
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

役員会 役員会 役員会 役員会 役員会 役員会

4/15 6/17 8/7 10/27 12/22 2/20,2/25

王寿園 ウエルコートみづほ 敬愛園 まどかの郷 彩幸 あい寿の丘 6回

総会　5/13 7/15 9/16 11/11 1/13 総会　3/16 2回

委員会 委員会 委員会 委員会

6/6 8/26 12/3 2/23

勅使苑

1/13

ｼﾞｮｲﾌﾙ江南

11/21

講習会 講習会

8/12 9/9,17,30

委員会 委員会

4/23 2/6

蒲郡眺海園 第二瑞光の里 永生苑豊橋

7/9 10/29 2/27

巴の里 巴の里

7/17 1/28

第二大和の里 第二大和の里

9/2 2/12

東和荘

11/5

やすらぎの里

11/13

御桜乃里 御桜乃里

4/25 12/12

（ケア）春緑苑

6/13

五条の里

2/9

施設ケアマ
ネ研修

1回

福祉QC研
修

2回

平成20年度事業実施一覧

役員会

(1)

4回

6回

2回

1回

1回

4回

2回

1回

1回

調理員研
修

新人研修

研修委員会

生活相談
員研修

(2)

(3)

経営制度委員会

施設長会議・総会

ケアマネ講
習会

施設長研
修

事務員研
修

3回

2回

2回

新任施設長
ガイダンス
7/15

栄養士研
修

(4)

看護師研
修

介護士研
修

2/9

委員会 委員会

5/26 1/20

就職相談会→ 野球大会 野球大会 ボウリング大会 愛知県老施協大会

9/18 9/2,9,11,24 10/23、28 11/29 2/20

委員会

7/15

(養護)高浜安立 (養護)高浜安立

8/8 1/31

若菜荘

12/16

委員会 委員会 委員会

6/9 11/27 3/12

しはとの郷

10/30

さわらび荘

12/8

かみさの家

2/3

委員会 委員会

8/22 2/6

HP作成研修 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ資料作成研修

11/1,2 12/6,7

委員会 委員会 委員会

4/18 9/2 1/28

委員会

6/11

委員会研修 委員会研修

7/14,25 8/11,21

委員会

8/20

委員会

5/13

岩崎あいの郷 岩崎あいの郷

ネ研修

事業 9回

2回

海外研修

1回

(13)
2回

1回

(8)

1回

（11）会員資格

（12）愛知県議会

養護老人
ﾎｰﾑ研修

施設推進委員会

軽費・ｹｱﾊ
ｳｽ研修

在宅介護支
援専門員研
修

(9)

検討小委員会

グループ
ホーム研修

(6)

(7)

在宅委員会

広報委員会

通所介護
事業所研
修

2回

3回

2回

1回

1回

1回

2回

1回

3回

研修 2回

大会運営委員会

(5)

陳情ＷＴ委員会
1回

研修

ポーランドチェコ
9/28～10/5

1回

21世紀委員会

女性委員会

(10)

11/7 2/24
2回

ユニットケア研修
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平成 20 年度事業報告内容 

 

(1) 役員会 

月日 場所 議題内容 参加人数 

4/15 愛知県社会福祉会館 

・ 平成19年度事業報告並びに決算報告について 

・ 委員会所属について 

・ 5.13 施設長会議・総会の進め方について 

・ 愛知県議会自民党「福祉議員連盟」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一部変更について 

・ 組織強化について 

・ リクルート情報QR コード普及について 

・ バナー広告募集について 

・ ウェルフェア 2008 介護・福祉の就職・転職説明会について 

・ 第13 回職員野球大会について 

21 名 

6/17 愛知県社会福祉会館 

・ 7.2 愛知県議会自民党福祉議員連盟総会での陳情内容について 

・ 7.15 施設長会議について 

・ 7.15 新任施設長ガイダンスについて 

・ 養護・軽費・ケアハウス基準省令改正について 

・ 日本福祉大学就職相談会について 

・ 予算要望書の取りまとめについて 

・ 平成２０年度 介護政治連盟寄付金について 

・ インドネシア介護人材受け入れ状況について 

・ 平成２０年度 全国老施協東海北陸ブロックカントリーミーティング岐阜・高

山大会参加申し込み状況について（7.1～2） 

・ウェルフェア２００８ブース出展報告（6.7） 

15 名 

8/7 愛知県社会福祉会館 

・平成20 年度 介護福祉士養成校長会要望事項について 

・平成20 年度 下半期各委員会研修会について（スケジュール・内容等） 

・平成20 年度 予算要望書について 

・平成20 年度 東海北陸ブロック三重大会について（9.3～4） 

・平成20 年度 日本福祉大学就職相談会について（9.18） 

・会員資格検討について(グループホーム・小規模多機能等) 

・11 月11 日「介護の日」事業検討について 

・第2 回愛知県介護関係団体連絡会議題等について（8.20） 

15 名 

10/27 愛知県老施協 事務局

・ 介護福祉士実習受け入れ講習義務化に伴う実習費検討について衛生管理

の徹底について 

・ 衛生管理の徹底について 

・ 新型インフルエンザについて 

・ 中村決戦ニュースについて 

・ 新聞スクラップについて 

11 名 

12/22 愛知県社会福祉会館 

・介護福祉士養成実習費用単価見直しについて 

・ 愛知県老施協施設長会議(1.13)について 

・ 平成21 年度 各委員会活動計画(案)について 

・ 平成20 年度 福祉QC 発表愛知大会(2.24)について 

・ 平成20 年度 全国老施協研究会議三重大会第1 分科会実践発表者につい

て(1.22～23)について  

21 名 
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・ 平成20 年度 介護福祉士養成校意見交換会(1.28)開催について 

・ 平成21年度 東海北陸ブロック老施協研究大会富山大会（8.4～5）について

・ カイスタネット加入促進キャンペーン実施について 

・ 会長報告 

・ 委員会報告（経営制度委員会・在宅委員会） 

2/20 愛知県社会福祉会館 
・全国老施協代議員選挙実行委員会立ち上げについて 

・その他 
7 名 

2/25 愛知県老施協会議室 

・1.22～23 全国老施協研究会議三重大会について 

・1.26 愛知県介護団体連絡会について 

・1.28 愛知県介護福祉士養成校意見交換会について 

・2.17 東海北陸ブロック正副会長会議について 

15 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

5/13 愛知県社会福祉会館 
・ 平成19 年度事業報告について 

・ 平成19 年度収支決算報告について 
128 名 

3/16 愛知県社会福祉会館 

・ 平成21 年度事業計画書（案）について 

・ 平成20 年度第一次補正予算（案）について 

・ 平成21 年度当初収支予算書（案）について 

・ 「賃金職員就業規則」ならびに「賃金職員に対する賃金支給方法等に関す

る細則」について 

・ 災害見舞金規程について 

・ 全国老施協代議員選出等について 

136 名 

施設長会議 

月日 場所 議題内容 参加人数

5/13 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 安田信彦氏 

・ 事業説明 

愛知県社会福祉協議会 施設福祉部部長 尾西 馨氏 

・ 中央情勢報告(全老施協)  

・ 関連機関との連携  

・ 役員会提出議題 
愛知県議会福祉議員連盟陳情について 

・ 会長報告 

・ 各委員会からの報告 

・ 施設長変更施設の紹介 

・ 施設名等変更施設の紹介 

・ 新規加入施設の紹介 

・ 次回当番施設の挨拶 

116 名 

7/15 愛知県社会福祉会館 

・ 来賓挨拶及び行政説明 

愛知県健康福祉部高齢福祉課 主幹 大塚康弘氏 
・ 中央情勢（全老施協）  会長代理報告関連機関との連携 

・ 役員会提出議題 

愛知県議会福祉議員連盟要望（報告）について 

105 名 
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軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準について 
・ 会員からの提出議題 

人材確保について 
・ 会長報告 

・ 各委員会からの報告 

・ 施設長変更施設の紹介 

・ 新規加入施設の紹介 

・ その他 

9/16 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 主幹 大塚康弘氏 

・ 中央情勢報告 

・ 関連機関からの報告 

・ 協議事項 

8.28 集中豪雨被害状況報告について（報告） 

平成21 年度愛知県予算要望書提出について（報告） 

食材料費の値上げについて 

入所者死亡時の対応のあり方について 

・ 会長報告 

・ 各委員会からの報告 

・ 施設長変更施設の紹介 

・ 新規加入施設の紹介 

・ その他 

109 名 

11/11 愛知県社会福祉会館 

・ 事業説明 

愛知県社会福祉協議会 施設福祉部副部長 松本和周氏 

・ 中央情勢報告 

・ 関連機関からの報告 

・ 協議事項 

「検死」要望書について 

「災害見舞金規程」について 

「委員会・研修会開催マニュアル」について 

「全国介護政治連盟への寄付金募集」について 

介護福祉士実習受け入れ講習義務化に伴う実習費検討について 

衛生管理の徹底について 

新型インフルエンザについて 

・ 会長報告 

・ 各委員会からの報告 

・ 施設長変更施設の紹介 

・ 新規加入施設の紹介 

・ その他 

114 名 

1/13 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 長屋庸二氏 

・ 中央情勢報告 

・ 関連機関からの報告 

・ 協議事項 

介護報酬3％ 給与2 万円ＵＰの誤解について 

第三者サービス評価推進委員会について 

120 名 
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・ 会長報告 

・ 各委員会からの報告 

・ 施設長変更施設の紹介 

・ 新規加入施設の紹介 

・ その他 

3/16 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 主幹 大塚康弘氏 

・ 事業説明 

愛知県社会福祉協議会 施設福祉部 部長 尾西 馨氏 

・ 中央情勢報告 

・ 関連機関からの報告 

・ 協議事項 

愛知県代議員選挙について 

・ 会長報告 

・ 各委員会からの報告 

・ 施設長変更施設の紹介 

・ 新規加入施設の紹介 

・ その他 

108 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

6/6 愛知県産業貿易会館 

・ 県議会自民党議員連盟に提出する要望書について 

・ 県予算要望書について 

・ 新任施設長に対する県老協からの説明会（新任施設長研修）の実

施について 

・ 施設長研修･事務員研修について 

14 名 

8/26 愛知県社会福祉会館 

・ 愛知県予算要望書の内容確認と提出について 

・ 平成１９年度における施設の実態調査について 

・ 介護報酬改定について 

・ 研修会について 

14 名 

12/3 愛知県社会福祉会館 

・ 指導者研修に伴う介護福祉士の実習費について（役員会からの検討議

題） 

・ 各種経費について調査内容等の検討について 

・給食関係の経費分析調査 

・水道光熱費の利用者1 人あたりの経費算出方法 

・エレベェーターのメンテ費用調査 

・おむつに係る経費調査 

・ 介護職員（介護福祉士）の基本給及び年収調査について 

12 名 

2/23 愛知県社会福祉会館 

・ 「第４期愛知県高齢者保健福祉計画（案）」に対する意見（パブリックコメン

ト）について 

・ 各種事業経費算出のためのアンケート項目について 

・ 介護報酬改定について 

12 名 
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施設長研修 

月日 場所 議題内容 講師 参加人数

7/15 愛知県社会福祉会館 

新任施設長ガイダンス 

・ 愛知県老施協の組織体制･事業内

容について 

・ 愛知県老施協との関連団体につ

いて 

・ 社会福祉法人と介護保険制度の

今後の動向について 

・ その他 

高齢者福祉事業連絡部会 

部会長 山本ゆかり氏

愛知県認知症グループホーム連絡

協議会     

 協会長 佐藤和夫氏

愛知県居宅支援事業者連絡協議会 

会長 岡田巌氏

愛知県高齢福祉課  

課長補佐 安田信彦氏

32 名 

1/13 愛知県社会福祉会館 
・ 公益法人の資産運用 

・ 新しい資産運用サービスの魅力 

野村證券株式会社 豊田支店 

プロダクト・マーケティング部 
108 名 

事務員研修 

月日 場所 議題内容 講師 参加人数

11/21 愛知県社会福祉会館 
・ 介護リスクマネージメントセミナー

「クレーム対応上級研修」 

（株）あいおいリスクコンサルティング 

上級研究員   白井周慶 氏
92 名 

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

8/12 アイリス愛知 高齢者支援展開論 
財団法人 岐阜健康管理センター

診療所長  医師 益田雄一郎氏
72 名 

9/9 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
72 名 

9/17 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
62 名 

9/30 アイリス愛知 高齢者支援展開論 
財団法人 岐阜健康管理センター

診療所長  医師 益田雄一郎氏
61 名 

 

(4) 研修委員会 

研修委員会 

月日 場所 議題内容 参加人数

4/23 愛知県社会福祉会館 

・ 平成20 年度役割分担について 

・ 海外研修について 

・ その他 

21 名 

2/6 愛知県社会福祉会館 
・ 平成21 年度事業計画案について 

・ 海外研修について 
19 名 

介護士研修 

月日 場所 議題内容 講師 参加人数

7/9 
蒲郡市民会館 

東ホール 

・ 発表施設からの実践報告 
「利用者とのコミュニケーションにお

ける課題について」 
・ 午前の実践報告と問題提起に基

づくグループワーク 

・ まとめ 

2 施設より発表 

高浜安立荘 

蒲郡眺海園 
137 名  
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10/29 
東邦ガス 業務用ガス

機器ショールーム 

・ 発表施設からの事例報告 
「ユニットケア方式における課題・取

組について」 

・ 実践報告・各施設の問題提起に基

づくグループワーク 

・ 各グループ発表 

５施設より発表 

東海福寿園 

高浜安立荘 

春緑苑 

ウィローふたば 

第二さわらび荘 

91 名 

2/27 
パラマウントベッド 

名古屋支店 

・ グループ討議 

・ 講義 

「ボディメカニクスの理論」 

「キネスティクの理論」 

・ 実技演習」 

・ グループ討議 

・ グループ発表 

・ まとめ 

名古屋柳城短期大学 

助手 渡辺敦子氏

76 名 

看護師研修 

月日 場所 議題内容 講師 参加人数

7/17 
豊田市総合体育館 

（スカイホール豊田） 

・ 講義  

「介護リハビリテーションの実際」 

特別養護老人ホーム巴の里 理学

療法士 松井 裕美
106 名 

1/28 豊田産業文化センター 

・ 講義 

「嚥下のメカニズムと食事介助の

ポイント」 

・ 「嚥下障害のある入所者への対応

について、理論と実技の両面から

実践的なスキルを身に付ける。」 

厚生連足助病院 耳鼻咽喉科 

医長 志賀 敦氏

厚生連足助病院 

看護師 太田垣亜紀氏

ほか嚥下委員会のメンバー 

130 名 

生活相談員研修 

月日 場所 議題内容 講師 参加人数

9/2 愛知県社会福祉会館 

・ 講義  

「生活相談員の組織における役割

と今後の課題について」 

 

社会福祉法人 東北福祉会 

せんだんの館 施設長  

東北福祉大学兼任講師 

  中里 仁氏

149 名 

2/12 愛知県社会福祉会館 

・ 講義 

「介護報酬改定概要について」 

「私の目指す特別養護老人ホーム経

営」 

社会福祉法人  杉和会 

特別養護老人ホーム 優・悠・邑 

理事長・施設長  若山 宏氏

 

128 名 

栄養士研修 

月日 場所 議題内容 講師 参加人数

11/5 
東邦ガス 業務用ガス

機器ショールーム 

・講演 

「老人を対象とした嚥下・摂食リハビ

リテーションについて」 

講師 藤田保健衛生大学医学部リハ

ビリテーション医学講座教授 

才藤栄一氏（医師）  

73 名 

調理員研修 

月日 場所 議題内容 講師 参加人数

11/13 
名古屋東生涯学習セン

ター 

・ 講演 

「高齢者にとって食べづらく飲みに

くい食品の調理法」 

講師 名古屋調理師専門学校   

講師  鈴木良武氏  67 名 
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新人研修 

月日 場所 議題内容 講師 参加人数

4/25 愛知県社会福祉会館 
・ 接遇マナーの基本について （株）SHE  

代表取締役  石郡英一氏
126 名 

12/12 愛知県社会福祉会館 

・ 「介護事故の予防、気づきを大切

に」 

日本福祉大学社会福祉総合研修セ

ンター 

研修講師  板部 美紀子氏

128 名 

福祉ＱＣ研修 

月日 場所 議題内容 講師 参加人数

6/13 
東邦ガス 業務用ガス

機器ショールーム 

・ ご利用者満足のための改善改革

を職員の皆さんの手で進める「福

祉QC」入門講座 

福福祉ＱＣドットコム     

岡田愛家氏 134 名  

施設ケアマネ研修 

月日 場所 議題内容 講師 参加人数

2/9 愛知県社会福祉会館 

・ 講義 

「施設ケアマネジャーのケアプラ

ン策定手順の原則について」 

・ 分科会 

・ 分科会発表及びまとめ 

特別養護老人ホーム レジデンス宮崎 

施設長 岡田 巌氏

104 名 

海外研修 

月日 場所 内容 参加人数

9/28～

10/5 
ポーランド・チェコ 

・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

5/26 愛知県老施協会議室 

・ 平成19 年度愛知県老人福祉施設大会の反省について 

・ 第13 回職員野球大会について 

・ ボウリング大会について 

・ 就職相談会の実施について 

・ 来年度、愛知大会について 

14 名 

1/20 愛知県老施協会議室 

・ 愛知県老人福祉施設大会について 

・ 野球大会について 

・ ボウリング大会について 

・ 愛知大会について 

12 名 

就職相談会 

月日 場所 議題内容 参加人数

9/18 
日本福祉大学 

美浜キャンパス 

・ 日本福祉大学の４年生・３年生への就職相談会  第２回開催 
42 法人 

野球大会 

月日 場所 内容 参加チーム

9/2 小牧市民球場 
・ 野球大会 第1 日目  

一回戦 1 試合 （雨のため、2 試合順延、1 試合不戦勝） 
2 チーム

9/9 小牧市民球場 
・ 野球大会 第1 日目 予備日 

一回戦 2 試合  
4 チーム
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9/11 小牧市民球場 
・ 野球大会 第2 日目  

一回戦 4 試合  
8 チーム

9/24 小牧市民球場 
・ 野球大会 第3 日目  

二回戦 3 試合（1 試合不戦勝） 
6 チーム

10/23 小牧市民球場 

・ 野球大会 第4 日目  

二回戦 4 試合（6 チーム棄権のため、1 試合） 

三回戦 4 試合（4 チーム棄権のため、2 試合） 

6 チーム

10/28 小牧市民球場 

・ 野球大会 第6 日目  

準決勝2 試合（相手チーム棄権のため、1 試合） 

決勝戦 

3 チーム

ボウリング大会 

月日 場所 内容 参加チーム

11/29 知立イーグルボウル 職員ボウリング大会 22 チーム

愛知県老人福祉施設大会 

月日 場所 内容 参加人数

2/20 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 

380 名 

123 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

7/15 愛知県社会福祉会館 

・ 軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準について 

・ 特別なサービスについてのアンケート 

・ 特定施設の指定事務について 

・ 平成２１年度予算要望アンケートについて 

18 名 

養護老人ホーム研修 

月日 場所 議題内容 参加人数

8/8 衣浦グランドホテル 

施設長研修 

・ 各養護老人ホームの現状報告について 

・ 「軽費・ケアハウス全国セミナー」について 

・ 今後の介護保険制度の改正に対する養護老人ホームとしての取組みに

ついて 

・ 平成21 年度愛知県・指定都市等に対する予算要望について 

・ 各施設から提案された議題等 

14 名 

1/31 高浜市中央公民館 
職員研修 

グループ回想法のすすめ方 

日本福祉大学高浜専門学校  

作業療法学科 

        学科長 来島修志氏 

27 名 

軽費・ケアハウス研修 

月日 場所 議題内容 講師 参加人数

12/16 愛知県社会福祉会館 

・軽費老人ホームの設備及び運営に

関する基準について 

・特別なサービスについて 

・愛知県健康福祉部高齢福祉課との

意見交換 

・その他 

愛知県健康福祉部高齢福祉課 

主幹 大塚康弘氏他2 名

60 名 
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(7) 在宅委員会 

在宅委員会 

月日 場所 議題内容 参加人数

6/9 愛知県社会福祉会館 

・ 平成20 年度活動計画確認等について 

・役割分担について 

・ 研修会企画にかかる意見集約について 

・ 在宅サービス一括研修（デイサービス、訪問介護、居宅介護支援、福祉用

具貸与など）一括研修の検討について 

・ 介護支援専門員受験準備講習会について 

・ 介護報酬算定、加算算定における請求取下げ事例、介護報酬返還事例の

実態調査について 

・ その他 

15 名 

11/27 愛知県社会福祉会館 

・ 活動計画進捗状況確認 

・ 介護支援専門員受験準備講習会について 

・ 在宅部門一括研修の検討 

・ その他 

12 名 

3/12 愛知県社会福祉会館 

・ 平成２１年度事業計画について 

・ 介護支援専門員受験準備講習会のあり方について 

・ 在宅サービス（デイサービス・訪問介護・居宅介護支援・福祉用具貸与な

ど）一括研修の検討について 

・ 地域防災協定締結モデル協定書について 

・ その他 

10 名 

在宅介護支援専門員研修 

月日 場所 議題内容 講師 参加人数

10/30 愛知県社会福祉会館 

・ 介護支援専門員業務に係る基本情

報シート（愛知県版）の意義と活用

方法について 

・ グループ討議 

愛知県居宅介護支援事業者連絡協

議会 ケアマネジャー部会 

医療法人財団 善常会  

リハビリテーション病院 

リハビリテーション部長  

熊谷泰臣氏.

80 名 

通所介護事業所研修 

月日 場所 議題内容 講師 参加人数

12/8 愛知県社会福祉会館 
・「事例と適に向き合うために ～支

援者特性を意識した工夫の提案～」

京ヶ峰岡田病院 

医局長 滝川英昭氏
85 名 

訪問介護事業所研修 

開催なし 

グループホーム研修 

月日 場所 議題内容 講師 参加人数

2/3 愛知県社会福祉会館 
・ パーソンセンタードケア 認知症研究研修大府センター 

中村裕子氏
40 名 
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(8) 広報委員会 

広報委員会 

月日 場所 議題内容 参加人数

8/22 愛知県老施協会議室 

・ 広報委員会主催研修について 

・ カイスタネット加入促進について 

・ ＪＳ ＪＯＢ登録促進について 

・ 月刊老施協モニター候補について 

7 名 

2/6 愛知県老施協会議室 

・ 平成21 年度事業計画（案）について 

バナー広告の協賛企業募集 

愛知県老施協求人システムについて 

研修会について 

8 名 

パソコン研修 

月日 場所 議題内容 講師 参加人数

11/1,2 
日本福祉大学 

半田キャンパス 

・ ホームページ作成ソフト「ホームペ

ージビルダー Ver.12」を使用して、

ホームページの構成、ホームペー

ジ作成・更新のための基礎操作、

ウェブサーバーへのアップロード

による外部への公開方法について

日本福祉大学 生涯学習センター 

河島絵奈氏

尾上えり子氏
14 名 

12/6,7 
日本福祉大学 

半田キャンパス 

・ プレゼンテーション資料作成ソフト

「PowerPoint」を使用して、シンプル

でメリハリのある資料作成、Word

やExcelを活用した図表やグラフ入

りの資料作成について 

日本福祉大学 社会連携課 

尾上えり子氏他スタッフ 7 名

37 名 

 

(9) 女性委員会 

女性委員会 

月日 場所 議題内容 参加人数

4/18 
INTIME 

名古屋ショールーム 

・ 人材確保の取り組みと魅力ある職場作り 

人材確保、職員離職の現状・その理由 
魅力ある職場作りのためにおこなっていること 

・ 介護福祉士養成校との交流会の開催について 
・ 女性フォーラム参加推進について 
・ 情報交換 

17 名 

9/2 
INTIME 

名古屋ショールーム 

・ 女性ならではの経営戦略 

・ 介護福祉養成校との交流会の開催：引き続き交流会への参加のよびかけ 

・ 女性フォーラム参加推進 

・ 福祉人材就職フェアに対するパブリックコメント 

17 名 

1/28 アイリス愛知 
・ 介護福祉士養成校より、平成21 年度学生募集状況について 

・ その他 

13 名 

養成校24 名
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(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

6/11 
豊橋市民センター 

カリオンビル 

・ 今年度の運営方針について 
・ 独自企画の推進 

『研修チーム』からの報告 
『コンテンツチーム』からの報告 

・ その他 
・ 各チームミーティング 

20 名 

21 世紀委員会研修 

月日 場所 議題内容 講師 参加人数

7/14,8/11 

 

7/25,8/21 

愛知県社会福祉会館 

 

豊橋市民センター 

カリオンビル 

・講義 

『人を活かすコーチングの技術』 

株式会社コーチング・システムズ 
マネージングディレクター兼 
プロフェッショナルコーチ 

稲垣 友仁氏 

延べ 

195 名 

 

(11) 会員資格検討小委員会 

会員資格検討小委員会 

月日 場所 議題内容 参加人数

8/20 愛知県社会福祉会館 

・会費割引検討について 

・「訪問介護事業所」「居宅介護支援事業所」「福祉用具貸与事業所」「小規模

多機能型居宅介護事業所」等の会員資格検討について 

7 名 

 
(12) 愛知県議会陳情ＷＴ委員会 

愛知県議会陳情ＷＴ委員会 

月日 場所 議題内容 参加人数

5/13 愛知県社会福祉会館 
・愛知県議会自民党福祉議員連盟陳情書作成について 

・その他 
6 名 

 
(13) ユニットケア研修 

月日 場所 議題内容 講師 参加人数

11/7 愛知県社会福祉会館  

・ ユニットケアの基本 

・ ユニットのハードとしつらえ 

 

認知症介護研究・研修東京センター

ユニットケア推進室 

           室長  秋葉都子氏
99 名 

2/24 愛知県社会福祉会館  

・ 個別ケア実践のための秘密兵器：

24 時間シート 

・ 24 時間シートの作成のポイント 

認知症介護研究・研修東京センター

ユニットケア推進室 

室長  秋葉都子氏

専門官 石田 誠氏

103 名 
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