議事項 

介護実習費の消費税について 

身元引受人がみえない方の対応について 

会則変更について 

社団化検討委員会設置について 

介護政治連盟について 

ケアハウス事務手数料問題について 

ショートステイ緊急ネットワーク加算について 

諸規定整備について 

日本福祉大学研修センターとの連携について 
・ 各委員会からの報告 

・ アンケート調査報告 

・ 慶弔報告 

89名 

9/19 名古屋逓信会館 

・ 行政説明 

愛知県健康福祉部高齢福祉課 主任主査 長谷川智氏 

・ 事業説明 

愛知県社会福祉協議会 施設福祉部部長 熊谷美恵子氏 

・ 関連機関からの報告 

・ 協議事項 

特別養護老人ホームのユニット化について 

8.3 5役会報告 

介護福祉士養成にかかわる介護実習についての意見募集について 

92名 



 

 

平成19年度 東海北陸ブロック研究大会福井大会について 

・ 各委員会からの報告 

・ アンケート調査報告 

・ 慶弔報告 

・ その他 

海外研修壮行会 

全老施協認知症実践研修について 

平成18年度 介護政治連盟献金について 

11/21 愛知県社会福祉会館 

・ 行政説明 

愛知県健康福祉部高齢福祉課 課長補佐 牛島俊明氏 

・ 事業説明 

愛知県社会福祉協議会 施設福祉部部長 熊谷美恵子氏 

・ 関連機関からの報告 

・ 協議事項 

新卒の就職応募状況について 

フィリピン人看護師の採用について 

災害用備蓄物資の購入状況について 

介護実習費消費税徴収について 

・ 各委員会からの報告 

96名 

1/16 愛知県社会福祉会館 

・ 関連機関からの報告 

・ 協議事項 

地上デジタルテレビ放送開始に伴う施設の電波障害対策について 

特養配置医師の位置づけについて 

介護福祉士取得に対する見直し案に意見、及び愛知県老施協の考えを問う

平成19年度 東海北陸ブロック研究大会福井大会について 

東海北陸ブロックカントリーミーティングについて 

愛知県老施協大会について 

平成19年度在宅介護支援センター回避について 

横山ぎこう氏の公認取り消しについて 

老作展について 

・ 各委員会からの報告 

101名 

3/19 愛知県社会福祉会館 

・ 事業説明 

愛知県社会福祉協議会 施設福祉部部長 熊谷美恵子氏 

・ 関連機関からの報告 

・ 協議事項 

 介護報酬の見直しによる、加算の創設導入について 

 ＭＲＳＡの受入状況について 

「情報開示の公表制度」料金値下げについて 

社団化検討について 

・ 各委員会からの報告 

・ その他 

全老施協会長選挙について 

新規開所予定施設について 

101名 

 



 

 

(3) 経営制度委員会 
経営制度委員会 

月日 場所 議題内容 参加人数

4/11 愛知県社会福祉会館 

・ 養護老人ホーム見直しにかかる、三位一体改革により、特定施設の県に

よる拒否権について 

・ 介護サービス第三者評価事業について 

・ 施設長研修のあり方について 

17名 

6/6 愛知県社会福祉会館 

・ 施設長研修について 

・ 事務員研修について 

・ 介護支援専門員試験受験準備講習会について 

12名 

8/22 愛知県社会福祉会館 

・ 本年度から始まる情報公開に伴う調査について 

・ 全老施協から居宅介護支援事業所の特定施設の特定事業所集中減算の

正当な理由の範囲について愛知県の状況の質問について 

・ 10.20 施設長研修について 

11名 

10/24 愛知県社会福祉会館 

・ 情報開示にかかる調査についてのアンケートについて 

・ 今年度３回目の施設長研修会について 

・ 来年度採用予定の現状について 

14名 

12/12 愛知県社会福祉会館 

・ 第3回施設長研修について 

・ 情報開示に伴う調査について 

・ 次年度の経営制度委員会のありかたについて 

13名 

2/6 愛知県社会福祉会館 

・ 第3回施設長研修報告 

・ 来年度の活動計画について 

・ 県及び社協に提出する要望書の件 

・ 会員への情報提供の準備について 

12名 

施設長研修 

月日 場所 議題内容 講師 参加人数

7/11 愛知県社会福祉会館 

・ 講演 

「全国ボランティアフェスティバル

概要説明」 

「介護保険制度改正の解説」 

愛知県社会福祉協議会 

全国ボランティアフェスティバル準備室 

室長  鈴木 雅盛氏

 

57名 

10/20 栄ガスビル 

・ 講演 

「地域と社会福祉法人に求められ

るもの」 

・ 質疑応答 

厚生労働省老健局振興課 

課長 古都賢一氏
90名 

3/19 愛知県社会福祉会館 
・ 特養に求められる危機管理 読売新聞社会保障部 

次長 猪熊律子
85名 

事務員研修 

開催なし 

介護支援専門員試験受験準備講習会 

月日 場所 議題内容 講師 参加人数

8/29 アイリス愛知 高齢者支援展開論 

名古屋大学大学院 

医学研究科老年科学教室 

医師 益田雄一郎氏

98名 

9/5 アイリス愛知 高齢者支援展開論 

名古屋大学大学院 

医学研究科老年科学教室 

医師 益田雄一郎氏

102名 



 

 

9/14 アイリス愛知 介護保険制度論 
日本福祉大学中央福祉専門学校 

校長補佐 長岩嘉文氏
108名 

9/26 アイリス愛知 介護保険制度論 
日本福祉大学中央福祉専門学校 

校長補佐 長岩嘉文氏
100名 

 

(4) 研修委員会 
研修委員会 

月日 場所 議題内容 参加人数

2/26 愛知県社会福祉会館 
・ 平成18年度事業報告 

・ 平成19年度事業計画  
14名 

介護士研修 

月日 場所 議題内容 講師 参加人数

6/26 愛知県社会福祉会館 

・ テーマ 

 「身体拘束ゼロへ向けての課題と

取り組みについて」 

・ 午前の実践報告と問題提起に基

づくグループワーク 

発表施設 

むらさき野苑・武豊福寿園・蒲郡眺海

園 126名 

10/20 蒲郡市民会館 

・ 認知症ケアーにおける課題と取り

組みについて 

・ 午前の実践報告と問題提起に基

づくグループワーク 

発表施設 

ぬく森・第二さわらび荘・かわいの

里・蒲郡眺海園 
146名 

2/15 蒲郡市民会館 

・ テーマ 

 「ターミナルケアーへ向けての課

題と取り組みについて」 

・ 午前の実践報告と問題提起に基

づくグループワーク 

発表施設 

第二大和の里・形原眺海園・蒲郡眺

海園 98名 

看護師研修 

月日 場所 議題内容 講師 参加人数

7/11 愛知県社会福祉会館 

・ 講演 

「認知症の介護予防とリハビリの

促進」 

・ グループ討議 

・ グループ発表 

（医）さわらび会 福祉村病院 

理事長 山本孝之氏

120名 

1/9 愛知県社会福祉会館 

・ 講演 

「苦情に学ぶ介護・看護サービス

の質の向上について」 

・ 講演 

「上手な年のとり方」 

愛知県国民健康保険団体連合会  

介護サービス苦情処理委員  

河村尚治氏

仁大病院院長  

舟橋利彦氏

87名 

生活相談員研修 

月日 場所 議題内容 講師 参加人数

6/9 愛知県社会福祉会館 

・ 講義 

「介護サービス情報公表の理念と

現場としての課題」 

社団法人 愛知県社会福祉士会 

佐藤敦子氏 102名 

 



 

 

栄養士研修 

月日 場所 議題内容 講師 参加人数

8/3 愛知県社会福祉会館 

・ 講演 

「ＩＣＦを盛り込んだ栄養ケア・マネ

ジメントの取り組み」 

・ 経口維持加算のモニタリング 

・ グループ討議 

・ グループ発表 

愛厚ホーム 一宮苑  水野幸子氏 

92名 

12/11 愛知県社会福祉会館 

・ 講演 

「経口摂取に向けて～症例～」 

・ 講演 

「高齢者の栄養アセスメント」 

・ グループ討議 

・ グループ発表 

老人保健施設 すこやか苑 

安井芳子氏

豊川市民病院勤務 

愛知県栄養士会副会長 

藤野敏夫氏

85名 

調理員研修 

月日 場所 議題内容 講師 参加人数

11/10 愛知県社会福祉会館 

・ 講演 

「人生の最期までおいしく召し上

がっていただくには」 

・ グループ討議 

・ まとめ 

・ 発表 

東海学園大学人間健康学科 講師 

管理栄養士 竹川良子 氏 

 
63名 

新人研修 

月日 場所 議題内容 講師 参加人数

4/28 愛知県社会福祉会館 

・ 講演 

「施設職員としての人とのかかわり

について」 

セントラルオフィス 

天野真志氏 106名 

福祉ＱＣ研修 

月日 場所 議題内容 講師 参加人数

5/12 愛知県社会福祉会館 

・ 講義 

「福祉ＱＣ入門」 

・ モデル発表 

テーマ  

「寄り添うケアについて考えてみ

たい」 

・ グループ別演習 

特養 むらさき野苑  

事業部長 布施裕子氏

 

特養 ビラ・オレンジ  

サークル 「みはまフレンド」 

110名 

海外研修 

月日 場所 内容 参加人数

9/28～

10/5 
スイス、フィンランド 

海外高齢者施設の視察 
12名 

 

(5) 大会運営委員会 
大会運営委員会 

月日 場所 議題内容 参加人数

4/24 愛知県社会福祉会館 ・ 18年度の事業計画について 19名 



 

 

1/26 愛知県社会福祉会館 ・ 大会準備役割について 8名 

3/26 愛知県老施協会議室 ・ 愛知県老施協大会の反省について 9名 

野球大会 

月日 場所 内容 参加人数

8/30 小牧市民球場 
・ 野球大会 第1日目  

一回戦 2試合、二回戦 1試合  
6チーム

9/12 小牧市民球場 
・ 野球大会 第2日目  

二回戦 4試合  
8チーム

9/26 小牧市民球場 
・ 野球大会 第3日目  

二回戦 3試合  
8チーム

10/12 小牧市民球場 
・ 野球大会 第4日目  

三回戦 4試合  
8チーム

10/26 小牧市民球場 
・ 野球大会 第5日目  

準決勝戦、決勝戦 
4チーム

ボウリング大会 

月日 場所 内容 参加人数

11/25 幸田セントラルボウル ボウリング大会 12チーム

愛知県老人福祉施設大会 

月日 場所 内容 参加人数

2/27 愛知県産業貿易館 

愛知県老人福祉施設大会 

永年勤続表彰 

ＱＣ発表 

319名 

111名 

18 サークル

 

(6) 施設推進委員会 
施設推進委員会 

月日 場所 議題内容 参加人数

4/21 愛知県社会福祉会館 
・ 事業内容の企画・確認・役割分担について 

・ 委員構成の確認 
16名 

6/29 愛知県社会福祉会館 
・ ケアハウスの特別なサービス提供にかかわる件について 

・ 事務費一般財源化の影響及び対応策 
14名 

養護老人ホーム研修 

月日 場所 議題内容 講師 参加人数

6/7 明範荘養護老人ホーム 

・ 改正介護保険法に伴なう養護老人

ホーム経過措置経過後の対応に

ついて 

愛知県健康福祉部高齢福祉課  

主任主査 長谷川智氏 17名 

3/1 刈谷市民会館 

・ 講義 

「介護予防の概要」 

・ 実践 

「介護要望のための集団レクリエ

ーション」 

藤田保健衛生大学衛生学部 

リハビリテーション学科助教授 

作業療法士   河野光伸氏 20名 

3/7 養護老人ホーム誠和荘 
・ 介護保健サービス導入に伴なう諸

問題への対応 

 
10名 

 



 

 

軽費・ケアハウス研修 

月日 場所 議題内容 講師 参加人数

7/19 愛知県社会福祉会館 

・ グループ討議 

「軽費・ケアハウス職員のかかえ

る課題点、問題点」 

 

47名 

2/26 愛知県社会福祉会館 

・ グループ討議 

「前回の研修での問題点の復習と未

消化の問題点について討議」 

 

43名 

 

(7) 在宅委員会 
在宅委員会 

月日 場所 議題内容 参加人数

5/8 愛知県社会福祉会館 
・ 年間活動計画について 

・ 役割分担確認について 

 
18名 

2/9 愛知県社会福祉会館 
・ 平成18年度活動状況について 

・ 平成19年度事業計画について 
18名 

介護支援専門員研修 

開催なし 

通所介護事業所研修 

月日 場所 議題内容 講師 参加人数

8/24 愛知県社会福祉会館 

・ 口腔機能向上について 

 

・ 介護サービス情報の公表制度の

状況と対応について 

・ 情報公開制度の対応と今後の展

開の仕方・・・サービス現場からの

報告 

 

・情報公開制度に備えたシステム導

入・・・「ゆうりん個別ケアシステム」

のご紹介  

愛知県歯科衛生士会   

会長 池山豊子氏

ＮＰＯひだまりねっと  

事務局長 若山朋子氏

デイサービス伸陽    

管理者 岡田圭史氏

マウス・マウスデイサービスセンター 

  施設長 池山武嘉氏

株式会社 タケシバ電機  

名古屋営業所長 西森文彦氏

54名 

在宅介護支援センター研修 

月日 場所 議題内容 講師 参加人数

11/20 愛知県社会福祉会館 

・ 講義 

「在宅介護支援センターと地域包括

支援センターのプラットフォーム」 

・ 質疑応答 

日本福祉大学社会福祉学部社会福

祉学科 

教授 野口定久氏
50名 

3/2 愛知県社会福祉会館 

・ 講義 

「地域ケアの推進における在宅介

護支援センター、地域包括支援セ

ンターの役割」 

・ 質疑応答 

日本福祉大学大学院 

社会福祉学研究科教授  

平野隆之氏 48名 

 



 

 

訪問介護事業所研修 

月日 場所 議題内容 講師 参加人数

7/4 愛知県社会福祉会館 

・ 講義 

「訪問介護事業の現況」 

 

・ 講義 

「信頼される・選ばれる訪問介護

を展開するために」 

・ グループ討議 

・ グループ発表 

愛知県健康福祉部高齢福祉課 

介護保険指定指導グループ 

主任主査 中村幸二氏

愛知県介護福祉士会 

会長  岡田ヒロミ氏
36名 

グループホーム研修 

開催なし 

(8) 広報委員会 
広報委員会 

月日 場所 議題内容 参加人数

4/27 愛知県社会福祉会館 

・ 委員会の役割について 

・ 委員会活動の確認について 

・ 委員会担当研修会の進め方について 

10名 

5/29 愛知県老施協会議室 

・ ホーム・ページのリニューアルについて 

・ 各施設リンクについて 

・ 施設広報紙掲載推進について 

・ アンケート機能活用推進について日本福祉大学研修センターとの業務提

携について 

・ バナー広告の掲載について 

・ 情報ネットワーク規定について 

9名 

6/13 愛知県老施協会議室 

・ ホームページリニューアル会議の報告 

・ 各研修会の企画詳細及びアンケート機能の活用について 

・ ホームページに関する要望について 

・ 情報ネットワークに関する要望について 

・ 日本福祉大学研修センターとの業務連携について 

・ その他 

9名 

7/13 愛知県老施協会議室 

・ 「民老協の会則変更（案）」について 

・ 「ホームページ並びに情報ネットワーク管理規程（案）」について 

・ 「ホームページバナー広告掲載のご案内（案）」について 

・ 各研修会の企画詳細及びアンケート機能の活用について 

・ ホームページのリニューアルについて 

・ その他 

8名 

9/7 愛知県老施協会議室 

・ リニューアルホームページの最終確認（デモ）について 

・ 「ホームページ並びに情報ネットワーク管理規程」の改正について 

・ 「ホームページバナー広告掲載のご案内」について 

・ 各研修会の企画について 

15名 

1/10 愛知県老施協会議室 

・ ホームページ・ネットワークに対する要望事項について 

・ バナー広告の斡旋について 

・ 各研修会の企画推進について 

・ その他 

7名 



 

 

 

2/22 愛知県老施協会議室 

・ 平成18年度の総括について 

・ 平成19年度事業計画（案）について 

・ バナー広告の斡旋について 

5名 

情報ネットワークシステムＩＴ担当者研修 

月日 場所 議題内容 講師 参加人数

10/25 愛知県社会福祉会館 

・リニューアルホームページの取り

扱いについて 

・アンケート結果について 

（株）エフトス 

代表取締役 友久千秀 
50名 

 

(9) 女性委員会 
女性委員会 

月日 場所 議題内容 参加人数

4/25 
INTIME 

名古屋ショールーム 

・ 委員会構成確認 

・ 18年度事業計画 

事業内容企画及び役割分担 

・ 質疑応答他 

12名 

10/30 愛知県社会福祉会館 

・ 他施設の現状及び問題点と、その対応 

・ 新入会施設の確認 

・ 県監査指導状況、留意点、今後の要望事項 

16名 

 

(10) 21世紀委員会 
21世紀委員会 

月日 場所 議題内容 参加人数

6/21 愛知県社会福祉会館 
・ 平成18年度活動計画について 

・ 東海北陸ブロックカントリーミーティング開催当番県としての役割について
29名 

11/28 愛知県社会福祉会館 
・ 独自企画の具体化について 

・ 東海北陸ブロックカントリーミーティングの企画・運営について 
25名 

3/30 愛知県社会福祉会館 

・ 平成19年度事業計画について 

・ 平成18年度東海北陸ブロックカントリーミーティング開催報告 

・ 愛知県老施協21世紀委員会独自企画について 

12名 

東海北陸ブロックカントリーミーティング 

月日 場所 議題内容 参加人数

10/24 愛知県社会福祉会館 

・ 第1回実行委員会 

東海北陸ブロックカントリーミーティング概要説明 

カントリーミーティング業務分担について 

15名 

10/31 
ホテル 

キャッスルプラザ 

・ 第2回実行委員会 

会場の下見及び業者との調整 
8名 

11/9 愛知県社会福祉協議会 

・ 第3回実行委員会 

印刷製本費について 

収入について 

ブロック各県の割り当てについて 

事前レポートについて 

開催要綱の送付について 

今後の予定について 

8名 



 

 

 

12/12 特養 鳩の丘 

・ 第4回実行委員会 

開催要綱及び日程の変更について 

東海北陸ブロック正副会長会議について 

シンポジウムの司会並びに担当者について 

シンポジストの推薦について 

分科会・速報作成担当者について 

分科会実践報告者の選考方法について 

分科会会場について 

8名 

1/16 愛知県社会福祉協議会 

・ 第5回実行委員会 

参加申し込み及びアンケート提出状況について 

シンポジウムについて 

その他 

13名 

1/19 愛知県社会福祉協議会 

・ 東海北陸ブロックカントリーミーティング21世紀委員打合せ会 

カントリーミーティング詳細説明 

協議・報告 

20名 

2/6 特養 鳩の丘 
・ 第6回実行委員会 

日程確認 
11名 

2/6 
ホテル 

キャッスルプラザ 

・ 第7回実行委員会 

ホテル担当者とＪＴＢ担当者との最終調整 
12名 

2/19～20 
ホテル 

キャッスルプラザ 

・ 東海北陸ブロックカントリーミーティング愛知大会 
256名 

3/19 アイリス愛知 
・ 第8回実行委員会 

事業実施報告 
14名 

 

(11) 社団化検討委員会 
社団化検討委員会 

月日 場所 議題内容 講師 参加人数

10/10 愛知県社会福祉会館 
・ 社団法人の概要について 

・ 今後の日程について 

県高齢福祉課 

主事 成田政之氏
7名 

11/21 愛知県社会福祉会館 

・ 全国老施協及び新潟県老施協の

定款について 

・ その他 

愛知県社協 

福田事務局長 

丹羽総務部長 

8名 

1/18 兵庫県福祉センター 
・ 社団法人 兵庫県老人福祉事業協

会の視察 

 
6名 

3/1 愛知県社会福祉会館 ・ 社団化についての結論  8名 

 


