
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

4/12 6/17 8/9 10/25 12/27 2/1

なのはな苑 ゆうあい 阿久比一期一会荘 第二大和の里 長寿の里 すばる 6回

総会　5/17 臨時総会7/12 臨時総会9/6 11/22 1/17 総会　3/9 4回

委員会 委員会 委員会 委員会

6/17 8/9 10/25 2/13

委員会 委員会 委員会

6/3 10/12 2/13

緊急施設長研修 ゆうあい 日進ホーム ケア：いわくら

5/17 7/12 10/24 1/18

委員会 委員会

5/12 8/11

あい寿の丘

3/5

あい寿の丘

11/2

東海福寿園 東海福寿園

9/26 2/24

ほほえみの里

8/8

御桜乃里 田原福寿園

5/24 3/8

第二大和の里

6/28,29

ゆうあい

9/13

4/26

　 講義 講義 演習 実地研修

演習 実地研修

委員会 委員会 委員会

6/16 12/6 1/13

野球大会 就職相談会 ボウリング大会 愛知県老施協大会

9/7～11/2 10/17 11/26 2/28

委員会

6/28

職員研修 施設長研修

12/13 1/20

若菜荘 若菜荘

4/27 2/9

委員会 委員会 委員会

5/11 11/16 3/1

シルバーピアかりや

11/28

さわらび荘

9/7

短期：春緑苑

11/29

喜寿苑

2/2

第1回 第2回、第3回 第4回

7/15 8/11、29 9/2

委員会 委員会 委員会

6/7 10/7 2/20

中日介護展 パソコン研修

10/16 1/14、21

委員会 委員会 委員会

6/24 10/26 1/31

委員会 委員会 委員会 委員会 委員会

6/16 8/26 10/21 12/13 1/17

ウェルフェア

5/21

(4)
3回

介護保険事業経営委員会

(8)
1回

軽費ケアハウス運営委員会

2回

1回

養護運営委員会

痰の吸引実施の
為の研修

研修

3回

1回

グループホー
ム研修

広報委員会

(11)

(10)

軽費・ｹｱﾊｳｽ
研修

事業

(7)

3回

事業

2回

(12)
5回

福祉人材対策委員会

3回

2回

1回

1回

2回

看護師研修

新任施設長
研修

施設ケアマネ
研修

大会・企画運営委員会

(6)

平成23年度事業実施一覧

役員会

(1)

4回

1回

6回

4回施設長研修

(5)

(2)

(3)

総務・組織委員会

施設長会議・総会

福祉ＱＣ管理者研修

福祉ＱＣ研修

新人研修

看護職・介護職
合同研修

研修委員会

生活相談員
研修

栄養士研修

研修

1回

1回

2回

1回

21世紀委員会

養護老人
ホーム研修

4回

(9)

在宅ケア推進委員会

4回

1回

2回

2回

在宅介護支援専
門員研修

ケアマネ講習
会

通所介護事業
所研修

訪問介護研
修

2回

1回

1回

養護・軽費合同
委員会　9/30

ﾄﾗﾝｽﾌｧｰﾃｸﾆｯｸ
研修 11.29,30

介護ﾘｰﾀﾞｰｽｷﾙｱｯ

ﾌﾟ研修 　7/26,27

養護・軽費合同
委員会　9/30

3回

2回

1
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平成 23 年度事業報告内容 

(1) 役員会 

月日 場所 議題内容 参加人数 

4/12 愛知県社会福祉会館 

・ 平成23-24 年度 愛知県老施協地区代表選出(案)諮問について 

・ 定期総会招集について 

・ 平成22 年度事業報告について 

・ 平成22 年度決算について 

・ 平成23 年度各委員会活動について 

・ 組織強化について 

・ 東北地方太平洋沖地震支援活動進捗状況について 

・ 全国老施協会長選挙結果について 

25 名 

6/17 愛知県社会福祉会館 

・ 平成24 年度愛知県予算要望書について 

・ 平成22 年度会費未納施設督促状について 

・ 小規模特養会員資格並びに会費徴収検討について 

・ 平成24 年度社会福祉士並びに介護福祉士実習指導費検討について 

・ 全国老施協＜指導監査対応室担当者＞選任について 

・ 新設施設新規加入促進について 

・ 節電対策アンケート調査結果について 

・ 介護政治連盟寄付金募金について 

・ 7.12 施設長会議次第・臨時施設長研修会開催について 

・ 東日本大震災義援金中間報告について 

・ 東日本大震災災害支援ボランティア派遣について 

・ 生活関連医的行為研修会開催について 

15 名 

8/9 愛知県社会福祉会館 

・ 会則の一部変更について 

・ 大道洋子副会長他後任人事について 

・ 9 月施設長会議並びに臨時総会の開催について 

・ 自由民主党愛知県支部県議会議員勉強会について 

・ 平成23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富山大会役

割分担について 

・ 平成23 年度介護の日「ふれあい広場」ブース出展について 

・ 東日本大震災義援金被災県老施協配分について 

・ 介護政治連盟寄付金募金について 

・ 平成23 年度会費未納施設入金のお願いについて 

・ 小規模特養会員資格並びに会費徴収検討について 

・ 平成24 年度社会福祉士並びに介護福祉士実習指導費検討について 

・ 施設新規加入促進について 

・ 東日本大震災災害ボランティア派遣について 

・ たん吸引研修事業について 

・ 吉田一平氏応援団について 

14 名 
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10/25 愛知県社会福祉会館 

・ 東日本大震災義援金について 

・ 台風15 号被害状況について 

・ 9.8-9 平成23 年度東海北陸ブロックカントリーミーティングｉｎ富山について 

・ 9.11-17 と 9.25-10.1 災害ボランティア派遣事業について 

・ 9.21 全国老施協指導監査担当者全国会議について 

・ 10.4-5 全国研究会議岡山会議視察について 

・ 10.13 喀痰吸引研修事業について 

・ 10.16 中日新聞介護展について 

・ 10.24 介護福祉養成校意見交換会について 

・ 11.8-10 全国老施協高知大会について 

・ 愛知県老施協・名古屋市老施協（合同）介護ボランティア派遣について 

・ 11.11 介護の日ふれあい広場ブース出展について 

・ 11.18「Ｈ24 実行委員会」開催について 

・ 11.22 施設長会議・災害ボランティア報告会について 

・ 上半期委員会報告 

・ 介護政治連盟寄付金募集延長について 

23 名 

12/27 愛知県社会福祉会館 

・ 喀痰吸引研修事業契約等について 

・ 12.9 介護福祉士養成校校長会について 

・ 平成24-25 年度愛知県社協高齢者部会役員改選推薦（案）について 

・ 平成24 年度事業計画・各委員会担当研修会方針について 

・ 1.17 介護福祉士養成校意見交換会開催について 

・ 委員会報告 

・ 平成24 年度介護報酬改定率について 

23 名 

2/1 愛知県社会福祉会館 

・ 平成24 年度愛知県老施協事業計画・予算について 

・ 介護実習指導費値上げ時期凍結について 

・ 社会福祉士養成校実習単価見直しについて 

・ 介護福祉士養成校「実習指導在り方検討委員会」の設置について 

・ くすのきの里退会届について 

・ 愛知県災害時協力協定締結について 

・ 地区区分見直しについて 

・ 3.9 施設長会議・定期総会・東日本大震災防災フォーラム開催について 

・ 事務局職員の時給値上げについて 

・ 会則の変更について 

17 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） 

5/17 愛知県社会福祉会館 

・ 平成22 年度事業報告（案）について 

・ 平成22 年度収支決算報告（案）について 

・ 各委員会構成並びに地区代表の変更について 

141 名 

（34 名） 

7/12 愛知県社会福祉会館 

・ 介護職員たん吸引等研修事業について（愛知県委託） 

・ 東日本大震災災害ボランティア派遣事業について 

・ 東日本大震災義援金中間報告について 

148 名 

（29 名） 
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9/6 アイリス愛知 

・ 役員人事について（大道洋子副会長後任人事案） 

・ 会則変更について（会員資格喪失、小規模特養会費設定） 

・ 東日本大震災義援金配分について 

・ 平成24 年度全国老人福祉施設研究会議（愛知・名古屋大会）について    

・ 当初予算における予備費及び科目間流用について 

134 名 

（29 名） 

3/9 愛知県社会福祉会館 

・ 平成24 年度愛知県老施協事業計画（案）について 

・ 平成24 年度愛知県老施協予算（案）について 

・ 役員人事（案）について 

・ 愛知県老施協会則の一部改廃（案）について 

131 名 

（38 名） 

施設長会議 

月日 場所 議題内容 参加人数

5/17 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施設グループ 課長  朝倉信也氏 

愛知県社会福祉協議会施設福祉部        主事  舟橋克弥氏 

・ 中央情勢報告(全老施協)  

・ 関連機関との連携 

・ 会長報告 

 全国老施協会長選挙について 

「東日本大震災」の進捗状況について 

 規制・制度改革に係る方針について 

 社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利

用者負担額軽減制度事業」について 

介護護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部改正をする法

律案要綱 について 

・ 施設長変更施設・市町村合併に伴う施設住所変更新規加入施設の紹介 

・ 次回当番施設の挨拶 

・ バナー広告協賛業者プレゼンテーション 

・ 各委員会報告 

135 名 

7/12 愛知県社会福祉会館 

・ 春の叙勲「瑞宝双光章」報告について 

・ 来賓挨拶及び行政説明 

愛知県健康福祉部高齢福祉課施設グループ  主幹 池田 律氏 

愛知県社会福祉協議会施設福祉部        主事 舟橋克弥氏 

・ 平成24 年度愛知県予算要望書 

・ 関連期間との連携 

・ 会長報告 

平成22 年度会費未納施設への納入依頼について 

全国老施協 [指導監査対応室担当者] 選任について 

サービス付き高齢者住宅について 

平成23 年度東海北陸ブロック老人福祉施設研究大会石川大会について 

平成23 年度東海北陸ブロックカントリーミーティング富山大会について 

介護政治連盟寄付金募集について 

・ 東日本大震災の介護職員派遣について（名古屋市老施協会長から） 

・ 各委員会報告 

・ 施設長変更施設の紹介 

・ 次回当番施設の挨拶 

・ バナー広告協賛業者プレゼンテーション 

127 名 
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9/6 アイリス愛知 

・ 来賓挨拶及び行政説明 

・ 各委員会報告 

・ バナー広告協賛業者プレゼンテーション 

・ 会員提出議題 

・ 役員会提出議題 

平成24 年度社会福祉援助技術現場実習の実習費について 

・ 会長報告 

特別養護老人ホームにおける認知症高齢者の原因疾患別アプローチとケ

アの在り方調査研究 

特別養護老人ホームにおける介護支援専門員及び生活相談員の業務実

態調査研究 

自立支援介護実践研究事業について 

復興への提言～悲惨のなかの希望～ 

復興に係る諸課題について 

第68 回全国老人福祉施設大会（高知大会）について 

平成23 年度全国老施協研究会議（岡山会議）について 

 8.6 自由民主党愛知県支部議員勉強会報告について 

平成22 年介護事業経営概況調査（結果）について 

平成22 年度全国老施協経営概況調査（結果）について 

・ 施設長変更施設の紹介 

・ 次回当番施設の挨拶 

・ バナー広告協賛業者プレゼンテーション 

117 名 

11/22 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施設グループ   主幹 池田 律氏 

・ 役員会提出議題 

平成24年度東海北陸ブロックカントリーミーティングﾞin愛知・名古屋 実行

委員会設置について 

平成 24 年度全国老施協研究会議愛知・名古屋会議実行委員会設置につ

いて  

平成24 年度社会福祉士・介護福祉士現場実習の実習費改定について 

愛知県老施協「東日本大震災」義援金報告について  

・ 会長報告 

介護報酬改定等に関する要望事項について 

平成24 年度予算概算要求の主要事項について 

社会保障審議会介護給付費分科会(第80 回)について 

平成22 年度介護労働実態調査結果について 

社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部を改正する省令案につい

て （喀痰吸引等関係） 

介護ボランティア派遣について 

台風15 号被害状況報告について 

・ 上半期委員会報告 

・ バナー広告協賛業者プレゼンテーション 

・ 新規加入施設の紹介 

・ 次回当番施設挨拶 

117 名 
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1/17 アイリス愛知 

・ 来賓挨拶及び行政説明 

愛知県健康福祉部高齢福祉課施設グループ  主幹 池田 律氏 

愛知県労働局安全課        主任安全専門員   岸本 晃氏 

・ 愛知県社会福祉協議会施設福祉部        主事  舟橋克也氏 

・ 中央情勢報告 

・ 会員提出議題 

・ 役員提出議題 

愛知県たん吸引研修事業受託契約について 

平成24 年度社会福祉士・介護福祉士現場実習の実習費改定について 

・ 会長報告 

平成24 年度社会福祉士・介護福祉士現場実習の実習費改定について 

「平成24 年度介護報酬改定に関する審議報告」に対して 

日・インドネシア経済連携協定に基づくインドネシア人看護師・介護福祉士

候補者の受け入れについて 

社会保障・税一体改革における介護分野の制度見直しに関するこれまで

の議論の整理について 

第1 回 日・韓国際交流セミナー 

都道府県別平成22 年度収支状況等調査結果について 

・ 委員会報告 

・ バナー広告協賛業者プレゼンテーション 

・ 施設長変更施設紹介 

・ 次回当番施設の紹介 

118 名 

3/9 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生きがいグループ  主査 服部慎一氏 

愛知県社会福祉協議会施設福祉部           主事 舟橋克弥氏 

・ 会長報告 

平成24 年度全国老施協研究会議日程・会場変更について 

平成 24 年度東海北陸ブロック老人福祉施設研究大会＜岐阜県大会＞役

割分担について 

居室定員県条例要望書提出について 

愛知県災害時要援護者受入れ協定について 

・ 委員会報告 

・ バナー広告協賛業者プレゼンテーション 

・ 来賓挨拶及び行政説明 

愛知県健康福祉部健康担当局健康対策課 新型インフルエンザ対策室  

                                 主査  矢野昌伸氏 

・ 次回当番施設の紹介 

102 名 
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(3) 総務・組織委員会 

総務・組織委員会  

月日 場所 議題内容 参加人数

6/17 愛知県社会福祉会館 

・ 平成22 年度会費未納施設について 

・ 小規模特養会委員資格並びに会費徴収検討について 

・ 平成24 年度社会福祉士並びに介護福祉士実習指導費について 

9 名 

8/9 愛知県社会福祉会館 
・ 会則の一部変更について 

・ 小規模特養会員資格並びに会費徴収検討について 
9 名 

10/25 愛知県社会福祉会館 

・ 地域防災協定・福祉避難所設置推進について 

・ 平成 24 年度東海北陸ブロックカントリーミーティング愛知・名古屋大会、全

国老施協研究会議愛知・名古屋会議実行委員会立ち上げについて 

・ 小規模特養の新規加入について 

11 名 

2/13 愛知県社会福祉会館 

・ 平成24 年度総務・組織委員会の活動計画について 

・ 地域防災協定締結・福祉避難所設置推進について 

・ 平成 24 年度東海北陸ブロックカントリーミーティング愛知・名古屋大会並

び全国老施協研究会議愛知・名古屋会議の当委員会の役割・協力につい

て 

・ 福寿園退会について 

・ 会則一部変更について 

・ 未加入施設加入促進について 

9 名 

 

(4) 介護保険事業経営委員会 

介護保険事業経営委員会  

月日 場所 議題内容 参加人数

6/3 愛知県社会福祉会館 
・ 平成24 年度愛知県予算要望について 

・ 担当研修会テーマについて 
23 名 

10/12 愛知県社会福祉会館 

・ 担当研修会について 

・ 介護職員によるたんの吸引等について 

・ 報告事項 

介護報酬の地域区分の見直しについて 

介護事業経営実態調査について 

23 名 

2/13 愛知県社会福祉会館 

・ 平成24 年度事業計画について 

・ 特別養護老人ホームの居室定員についての条例制定に関する要望書に

ついて 

15 名 

施設長研修 

月日 場所 議題内容 講師 参加人数

5/17 愛知県社会福祉会館 

『東日本大震災』  

～震災から学ぶべきこと・備える

べきこと！～ 

わだちコンピューターハウス 

菅沼良平氏 114 名 

7/12 愛知県社会福祉会館 
『厳しい社会状況下の労働時間セミ

ナー』 

愛知労働局労働基準部労働時間課 

   課長  辻 克己氏
119 名 

10/24 愛知県社会福祉会館 
『社会福祉法人の新会計基準セミナ

ー』 

東桜税理士法人 

 副所長 内田雄巳氏
99 名 

1/18 愛知県社会福祉会館 
『人の育て方と求められるサービス

の質を高めるには』 

財団法人介護労働安定センター 

コンサルタント  大橋英敏氏
48 名 
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(5) 研修委員会 

研修委員会 

月日 場所 議題内容 参加人数

5/12 
特養 永生苑(名古屋) 

会議室 

・ 平成23 年度研修委員会 運営方針について 

・ 各研修担当施設について 
13 名 

8/11 愛知県社会福祉会館 
・ 愛知県より依頼された喀痰吸引研修について 

・ 各研修 進捗状況について 
10 名 

看護職・介護職合同研修 

月日 場所 議題内容 講師 参加人数

3/5 愛知県社会福祉会館 

『リスクマネジメントのレベルアップ

のための看護・介護合同研修会』 

～看護職員と介護職員がペアで参

加する～ 

介護人事システム研究所 代表 

有限会社コージスピリット研究所  

代表取締役   谷口公一氏
82 名 

看護師研修 

月日 場所 議題内容 講師 参加人数

11/2 愛知県社会福祉会館 

『看護・介護の連携』 

―看護職員に求められるこれから

の実践リスクマネジメント 

介護人事システム研究所 代表 

有限会社コージスピリット研究所  

代表取締役   谷口公一氏

91 名 

生活相談員研修 

月日 場所 議題内容 講師 参加人数

9/26 
東邦ガス 業務用ガス

機器ショールーム 

『心の健康作り』  

―ほっと安心できる関わり方― 

介護労働安定センター  

  社会保険労務士   

心理カウンセラー  山本道子氏

96 名 

2/24 
東邦ガス 業務用ガス

機器ショールーム 

『東日本大震災から学ぶ』 特養 永生苑豊橋 

施設長    朴 太元氏

ケア コムネックスみづほ 

施設長   波多野共八氏

特養 阿久比一期一会荘 

生活相談員 新美亜耶氏

74 名 

栄養士研修 

月日 場所 議題内容 講師 参加人数

8/8 愛知県社会福祉会館 
『福祉施設における災害への備えと

連携』 

西尾保健所健康支援課 

小田雅嗣氏
90 名 

新人研修 

月日 場所 議題内容 講師 参加人数

5/24 愛知県社会福祉会館 
『コミュニケーション ・ 接遇マナー

について 』 

株式会社 ＳＨＥ 

代表取締役 石郡英一 氏
142 名 

3/8 
パラマウントベッド 

名古屋支店 

『新人介護職員としての一年の振り

返り』 

シルバーピア かりや 副施設長 

バリデーションティーチャー 

早川昌宏氏

73 名 

福祉ＱＣ管理者研修 

月日 場所 議題内容 講師 参加人数

6/28 
東邦ガス 業務用ガス

機器ショールーム 

『福祉ＱＣ活動を活用して、メンバー

を活かし、組織の使命を達成する』 

福祉ＱＣドットコム 

岡田愛家 氏
37 名 
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福祉ＱＣ研修 

月日 場所 議題内容 講師 参加人数

6/29 
東邦ガス 業務用ガス

機器ショールーム 

『ご利用者様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』 

福祉ＱＣドットコム 

岡田愛家 氏 85 名 

施設ケアマネ研修 

月日 場所 議題内容 講師 参加人数

9/13 愛知県社会福祉会館 

『施設ケアマネージャと危機管理に

ついて』 

クループワーク 

愛知教育大学 

教授  増田樹郎氏 84 名 

新任施設長研修 

月日 場所 議題内容 講師 参加人数

4/26 愛知県社会福祉会館 

ガイダンスⅠ 

『老施協とは・・・』全国老施協 

ガイダンスⅡ 

『愛知県老施協」組織体制・事業内容

について』 

ガイダンスⅢ 

『法令遵守（コンプライアンス）につい

て』 

ガイダンスⅣ 

『労務管理について』 

愛知県老施協 

会長 太田二郎氏

愛知県老施協 

事務総括 中村範親氏

 

愛知県健康福祉部高齢課 

施設グループ 

 

特定社会労務士   二村恭世氏 

18 名 

介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修 

月日 場所 議題内容 修了人数 

12/20～ 

3/31 
岡崎市・名古屋市等 

平成23 年度介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修 

不特定多数の者対象 

特定の者対象 

不特定 95 名 

特定 38 名 

 

(6) 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

6/16 スーパードライ名古屋 

・ 前年度委員会活動報告（総括） 

・ 今年度活動内容について 

・ 野球大会について 

・ ボウリング大会について 

・ 日本福祉大学就職相談会・ＱＣ発表会について 

19 名 

12/6 愛知県社会福祉会館 

・ 第10 回愛知県老人福祉施設大会の計画について 

・ 野球大会について 

・ ボウリング大会について 

・ 日本福祉大学 就職相談会について 

12 名 

1/13 ウインクあいち ・ 第10 回愛知県老人福祉施設大会の計画について 14 名 

就職相談会 

月日 場所 議題内容 参加人数

10/17 
日本福祉大学 

美浜キャンパス 

日本福祉大学学生対象の就職相談会 
30 法人 
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野球大会 

月日 場所 内容 参加チーム

9/7 小牧市民球場 
・ 野球大会 第1 日目  

一回戦  
8 チーム 

9/14 小牧市民球場 
・ 野球大会 第2 日目  

一回戦   
8 チーム 

9/28 小牧市民球場 
・ 野球大会 第3 日目  

二回戦  
8 チーム 

10/5 小牧市民球場 
・ 野球大会 第4 日目  

二回戦  
8 チーム 

10/19 小牧市民球場 
・ 野球大会 第5 日目  

三回戦  
8 チーム 

11/2 小牧市民球場 
・ 野球大会 第6 日目  

四回戦、準決勝、決勝 
5 チーム 

ボウリング大会 

月日 場所 内容 参加チーム

11/26 知立イーグルボウル 
・ 職員ボウリング大会 

30 チーム 

第10 回愛知県老人福祉施設大会 

月日 場所 内容 参加人数

2/28 ウインクあいち 

第10 回愛知県老人福祉施設大会 

永年勤続表彰 

東日本大震災ボランティア活動報告 

福祉ＱＣ実践発表 

事例研究発表 

420 名 

 

(7) 養護運営委員会 

養護運営委員会 

月日 場所 議題内容 参加人数

6/28 愛知県社会福祉会館 

・ 今後の研修予定、当番、事務局について 

・ 措置費単価改正について 

・ 愛知県への予算要望について 

・ 介護サービス利用について 現状のご意見・感想 

8 名 

養護老人ホーム施設長研修 

月日 場所 議題内容 参加人数

1/20 なばなの里  

・ 「平成２３年度 養護老人ホームブロック代表者会議」について 

・ 要支援の方への訪問介護における問題点について  

・ 特定と個別・措置控え・入所依頼ケースの内容変化・1 人部屋化の進まぬ

現状・ケア付高齢者向け住宅など、養護を取りまく課題に対して、養護の

目指す方向はどうあったらいいのかについて  

・ 後の開催担当施設について  

10 名 

養護老人ホーム職員研修 

月日 場所 議題内容 参加人数

12/13 養護 東和荘 

・ 「職員のメンタルヘルス・ケア」についての意見交換 

・ 各施設職員からの議題に沿って、意見交換を行う 

・ 各施設の状況について、情報交換 

13 名 
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(8) 軽費ケアハウス運営委員会 

養護・軽費・ケアハウス合同運営委員会  

月日 場所 議題内容 参加人数

9/30 ウインクあいち 

・ 高齢者の住まいについてグループ討議及び意見交換 

厚生労働省老健局 高齢者支援課 課長補佐 家田康典氏による行政説明

意見交換会 

24 名 

軽費・ケアハウス研修 

月日 場所 議題内容 講師 参加人数

4/27 愛知県社会福祉会館 
『軽費・ケア白書2009 実態調査から

見えてくる軽費・ケアハウスの現状』

ふじ社会福祉士・行政書士事務所 

代表 藤井由紀子氏
45 名 

2/9 愛知県社会福祉会館 

『高齢者住宅施策について』 国土交通省 中部地方整備局 

建政部 住宅整備 

課長 宮森 剛氏

係長 磯部真也氏

37 名 

 

(9) 在宅ケア推進委員会 

在宅ケア推進委員会 

月日 場所 議題内容 参加人数

5/11 愛知県社会福祉会館 

・ 在宅ケア推進委員会平成23 年度事業計画の確認について 

・ 介護支援専門員受験準備講習会について 

・ 稼働率の向上、維持、安定を図るための有効手段について 

・ 地域包括ケアと在宅サービスのあり方について 

12 名 

11/16 愛知県社会福祉会館 

・ 在宅ケア推進委員会平成23 年度事業上半期の進捗について 

・ 介護支援専門員試験受験準備講習会の合格者の把握について 

・ 地域包括ケアと在宅サービスのあり方（関わり方）の検討について 

6 名 

3/1 愛知県社会福祉会館 

・ 在宅ケア推進委員会平成23 年度事業の進捗について 

・ 在宅ケア推進委員会平成24 年度事業計画について 

・ 介護支援専門員試験受験準備講習会の合格者の照会結果について 

・ 介護保険法改正、介護報酬改定の対応について 

8 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

11/28 愛知県社会福祉会館 
『介護保険制度の動向と介護支援専

門員に求められる資質』 

日本福祉大学中央福祉専門学校 

校長 長岩嘉文氏
81 名 

通所介護事業所研修 

月日 場所 議題内容 講師 参加人数

9/7 愛知県社会福祉会館 

『パーソンセンタードケアに基づく認

知症の方の通所介護計画を作成す

る』 

日本大学文理学部心理学研究室 

教授 内藤佳津雄氏 82 名 

訪問介護事業所研修 

月日 場所 議題内容 講師 参加人数

11/29 愛知県社会福祉会館 

『訪問介護事業の適正な運営につい

て』 

～信頼と安心の訪問介護を展開す

る為に～ 

名古屋柳城短期大学助教授 

大崎千秋氏

春緑苑短期入所施設 

施設長 佐藤俊子氏

29 名 
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グループホーム研修 

月日 場所 議題内容 講師 参加人数

2/2 愛知県社会福祉会館 
『認知症ケアにおけるストレスマネジ

メント』 

名古屋柳城短大 

助教 大崎千秋氏
37 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

7/15 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 益田雄一郎氏
65 名 

8/11 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 益田雄一郎氏
63 名 

8/29 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 長岩嘉文氏
72 名 

9/2 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 長岩嘉文氏
57 名 

 

(10) 広報委員会 

広報委員会 

月日 場所 議題内容 参加人数

6/7 愛知県社会福祉会館 

・ 災害対策支援システム訓練実施について 

・ 委員紹介 

・ 23 年度広報委員会事業計画の確認について 

・ 年度内での研修会開催について                           

10 名 

10/7 愛知県社会福祉会館 

・ バナー契約方法の新企画について（エフトスによる説明あり） 

・ パソコン研修の開催について 

・ 愛知県老施協としての「広報コンテスト」継続について 

・ 「介護の日」イベントについて 

・ 災害対策支援システム訓練実施について 

6 名 

2/20 愛知県老施協事務局 

・ パソコン操作技術向上研修開催の反省 

・ 24 年度全国老施協研究大会での団体パンフレット作成について 

・ 災害対策支援システムの訓練報告について 

・ 24 年度事業計画（案）について 

6 名 

パソコン操作技術向上研修 

月日 場所 議題内容 講師 参加人数

1/14 
日本福祉大学 

半田キャンパス 

『パソコン操作技術向上研修会 

初級コース』 

日本福祉大学社会連携課 

講師 尾上えり子氏

ほかスタッフ ２名

29 名 

1/21 
日本福祉大学 

半田キャンパス 

『パソコン操作技術向上研修会』 

中級コース 

日本福祉大学社会連携課 

講師 尾上えり子氏

ほかスタッフ ２名 

35 名 

 

中日新聞介護展 

月日 場所 議題内容 参加人数

10/16 ウインクあいち 愛知県老施協の紹介、介護サービスの利用法等について 約30 名 
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(11) 21 世紀委員会 

21 世紀委員会 

月日 場所 議題内容 参加人数

6/24 阿久比一期一会荘 

・ 本年度活動計画 内容と担当者の協議 

・ ホームページコンテンツについて 

・ 北欧式トランスファー研修について 

20 名 

10/26 一宮市萩の里 

・ 東海北陸ブロックカントリーミーティングｉｎ富山の報告 

・ 介護の日のブース展示およびステージＰＲについて 

・ 北欧式トランスファー研修の運用について 

・ ホームページブログの今後の展開について 

・ 施設入所に関する周知説明について 

・ 施設紹介、質疑応答 

18 名 

1/31 安立荘 

・ 介護の日のブース展示およびステージＰＲ報告 

・ 北欧式トランスファー研修報告 

・ 24 年度事業計画について 

・ 施設紹介、質疑応答 

13 名 

北欧式トランスファーテクニック研修 

月日 場所 議題内容 講師 参加人数

11/29 

11/30 

パラマウンベッド 

名古屋支店 

『北欧式トランスファーセミナー』 

 

ユーロ・ジャパン・コミュニケーション

小島ブンゴード孝子氏

39 名 

37 名 

介護リーダースキルアップ 研修 

月日 場所 議題内容 講師 参加人数

7/26 愛知県社会福祉会館 
『新しい介護・明るい介護現場の担

い手づくりのために』 尾張部 

広島県・特別養護老人ホーム誠和園

総括園長 村上広夫氏

40 名 

 

7/27 名豊ビル 
『新しい介護・明るい介護現場の担

い手づくりのために』 三河部 

広島県・特別養護老人ホーム誠和園

総括園長 村上広夫氏
35 名 

 

(12) 福祉人材対策委員会 

人材対策委員会 

月日 場所 議題内容 参加人数

6/16 愛知県社会福祉会館 
・ ウエルフェア「介護・福祉・医療関連の就職・転職説明会」参加報告 

・ 人材対策委員会活動内容の検討 
13 名 

8/26 愛知県社会福祉会館 ・ 養成校懇談会の開催について 6 名 

10/21 愛知県社会福祉会館 
・ 養成校懇談会について 

・ ボランティア体験プログラムについて 
9 名 

12/13 愛知県社会福祉会館 
・ ボランティアに関する受け入れアンケートの検討 

・ Ｈ24.1.17 養成校懇談会の役割分担について 
14 名 

1/17 アイリス愛知 

・ 平成23 年度 進路・就職状況・日ごろの学生指導等について 

・ 学生の就職先の選定、現在の学生や 24 年度の入学者希望者の状況介護

福祉士実習指導費見直しについて 

・ 福祉人材対策委員会の取り組みの報告 

養成校 

14 名 

老施協 

20 名 

ウェルフェア 2011「介護・福祉・医療関連の就職・転職説明会」 

月日 場所 議題内容 参加人数

5/21 ポートメッセ名古屋 介護・福祉・医療関連の就職・転職説明会 約30 名 
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