
№ 日程 内容 会場 出席者数 備考

1 4/20

〇規約改正について
〇平成29年度事業報告及び収支決算について
　監査報告
〇平成30年度事業計画及び収支予算について
〇任期満了に伴う理事・監事の選任について

秋保ホテルニュー水戸屋 57

2 3/5
〇公益社団法人全国老人福祉施設協議会
   平成31-32年度仙台市代議員選出のための選挙 ショーケー本館ビル4階 52

109

№ 日程 内容 会場 出席者数 備考

1 4/12

〇規約改正（案）について
〇平成29年度事業報告及び収支決算について
〇平成30年度事業計画（案）及び収支予算（案）について
〇役員改選について
〇平成30年度総会について

福祉プラザ3階会議室 6

2 4/26 〇新年度の各委員長選任について アルテイル宮町 4

3 5/21

〇委員会について
〇安否確認システムについて
〇仙台市介護保険審議会委員の推薦について
〇仙台市区地域ケア会議・区障害者自立支援協議会委員の推薦について
〇住まいるカフェについて
〇喀痰吸引研修について

福祉プラザ3階会議室 5

4 8/31
〇福島県老人福祉施設協議会からの介護員派遣について
〇各委員会からの報告などについて（担当副会長より）

ショーケービル3階会議室 6

5 11/16

〇仙台市介護認定審査会委員期間満了に伴う委員の推薦について
〇平成30年度仙台市への要望書（案）について
〇泉区地域ケア会議・障害者自立支援協議会の委員の推薦について
〇東日本５県市21世紀委員会  平成30年度「21世紀委員会 合同研修
会」について
〇仙台市救急業務基本問題検討会委員の就任について
〇平成31年度総会日程について
○全老施協「介護報酬改定決起セミナー」への対応について

福祉プラザ4階会議室 5

6 1/11 〇平成31-32年度代議員選出のための選挙について 福祉プラザ3階会議室 6

7 3/29
〇平成30年度事業報告・収支決算について
〇平成31（2019）年度事業計画（案）・収支予算（案）について
〇2019年度総会について

福祉プラザ3階会議室 6

計 38

平成30年度仙台市老人福祉施設協議会事業報告

1　会議

(1)　総会

(2)　正副会長会



(3)　理事会

№ 日程 内容 会場 出席者数 備考

1 4/12

〇平成30年度総会について
  ・規約改正（案）について
  ・平成29年度事業報告及び収支決算について
       ―監査報告―
  ・平成30年度事業計画（案）及び収支予算（案）について
  ・役員改選について
  ・平成30年度総会について

福祉プラザ3階会議室 16

2 6/6

〇各委員長の紹介
〇安否確認システムについて
〇仙台市介護保険審議会委員の推薦について
〇仙台市区地域ケア会議・区障害者自立支援協議会委員の推薦について
〇平成30年度介護人材参入促進事業に係る協力施設の推薦について
〇総合事業における連絡会委員の推薦について
〇平成30年度東北ブロック老施協研究会助言者・発表者の選出について
〇住まいるカフェについて
〇喀痰吸引研修について

福祉プラザ3階会議室 18

3 9/12

〇各委員会からの報告
〇仙台市老人福祉施設協議会  災害時相互支援体制運営要綱（案）につ
いて
〇仙台市老人福祉施設協議会  組織図（案）について
〇平成30年度第1回施設長研修会について
〇第18回日本ケアマネジメント学会実行委員会委員就任について
〇平成31年度東北ブロック老施協研究会について

ショーケービル2階会議室 18

4 11/30

〇仙台市介護認定審査会委員期間満了に伴う委員の推薦について
〇平成30年度仙台市・宮城県への要望書（案）について
〇東日本5県21世紀委員会  平成30年度「21世紀委員会 合同研修会」に
ついて
〇平成31年度総会について
〇泉区地域ケア会議・障害者自立支援協議会委員の推薦について
〇仙台市救急業務基本問題検討委員会委員の就任について
〇各委員会からの報告

福祉プラザ3階会議室 14

5 1/22
〇各委員会からの報告
〇宮城県災害福祉広域支援ネットワーク協議会について
〇平成31-32年度代議員選出のための選挙について

ショーケービル3階会議室 16

計 82

(4)　監事会

№ 日程 内容 会場 出席者数 備考

1 4/6
○平成29年度事業報告及び収支決算について
○平成29年度事業及び会計監査

福祉プラザ6階会議室 2

計 2

2

(1)　青葉東支部

№ 日程 内容

1 5/30 ○第1回連絡会議（国見苑）

2 7/31 〇第2回連絡会議（せんじゅ）

3 9/12 〇消防技術研修会（青葉消防署）

4 9/28 ○第1回支部会（桜ヶ丘デイサービスセンター）

5 11/28 ○第2回支部会（シオンの園）

6 1/23 〇第3回支部会（仙台楽生園）

7 2/8 〇青葉東支部 災害研修・懇親会（青葉消防署）

8 3/27 〇第4回支部会（アルテイル青葉）

各支部活動



(2)　青葉西支部

№ 日程 内容

1 6/27 防災無線による支部内事業所間の災害に関する訓練の実施

2 7/31 防災無線による支部内事業所間の災害に関する訓練の実施

3 8/31 防災無線による支部内事業所間の災害に関する訓練の実施

4 10/29 防災無線による支部内事業所間の災害に関する訓練の実施

5 11/30 防災無線による支部内事業所間の災害に関する訓練の実施

(3)　宮城野・若林支部

№ 日程 内容

1 6/28 ○第1回支部会議（ハートケア鶴ケ谷）

2 8/27 ○第2回支部会議（沖野デイサービスセンター）

3 9/10 〇災害対策訓練実行委員会（田子のまち）

4 10/29 〇災害対策訓練（あけの星荘）

5 12/5 〇第3回支部会議（田子のまち）

6 1/25 〇第4回支部会議（宮城野区役所）

(4)　太白支部

№ 日程 内容

1 5/22 〇障害企画課訪問（太白区役所）

2 6/21 〇第1回支部会議（大東苑）

3 7/31 〇消防署訪問（太白消防署）

4 9/11 〇第2回支部会議（八木山翠風苑）

5 10/24 〇第1回地域福祉研修会（太白区中央市民センター）

6 11/27 〇第1回消防研修会（とみざわの里）

7 1/18 〇第3回支部会議並びに新年会（まゆだま）

8 2/20 〇第4回支部会議（東四郎丸コミュニティセンター）

(5)　泉支部

№ 日程 内容

1 4/26 〇第1回支部会議（泉音の郷）

2 6/28 〇防災研修（仙台市泉社会福祉センター）

3 7/7 〇入居者交流会（玉入れ大会）（仙台白百合女子大学体育館）

4 10/18 〇第1回泉区泉支部交流会担当者会議（創生園泉大沢）

5 12/21 〇第2回支部会議（梅が丘）

6 12/21 〇第2回泉区泉支部交流会担当者会議（梅が丘）

7 1/22 〇事務職員情報交換会（仙台市泉社会福祉センター）

8 3/15 〇第2回泉区泉支部交流会担当者会議（泉ふるさと村）



３ 委員会

(1)　総務組織委員会

  ①　会議

№ 日程 内容 会場 出席者数 備考

1 4/5
〇規約の一部改正について
〇総会について

福祉プラザ3階会議室 10

2 5/28
〇副委員長の選任について
〇平成30年度事業計画について

福祉プラザ3階会議室 12

3 8/7
【正副委員長会】
〇会費改正（案）について
〇会員施設勧誘について

福祉プラザ3階会議室 5

4 8/30

〇会費改正（案）について
〇会員施設勧誘について
〇仙台市老施協組織図（案）について
〇平成30年度第1回施設長研修会について

福祉プラザ3階会議室 11

5 1/31
〇臨時総会について
〇施設長研修会について

福祉プラザ4階会議室 8

計 46

　②　研修会（情報交換会,交流会等含む）

№ 日程 内容 会場 参加者数 備考

1 10/2

第1回施設長研修会
〇基調報告
・施設推進委員会  水澤  里志  委員長
・人材確保対策委員会  内海  史江  委員長
・経営制度委員会  田中  伸弥  委員長
・在宅委員会  小野寺  敏直  副委員長・宍戸  衡  幹事
〇討議
・各支部ごとに討議・まとめ
〇説明
・再犯防止推進計画について
    宮城刑務所  分類審議室  首席矯正処遇官  佐藤  健司  氏

ショーケービル地下会議室 51

2 3/1

第2回施設長研修会
〇説明Ⅰ
「宮城県災害福祉広域支援ネットワーク協議会の概要について」
　社会福祉法人宮城県社会福祉協議会
　震災復興・地域福祉部地域福祉課地域福祉推進係
    主事  熊谷  喜輝  氏
〇説明Ⅱ
「宮城県災害福祉広域支援ネットワーク協議会における
   チーム員派遣のしくみについて」
　宮城県保健福祉部社会福祉課地域福祉推進班
    主事  伊藤  荘  氏
〇講義
「宮城県災害福祉広域支援ネットワーク協議会の必要性について」
　　　　　～災害時における福祉的支援の必要性とチーム員活動～
  仙台市老施協災害対策委員会委員長　野田  毅  氏

ショーケービル4階会議室 60

計 111

(2)　経営制度委員会

　①　会議

№ 日程 内容 会場 出席者数 備考

1 5/21
〇今年度の活動内容について
〇その他

福祉プラザ3階会議室 9

2 6/28 〇合同アンケート内容の検討 ショーケービル3階会議室 12

3 8/10 〇アンケート内容について 福祉プラザ4階会議室 12

4 10/22

〇要望書の作成
・アンケート結果の分析
・施設長会議における各支部での課題・提案の精査
・全体の構成についての検討
〇各自担当・役割の検討

福祉プラザ3階会議室 9

5 11/6 ○要望書の作成 ショーケービル3階会議室 11



6 2/13

〇宮城県、仙台市への要望書回答の件
〇アンケート結果の共有と周知方法について
〇委員会活動年度振り返り
〇来年度の事業計画策定

福祉プラザ3階会議室 10

計 63

(3)　在宅委員会

　①　会議

№ 日程 内容 会場 出席者数 備考

1 5/25 ○H30年度事業計画について 福祉プラザ3階会議室 7

2 6/22 ○アンケートの実施について 福祉プラザ3階会議室 8

3 8/10
○通所介護事業所の情報交換会について
〇安全運転講習会について

福祉プラザ3階会議室 7

4 12/7
〇緊急ショートについて
〇2月のショートステイ情報交換会について

福祉プラザ3階会議室 10

5 3/15
〇平成30年度の反省
〇次年度の計画

福祉プラザ3階会議室 8

計 40

　②　研修会（情報交換会,交流会等含む）

№ 日程 内容 会場 参加者数 備考

1 10/4 情報交換会（通所介護事業所）
福祉プラザ1階
プラザホール

35

2 10/19
介護送迎担当者安全運転講習会
　講師　NPO法人交通事故予防センター

奥羽自動車学校 16

3 10/29
介護送迎担当者安全運転講習会
　講師　NPO法人交通事故予防センター

R45日の出自動車学校 14

4 2/22 情報交換会（ショートステイ・居宅介護支援事業所）
福祉プラザ11階
第1研修室

44

計 109

(4)　施設推進委員会

　①　会議

№ 日程 内容 会場 出席者数 備考

1 6/12
〇特別養護老人ホーム入居申し込み者の調査について
〇施設推進委員会の本年度の活動スケジュールについて

福祉プラザ4階会議室 8

2 9/4
〇本年度の今後のスケジュールの確認
〇入居申し込み者に対する”緊急度”判定の方法について

ショーケービル3階会議室 6

3 11/19
〇特別養護老人ホーム入居申し込み者に対する必要性等の抽出方法につ
いて
〇会員施設等への依頼について

福祉プラザ3階会議室 5

4 1/22
〇第3回施設推進委員会の協議事項を受けて、今後の進め方の共有、協
議

福祉プラザ3階会議室 5

5 3/8 〇特養入居申込者に関する調査について 福祉プラザ4階会議室 6

計 30



(5)　研修委員会

　①　会議

№ 日程 内容 会場 出席者数 備考

1 4/16
【旧実行委員会】
〇介護技術研修会について
〇相談員研修会について

福祉プラザ3階会議室 13

2 5/10

【実行委員会①】
〇一般
・看護技術研修会について
〇多職種
・相談員研修、栄養士看護師交換研修会について
〇交流
・ソフトバレーボール大会について

福祉プラザ3階会議室 32

3 7/5

【役員会①】
〇平成31年度東北ブロック老人福祉施設研究会について
〇平成30年度東北ブロック老人福祉施設研究会助言者・発表者の選出に
ついて

福祉プラザ3階会議室 6

4 8/23

【実行委員会②】
〇一般
・介護技術研修会の反省
・制度改正の取り組みについて
〇多職種
・相談員研修会の反省
・認知症研修会について
・交換研修について
〇交流
・ソフトバレーボール大会の反省
・ソフトボール大会について

福祉プラザ3階会議室 27

5 11/14

【実行委員会③】
（1）各担当より報告と反省
〇一般
・11/9介護保険制度～加算取得への取り組み～について
〇多職種
・9/21認知症ケアについて反省
・10/18施設栄養士のための情報交換会について
〇交流
・10/13ソフトボール大会について反省
（2）次期開催研修について
〇一般
・2/15研究発表大会について
〇多職種
・12/6相談員研修会について
・看護師・栄養士 交換研修について
〇交流
・1/18  ボウリング大会について

福祉プラザ3階会議室 25

6 3/6

【実行委員会④】
（1）各担当より報告と反省
〇一般
・2/15研究発表大会の反省
〇多職種
・12/6生活相談員研修の反省
・1/25栄養士・看護師情報交換会の反省
〇交流
・1/18ボウリング大会について
（2）30年度活動報告について
（3）31年度事業計画について

福祉プラザ3階会議室 28

7 3/12

【東北ブロック老人福祉施設研究会実行委員会①】
〇予算（案）について
〇スケジュールについて
〇記念講演について
〇懇親会アトラクションについて

福祉プラザ3階会議室 8

計 139



　②　研修会（情報交換会,交流会等含む）

№ 日程 内容 会場 参加者数 備考

1 6/9
【交流】
第1回職員交流会
「ソフトバレーボール大会」

学校法人白百合学園
仙台白百合女子大学
体育館

121

2 6/19

【一般】
第1回職員研修会
「基本的な介護技術」①
　講師　仙台医療福祉専門学校　髙橋　香 氏　他

仙台医療福祉専門学校 24

3 7/11

【一般】
第1回職員研修会
「基本的な介護技術」②
　講師　仙台医療福祉専門学校　髙橋　香 氏　他

仙台医療福祉専門学校 23

4 7/19

【多職種】生活相談員研修会
「職員の育成・人材確保の取り組み」
〇事例発表
    発表者①：幸野　格（特別養護老人ホーム八木山翠風苑）
　　発表者②：川村　潤（特別養護老人ホーム仙台敬寿苑）
〇情報交換会（グループワーク）

市民活動サポートセンター 32

5 8/4
【交流】
第2回職員交流会
「ソフトボール大会」※猛暑のため延期

広瀬川中河原緑地運
動広場
広瀬川若林緑地野球
場

6 9/21
【多職種】
「認知症ケアについて」
  講師  坂総合病院　認知症看護認定看護師　阿部　育実　氏

福祉プラザ10階
第2研修室

30

7 10/13
【交流】
第2回職員交流会
「ソフトボール大会」

広瀬川中河原緑地運
動広場
広瀬川若林緑地野球
場

116

8 10/18

【多職種】
「施設栄養士のための情報交換会」
〇グループ討議
  栄養士の業務に関するフリートーク形式情報交換会

福祉プラザ11階
第1研修室

18

9 11/9

【一般】
第2回職員研修会「加算取得への取り組み」
〇事例発表
  発表1「介護ロボットの導入について」
　　　　発表者：特別養護老人ホーム　暁星園  塙　結花　氏
  発表２「生活機能向上連携加算の取得について」
　　　　発表者：八幡デイサービスセンター
                             髙橋　佳世　氏・鈴木　豊　氏
〇グループ討議（情報交換会）

福祉プラザ1階
プラザホール

40

10 12/6
【多職種】
「適切なクレーム対応」
  講師  東北コミュニケーション研究所　所長　　高橋　利夫　氏

福祉プラザ10階
第2研修室

26

11 1/25

【多職種】
栄養士・看護師情報交換会
〇情報提供
・特別養護老人ホーム　敬寿園
    中鉢　美穂子  氏・足立　智美  氏
・特別養護老人ホーム　百合ヶ丘苑
    菅原　信  氏・黒川　綾佳　氏
〇グループワーク

福祉プラザ11階
第1研修室

37



12 2/9

【一般】
第15回研究発表大会
「第3回職員研修会」
発表
①「地域のニーズを求めて」
 介護老人福祉施設　かむりの里
 地域交流担当課長  佐藤　貴之
②「新規職員育成の取り組みについて」
       ～プリセプター制度の導入と経過～
 特別養護老人ホーム　梅が丘
 介護室長兼相談員  髙橋　志代美
③「せんだんの館における地域づくりとソーシャルワークの実践」
　    ～料理教室から見えた課題と展開について～
 せんだんの館デイサービスセンター
 生活相談員  前沢　陽介
④「自分を表現できるコミュニティーの場」
       ～百合ヶ丘デイサービスの役割～
 百合ヶ丘デイサービスセンター
 副所長兼生活相談員兼介護員
 機能訓練指導員兼支援員  五十嵐　梢
⑤「ターミナルケア」～本人、家族の心に寄り添って～
 こ～ぷのお家桜ヶ丘訪問看護ステーション
 訪問看護師  後藤　真紀子
⑥「地域包括ケアシステムの拠点として」～結いの館のあゆみ～
 小規模多機能型居宅介護　結いの館
 主任  菅原　由佳

福祉プラザ1F
プラザホール

50

計 517

(6)　広報委員会

　①　会議

№ 日程 内容 会場 出席者数 備考

1 5/11 ○仙台市老施協だよりNo.41の企画 福祉プラザ4階会議室 7

2 7/5 〇仙台市老施協だよりNo.41校正作業 福祉プラザ3階会議室 12

3 9/5 ○仙台市老施協だよりNo.42の企画 ショーケービル3階会議室 9

4 11/9
〇仙台市老施協だよりNo.42校正作業
〇仙台市老施協だよりカラー化に向けて
〇HPについて

福祉プラザ4階会議室 11

5 12/3
○仙台市老施協だよりNo.43の企画
〇仙台市老施協だよりカラー化に向けて

福祉プラザ4階会議室 7

6 3/8
○仙台市老施協だよりNo.43校正作業
〇次年度の活動について

福祉プラザ3階会議室 9

計 55

(7)　ケアマネジャー委員会

　①　会議

№ 日程 内容 会場 出席者数 備考

1 5/10 〇ターミナルケアについて 福祉プラザ3階会議室 8

2 6/13 〇8月の研修について 福祉プラザ3階会議室 7

3 9/13 〇在宅ケアマネ研修会の打合せについて 福祉プラザ3階会議室 8

4 12/12
〇平成31年度事業計画について
〇2/7合同研修会の企画について

福祉プラザ3階会議室 9

計 32



　②　研修会

№ 日程 内容 会場 参加者数 備考

1 8/23

施設ケアマネジャー研修
テーマ「ターミナルケア」
〇事例発表①
　特別養護老人ホーム  暁星園  大関　希以子 氏
〇事例発表②
　特別養護老人ホーム  泉和荘 鈴木　宏幸 氏
〇事例発表③
　特別養護老人ホーム  国見苑  鈴木　達也 氏
〇グループワーク（情報交換会）

福祉プラザ10階
第2研修室

42

2 11/21

居宅ケアマネジャー研修
テーマ「法令順守の取り組み」
〇三居沢居宅介護支援センター  佐々木　和代様
〇四郎丸在宅介護支援センター  結城　恵子様
〇燕沢ケアプランセンター  千葉　謙一様
〇グループワーク（情報交換会）

福祉プラザ3階会議室 20

3 2/7

居宅・施設ケアマネジャー合同研修会
テーマ
「パーソン・センタード・ケアに則った認知症診断後のかかわり」
講師　医療法人社団　清山会
　　  みはるの杜診療所　　院長　石原　哲郎　氏

福祉プラザ10階
第2研修室

43

計 105

(8)　人材確保対策委員会

　①　会議

№ 日程 内容 会場 出席者数 備考

1 4/11 〇就職ガイダンスに向けて 福祉プラザ3階会議室 11

2 5/8 〇就職ガイダンスに向けて 福祉プラザ3階会議室 12

3 6/27 〇就職ガイダンスの報告、反省 ショーケービル3階会議室 14

4 7/10
〇30年度の事業計画の確認
〇各担当の役割分担の再確認

福祉プラザ3階会議室 14

5 8/28
〇事業計画の担当報告
〇ケアヒーローズ配布について

福祉プラザ3階会議室 13

6 12/4
〇就職ガイダンスに関するアンケート調査報告
〇就職採用向上セミナーの開催について

福祉プラザ4階会議室 14

7 1/22
〇職員採用向上セミナーの報告・アンケートについて
〇学内セミナーについて
〇来年度事業計画について

ショーケービル3階会議室 9

8 2/21
〇事業計画
〇来年度学内セミナー、就職ガイダンスについて

福祉プラザ3階会議室 13

計 100

　②　研修会

№ 日程 内容 会場 出席者数 備考

1 6/3
「社会福祉法人による就職ガイダンス～伝えたい！福祉の魅力～」
○就職ガイダンス

東京エレクトロンホール宮城 29

2 12/21 ○学内セミナー～伝えたい！福祉職の魅力 東北保健医療専門学校 26

3 12/14 ○「職員採用力向上セミナー」 東京エレクトロンホール宮城 37

計 92



(9)　災害対策委員会

　①　会議

№ 日程 内容 会場 出席者数 備考

1 5/24
〇今年度事業計画の内容確認について
〇平成29年度に実施した災害対策訓練の振り返り

福祉プラザ4階会議室 9

2 6/26
〇前年度訓練を通した「仙台市との基本協定の運用」の見直しについて
〇前年度訓練を通した「市老施協災害時相互支援体制運営要綱」の見直
しについて

ショーケービル3階会議室 11

3 7/24

〇市老施協災害時相互支援体制運営要綱の見直し（案）について
〇災害対策研修企画（案）について
〇災害対策訓練企画（案）について
〇全国老施協D-WAT研修について

福祉プラザ4階会議室 11

4 9/28
〇災害対策研修企画（案）について
〇災害対策訓練企画（案）について
〇災害時緊急ネットワーク組織図について

福祉プラザ3階会議室 7

5 11/7
〇災害対策訓練の企画内容について
〇災害対策ネットワーク組織図の確認について
〇災害対策研修の広報について

福祉プラザ3階会議室 9

6 12/12
〇災害対策研修の振り返り
〇災害対策訓練について

ショーケービル3階会議室 10

7 1/31 〇災害対策訓練の実施に向けた確認 ショーケービル3階会議室 8

8 2/20
〇今年度事業の振り返りについて
〇次年度の事業計画（案）について
〇山形県老施協の災害対策訓練への参加について

ショーケービル地下会議室 9

計 74

　②　研修会

№ 日程 内容 会場 参加者数 備考

1 12/7

災害対策研修
テーマ
「災害時における福祉支援活動の理解と福祉避難所の役割を理解する」
〇講義Ⅰ
「災害時の福祉支援体制の構築に向けたガイドライン」について
   厚生労働省社会・援護局福祉基盤課  課長補佐　丸谷　裕　氏
〇講義Ⅱ
「福祉避難所に求められる役割とその必要性～仙台市における災害対
策」について
   仙台市健康福祉局総務課　　星　努　氏
〇情報交換

ショーケービル3階会議室 44

計 44



(10)　21世紀委員会

　①　会議

№ 日程 内容 会場 出席者数 備考

1 4/27
【役員会①】
〇平成30年度カントリーミーティングin仙台について
〇平成30年度の体制について

福祉プラザ4階会議室 5

2 6/7

【役員会②】
〇今年度の事業計画ならびにスケジュールについて
〇役割分担について
〇東北ブロックカントリーミーティングについて
〇交換研修について
〇情報交換会について
〇全国老施協２１世紀委員会から（２１世紀ビジョン等）
〇その他（介護現場のIT化・群馬２１との防災研修）

福祉プラザ3階会議室 6

3 6/7

【委員会①】
〇今年度の事業計画ならびにスケジュールについて
〇役割分担について
〇東北ブロックカントリーミーティングについて
〇交換研修について
〇情報交換会について
〇全国老施協２１世紀委員会から（２１世紀ビジョン等）
〇その他（介護現場のIT化・群馬２１との防災研修）

福祉プラザ3階会議室 23

4 7/31

【役員会③】
〇交換研修マッチングについて
〇カントリーミーティングについて
〇21世紀塾について

福祉プラザ3階会議室 6

5 7/31
【委員会交換研修担当①】
〇交換研修マッチングについて

福祉プラザ3階会議室 5

6 8/21

【役員会④】
〇カントリーミーティング検討事項について
・特別講演講師について
・バズワードについて

TKPガーデンシティ21階 5

7 11/8

【委員会②】
〇東北ブロックカントリーミーティングin仙台について
〇交換研修フォローアップ研修について
〇21世紀塾（仮）について
〇その他（学内セミナーについて等）

ショーケービル地下会議室 19

8 1/31

【役員会⑤】
〇東北ブロックカントリーミーティングin仙台について
〇今年度の反省について
〇次年度事業について

福祉プラザ3階会議室 6

計 75

　②　研修会（情報交換会,交流会等含む）

№ 日程 内容 会場 参加者数 備考

1 8/7

仙台・群馬老人福祉施設協議会交流研修会
〇津波被害を受けた施設のその時、その対応
  仙台市老人福祉施設協議会  副会長  鈴木  峻  氏
〇仙台市老施協における災害対策の取り組み
  仙台市老人福祉施設協議会  災害対策委員会委員長  野田  毅  氏
〇グループディスカッション

福祉プラザ3階会議室 21
仙台市老施
協内の参加
者

2
9～

 11月
リーダー・中堅施設職員交換研修 各施設 42

派29施設
受27施設

3 12/6

平成30年度リーダー・中堅施設職員交流研修
〇ワールドカフェ
・人材育成について
・人間関係の作り方について
・理想のリーダー像について

スタイラス 29

4
2/14
～15

東日本5県市21世紀委員会
平成30年度「21世紀委員会合同研修会」
〇第1部（2/14）
・講演『今後の介護・福祉業界の動向予想について』
　講師　株式会社　ケアペッツ  CEO　藤田　英明　氏
・講演『今後の介護・福祉業界の動向予想について』
    講師　株式会社ビーブリッド  社長　竹下　康平　氏
・お二方によるトークセッション
○第2部（2/15）
・グループワーク

群馬県社会福祉総合センター 8
仙台市老施
協内の参加
者

計 100



(11)　仙台市老施協役員選考委員会

№ 日程 内容 会場 出席者数 備考

1 4/9
○次期役員候補者の選出について
○その他

福祉プラザ4階会議室 5

計 5

4 その他会議

(1)　仙台市高齢者福祉団体連絡会
№ 日程 内容 会場 参加者数 備考
1 12/4 平成30年度の要望行動について 三吉 6

計 6

(2)　全国老施協代議員選挙実行委員会

№ 日程 内容 会場 参加者数 備考

1 1/22

○正副委員長の互選
○立会人の選出
〇公示内容について
○スケジュールについて

福祉プラザ4階会議室 4

2 2/14
○立候補状況について
○選挙日のスケジュール、役割分担について
○その他

ショーケービル3階会議室 4

計 8

(3)　全国・東北ブロック大会,研究会、その他研修,会議等

№
1
2
3
4
5
6

5 要望行動関係

№ 日程 内容

1 12/25 仙台市長への要望書提出

2 1/24 仙台市長への要望書回答報告会

3 12/18 宮城県知事への要望書提出

6 広報活動

№ 日程

1 8/1

2 12/1

3 3/30

7 介護人材確保の取り組み

№

1

2

福島県福島市

会場

兵庫県神戸市
宮城県仙台市
福岡県北九州市
北海道札幌市

№41 仙台市老施協だより発行

内容

宮城県庁

仙台市役所2階

仙台市役所3階

東北ブロック老人福祉施設研究会（9/13－9/14）
全国老人福祉施設研究会議（10/30－10/31）
全国老人福祉施設大会（11/20－11/21）
東北ブロック カントリーミーティングin仙台（2/26－2/27）
介護施設等における看護指導者養成研修（2/14ー16）

会議名等（日程） 会場
東北ブロック老人福祉施設大会（5/17ー18） 青森県青森市

№42 仙台市老施協だより発行

№43 仙台市老施協だより発行

介護の日イベント「みやぎケアフェスタ2018」（11/3）

会議名等（日程）

宮城県介護職員合同入職式（5/16）



8　各種関連役職　（  ）は就任時期を表しています

9　全国老施協表彰

10　義援金送付

・広島県「平成30年7月豪雨義援金」　総額1,582,056円（9/7全国老人福祉施設協議会へ送金）

・北海道「平成30年北海道胆振東部地震義援金」　総額738,644円（11/30全国老人福祉施設協議会へ送金）

感謝状受賞者　13名

□全国老施協代議員
   庄子清典（2017.4～2019.3）、折腹実己子（2017.4～2019.3）、千田勝見、鈴木 峻（第1予備代議員として2017.4
～2019.3）
□全国老施協災害対策委員会委員  鈴木 峻（2017.4～）
□全国老施協総研運営委員会認知症ケア推進戦略本部幹事  西島淳武（2017.5～)
□全国老施協21世紀委員会委員  髙橋 秀（2017.5～）
□東北ブロック老施協常任理事  庄子清典（2017.4～2019.3）
□東北ブロック老施協理事  折腹実己子、千田勝見（2017.4～2019.3）
□東北ブロック老施協養護老人ホーム委員会  千田勝見（2011.4～）
□東北ブロック老施協災害時広域連携に関する委員会  鈴木  峻（2016.5～）
□東北ブロック老施協デイサービス委員会  庄司英子（2015.9～）
□東北ブロック老施協軽費・ケアハウス委員会 千田勝見（2013.4～）、戸次有一（2015.9～）
□宮城県地域包括ケア推進協議会  鈴木  峻（2016.5～）、庄司英子（2016.6～）
□宮城県介護人材確保協議会専門委員会  鈴木  峻（2016.5～）
□宮城県介護人材確保協議会実行委員会委員　 野辺地弘恵、高田洋樹（2018.4～2019.3）
□宮城県喀痰吸引等研修実施委員会  齋藤信子（2018.4～）
□宮城県災害福祉広域支援ネットワーク協議会  鈴木  峻（2017.7～）
□仙台市介護認定審査会委員29名（2017.4～2019.3）
□仙台市介護保険審議会　 鈴木  峻（2015.7～2021.7）
□仙台市社会福祉審議会　 折腹実己子（2016.6～2019.6）
□仙台市地域ケア全体会議委員
   千田勝見、芳賀恭司、吉田潤、齋藤信子（2018.6～2021.3）、菅原節雄（2018.12～2021.3）
□仙台市介護実習・福祉用具普及事業運営委員会  菅原節雄（2017.6～2018.5）
□仙台市民生委員推薦会委員　 庄司英子（2017.10～2020.9）
□太白区民生委員推薦会委員   齋藤信子（2018.8～2021.7）
□仙台市認知症対策推進全体会議  水澤里志(2018.7～2019.7)
□仙台市訪問介護事業所連絡会  佐藤昭博、星  裕子、高橋かよ（2018.4～2021.3）
□仙台市通所介護事業所連絡会  宍戸  衡、辻永実佐子、加藤静江、伊藤拓也（2018.4～2021.3）
□仙台市救急業務基本問題検討会委員  折腹実己子（2018.12～2019.3）
□仙台市社協理事  庄子清典（2018.4～2020.3）


