
№ 日程 内容 会場 出席者数 備考

1 4/24

〇第71回老人福祉施設大会仙台開催について
○平成25年度事業報告及び収支決算について
○監査報告
〇ホームページ運営規定について（案）
○平成26年度事業計画(案)及び収支予算(案)について
〇任期満了に伴う理事の選任について
〇任期満了に伴う監事の選任について
〇高齢者福祉施設における災害対策参考の手引き（案）について

秋保ホテルニュー水戸屋 65

2 3/6 〇（臨時）平成27-28年度全国老人福祉施設協議会代議員選挙について 江陽グランドホテル 50

計 115

№ 日程 内容 会場 出席者数 備考

1 4/11
○平成26年度仙台市老人福祉協議会総会について
・日程、議案、出席状況について
○その他

福祉プラザ6階会議室 4

2 5/9

〇各委員会委員、実行委員の選任について
〇平成26年度東北ブロック老人福祉施設協議会総会について
〇平成26年度21世紀委員会「代表者会議」開催に係る代表者の推薦につ
いて
〇宮城県地域包括ケア推進協議会準備委員会（仮称）専門委員会委員の
選出について
〇平成26年度仙台市地域包括支援センター連絡協議会総会について

福祉プラザ4階会議室 4

3 6/23
〇第２回全国大会実行委員会について
○その他

福祉プラザ4階会議室 4

4 8/5
【経営制度委員会正副委員長と合同】
○社会福祉法人に対する法人税課税に係る反対要請活動について
○その他

福祉プラザ3階会議室 7

5 8/19
【経営制度委員会正副委員長と合同】
○社会福祉法人に対する法人税課税に係る反対要請活動について
○その他

ショーケービル2階203 7

6 9/5

○宮城労働局職業安定部長からの要請について
○福祉分野団体等における広域連携・協働ネットワーク設立及び災害派
　遣福祉チーム設置運営等にむけた検討委員の推薦について
〇社会福祉法人に対する法人税課税に係る要請活動について
〇地域包括ケアシンポジウム参加者について
〇仙台市介護認定審査会委員　任期満了に伴う委員候補者の
　推薦について
〇宮城県第三期地域医療再生事業「仙台医療介護連携の会」
　　委員の推薦について
○その他

福祉プラザ4階会議室 4

7 9/22

【経営制度委員会委員長と合同】
○9/30施設長会議について
○全国大会について
○その他

福祉プラザ4階会議室 5

8 11/10
〇全国大会について
○介護認定審査会委員候補者について
〇その他

福祉プラザ4階会議室 4

9 12/3

【経営制度委員会委員長と合同】
〇仙台市への要望書について
〇今後の活動について
〇介護認定審査会新委員候補について
〇その他
　・介護報酬改定に関する請願書について
　・平成27年度仙台市老施協総会について
　・平成27年度東北ブロック老施協大会（仙台大会）について

ショーケービル3階Ｄ 5

平成26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



10 12/25

〇宮城県老人福祉施設協議会「管理者等研修会」について
〇福祉施設介護事業者向けﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｾﾐﾅｰ名義後援について
〇臨時総会について
　・代議員選挙について
　・施設長研修会について
〇意見書について
〇介護認定審査会委員被推薦者の担当行政区について

福祉プラザ3階会議室 4

11 1/19

〇臨時総会及び施設長研修会について
〇優先入所指針について
〇災害対策本部について
〇その他
　・介護認定審査会について
　・仙台フィンランド健康福祉センター推進協議会第10回総会について
　・「被災後3年間の支援の歩みに係る記録誌」（宮城県社協発行）
　　について
　・平成27年度東北ブロック大会（仙台大会）について

ショーケービル2階203 4

12 2/5

〇優先入所指針について
〇仙台市社会福祉審議会老人福祉専門分科会及び介護保険審議会
　合同委員会について
〇代議員選挙について
〇その他
　・施設長研修会及び臨時総会について
　・平成27年度東北ブロック大会　運営事務等委託業者について

三吉 4

13 3/12
〇平成27年度仙台市老施協総会について
〇平成27年度東北ブロック大会について
〇その他

福祉プラザ6階会議室 4

14 3/27
〇平成27年度仙台市老施協総会について
〇平成27年度東北ブロック大会について
〇その他

福祉プラザ4階会議室 4

計 64

(3)　理事会

№ 日程 内容 会場 出席者数 備考

1 4/15
○平成26年度仙台市老人福祉施設協議会総会について
・日程、進行、議案、出席状況について
○その他

福祉プラザ4階会議室 14

2 4/22
〇正副会長の互選
〇任期満了に伴う監事の選任について

秋保ホテルニュー水戸屋 14

3 5/19

〇各委員会委員、実行委員の選任について
〇災害対策本部常設委員会及び実行委員会について
〇全国大会実行委員会について
〇宮城県地域包括ケア推進協議会準備委員会（仮称）専門委員会委員の
　選出について
〇情報交換～平成26年度各施設事業計画について～

ショーケービル2階203 14

4 7/24

〇宮城県老人福祉施設協議会との災害時相互支援協定について
〇理事の欠員について
〇その他
　・宮城県地域包括ケア推進協議会準備委員会専門委員会の報告

ショーケービル2階203 14

5 9/10
〇地域包括ケアシンポジウムについて
〇これからの介護と福祉を守る1,000人集会について
〇その他

ショーケービル2階203 13

6 11/18

〇仙台市への要望書について
〇仙台市介護認定審査会及び仙台市社会福祉審議会老人福祉専門分科会
合同委員会の経過報告
〇介護認定審査会委員の推薦について
〇その他
　　・災害対策本部について

仙台国際ホテル 11

7 12/3

〇仙台市への要望書について
〇今後の活動について
〇介護認定審査会伸委員候補について
〇介護報酬改定に関する請願書について
〇平成27年度仙台市老施協総会について
〇平成27年度東北ブロック老施協大会（仙台大会）について

ショーケービル3階Ｄ 11



8 1/19

〇全老施協 代議員選挙の実施について
〇臨時総会及び施設長研修会について
〇優先入所指針について
〇災害対策本部について
〇その他

ショーケービル2階203 12

9 2/17

〇臨時総会及び施設長研修会について
〇優先入所指針について
〇宮城県への要望行動について
〇仙台市から要望書への回答について
〇平成27年度東北ブロック大会について
〇東北ブロック老人福祉施設協議会　災害時相互支援協定について
〇代議員選挙について
〇その他

福祉プラザ3階会議室 12

10 3/31
〇平成27年度仙台市老施協総会について
〇平成27年度東北ブロック大会について
〇その他

福祉プラザ4階会議室 16

計 131

(4)　監事会

№ 日程 内容 会場 出席者数 備考

1 4/9
○平成25年度事業報告及び収支決算について
○平成25年度事業及び会計監査

福祉プラザ6階会議室 2

計 2

(5)　災害対策本部会議

№ 日程 内容 会場 出席者数 備考

1 12/17

〇実行委員会の設置について
〇実行委員会の責任者について
〇安否確認システムについての「著作権に関する三者間契約書(案)」に
ついて
〇その他

ショーケービル2階203 12

計 12

2　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 7/11

【正副委員長会】
○今年度の事業について
〇役割分担について
〇施設長研修について
○その他

ショーケービル3階Ｆ 4

2 8/6

〇今年度の事業について
〇役割分担について
〇施設長研修について
〇会費について
〇その他

ショーケービル6階3号室 8

3 8/27
【施設長研修会部会】
○施設長研修会について
○その他

ショーケービル3階Ａ 4

4 9/10
【施設長研修会部会】
○施設長研修会について
○その他

ショーケービル2階203 5

5 1/5
【正副委員長会】
〇臨時総会及び施設長研修会について
○その他

福祉プラザ6階北会議室 4

6 1/26
〇臨時総会及び施設長研修会について
○その他

ショーケービル3階Ａ 9

7 2/26
【施設長研修会部会】
○施設長研修会及び臨時総会について
○その他

福祉プラザ4階会議室 4

8 2/27
【規約部会】
〇規約について
○その他

福祉プラザ4階会議室 3



9 3/25
【正副委員長会】
〇規約の改正について
○その他

福祉プラザ3階会議室 4

計 45

　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
4/24-
25

総会
「新成長産業としての介護～未来を生き抜くために～」
　講師　公益社団法人全国老人福祉施設協議会
　　介護保険事業等経営委員会委員長　桝田　和平 氏
「行政説明」
　仙台市健康福祉局保険高齢部高齢企画課長　米内山　武 氏
　仙台市健康福祉局保険高齢部介護保険課長　宮野　憲子 氏
　仙台市健康福祉局保険高齢部介護予防推進室長　草苅　英美子 氏

秋保ホテルニュー水戸屋 65

2 9/30

施設長会議
○第71回全国老人福祉施設大会（仙台大会）について
○仙台市社会福祉審議会老人福祉専門分科会及び介護保険審議会
　合同委員会　中間報告
○社会福祉法人に対する課税回避活動について
○その他

ショーケービル3階 68

3 3/6

施設長研修会（及び臨時総会）
○優先入所指針について
○仙台市社会福祉審議会老人福祉専門分科会及び介護保険審議会
　合同委員会について
○災害時安否確認システムについて
○「人材確保について」
　　講師　株式会社リクルートキャリア　門野　友彦 氏

江陽グランドホテル 129 総会は50

計 262

(2)　経営制度委員会

　①　会議

№ 日程 内容 会場 出席者数 備考

1 5/22

〇委嘱状の交付
○仙台市への今年度要望事項について
〇次年度の制度改正に合せた議論
○今後の委員会活動について
○その他

福祉プラザ4階会議室 10

2 6/20
【正副委員長会】
〇委員会活動の今後の方向性について
〇その他

福祉プラザ3階会議室 4

3 6/27

〇正副委員長会の報告
〇正副委員長会決定事項の確認及び意見聴取
〇決定事項の具体的進め方
〇その他

福祉プラザ4階会議室 10

4 7/18
【要望部会】
○要望書からの検討
○その他

福祉プラザ4階会議室 5

5 7/18
【調整部会】
○各委員会の調整について
○その他

福祉プラザ4階会議室 7

6 8/6
【要望書協議部会】
○要望書について
○その他

ショーケービル6階3号室 7

7 9/1
【要望書協議部会】
○要望書について
○その他

福祉プラザ4階会議室 8

8 9/2
【調整部会】
○合同委員会について
○その他

ショーケービルB1階G 6

9 10/14
【調整部会】
○合同委員会について
○その他

福祉プラザ4階会議室 8



10 10/17
【要望書協議部会】
〇要望書の草案について
○その他

福祉プラザ3階会議室 7

11 11/10
【調整部会】
○合同委員会について
○その他

福祉プラザ4階会議室 8

12 11/11
〇今年度の要望書について
○その他

福祉プラザ3階会議室 12

13 12/3
【正副委員長会】
〇仙台市への要望書について
〇その他

ショーケービル3階Ｄ 3

14 2/2
【調整部会】
〇合同委員会について
〇その他

福祉プラザ4階会議室 8

計 103

(3)　在宅委員会

　①　会議

№ 日程 内容 会場 出席者数 備考

1 5/27
○平成26年度事業計画について
○その他

福祉プラザ4階会議室 8

2 6/20

〇委嘱状の交付
○情報交換会の日程調整について
〇アンケート内容の検討
○その他

福祉プラザ4階会議室 7

3 8/23
○情報交換会について
○アンケート結果について
○その他

福祉プラザ3階会議室 6

4 9/4
〇情報交換会の反省
〇介護送迎担当者講習会について

福祉プラザ3階会議室 6

5 12/12
○緊急ショートについて
○情報交換会（短期入所について）
○その他

ショーケービル3階Ａ 9
市高齢
企画課

計 36

　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 8/25 情報交換会（通所介護事業所） 福祉プラザ11階第1研修室 29

2 9/19
介護送迎担当者安全運転講習会
　講師　特定非営利活動法人交通事故予防センター

奥羽自動車学校 17

3 9/26
介護送迎担当者安全運転講習会
　講師　特定非営利活動法人交通事故予防センター

R45日の出自動車学校 12

4 2/20 情報交換会（ショートステイ事業所） 福祉プラザ11階第1研修室 43

計 101

(4)　施設推進委員会

　①　会議

№ 日程 内容 会場 出席者数 備考

1 8/20
〇委嘱状交付
○優先入所について
○その他

ショーケービル3階Ｃ 10

2 9/25
○優先入所について
○その他

福祉プラザ3階会議室 12
市高齢
企画課

3 11/12
○優先入所基準について
○その他

ショーケービル3階Ａ 8

4 12/10
○優先入所基準について
○その他

ショーケービル3階Ａ 10
市高齢
企画課

5 2/9
○優先入所基準について
○その他

福祉プラザ4階会議室 10
市高齢
企画課

計 50



(5)　広報委員会

　①　会議

№ 日程 内容 会場 出席者数 備考

1 6/6
○仙台市老施協だより№30について
○その他

福祉プラザ3階会議室 10

2 7/11

〇委嘱状交付
○仙台市老施協だより№30の内容について
〇仙台市老施協だよりN0.31の内容について
○その他

福祉プラザ4階会議室 7

3 8/18
○仙台市老施協だより№30の最終校正について
〇仙台市老施協だよりN0.31の内容について
○その他

ショーケービル3階Ｆ 6

4 9/22

〇仙台市老施協だよりN0.31の内容について
〇全国大会でのアンケートの内容について
〇全国大会の広報委員の役割分担について
○その他

ショーケービル3階Ａ 7

5 11/6
○老施協だより№31の内容について
〇全国大会アンケートの結果について
○その他

福祉プラザ6階北会議室 7

6 12/12
○老施協だより№31の内容について
○その他

ショーケービル3階Ｆ 6

7 2/12
〇平成27年度事業計画について
〇その他

福祉プラザ3階会議室 7

計 50

(6)　研修委員会

　①　会議

№ 日程 内容 会場 出席者数 備考

1 4/28
【一般職員】
○第1回職員研修について
○その他

福祉プラザ11階第1研修室 10

2 4/28

【交流】
○ソフトバレーボール大会の詳細について
〇大会委員長について
○その他

福祉プラザ11階第1研修室 11

3 4/28
【栄養士・相談員】
○相談員研修会の詳細について
○その他

福祉プラザ11階第1研修室 7

4 8/27

【一般職員】
○第1回研修会の反省
〇第2回研修会（11/14　ターミナルケア研修会）について
○その他

福祉プラザ3階会議室 12

5 8/27
【交流】
○交流会（11/1　ソフトボール大会）の詳細について
○その他

福祉プラザ3階会議室 10

6 8/27
【栄養士・相談員】
○研修会（10/16　栄養士研修）の詳細について
○その他

福祉プラザ3階会議室 7

7 11/28

【一般職員】
〇11/14第2回職員研修（ターミナルケア研修）の反省について
〇2/13研究発表大会の内容について
〇その他

福祉プラザ3階会議室 9

8 11/28
【交流会】
〇1/23ボウリング大会の内容について
〇その他

福祉プラザ3階会議室 7

9 11/28

【栄養士・生活相談員】
○10/16栄養士研修の反省について
○1/28生活相談員研修の内容について
○その他

福祉プラザ3階会議室 5



10 3/12
【全体会】
〇今年度の反省及び事業計画について
〇その他

福祉プラザ3階会議室 24

計 102

　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 6/7
【交流】
第1回職員交流会
「ソフトバレーボール大会」

仙台白百合女子大学体育館 201

2 6/9

【一般職員】
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　伊丹　さち子 氏　他

仙台医療福祉専門学校 26

3 7/7

【一般職員】
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　伊丹　さち子 氏　他

仙台医療福祉専門学校 25

4 7/25

【相談員】
第１回生活相談員研修
「医療と介護のより良い連携のために」
　講師　仙台市立病院院長　亀山　元信 氏
　　　　仙台南病院　医療連携室室長　開沼　美由紀 氏

ショーケービル4階 41

5 10/16

【栄養士】
第2回研修
「栄養士研修会」
　話題提供　　　特別養護老人ホームうらやす
　　　　　　　　管理栄養士　梅宮　瑛邦 氏
　　　　　　　　特別養護老人ホーム　大石原苑
　　　　　　　　管理栄養士　後藤　友岐 氏

福祉プラザ10階第2研修室 31

6 11/1
【交流】
第2回職員交流会
「ソフトボール大会」

広瀬川河川敷 0
雨天
中止

7 11/14

【一般職員】
第2回職員研修会
「ターミナルケア研修会」
　講師　仙台往診クリニック　院長　川島　孝一郎 氏

福祉プラザ1階
プラザホール 60 懇親会

8 1/23
【交流】
第3回職員交流会
「ボウリング大会」

コロナキャットボウル仙台 127

9 1/28

【栄養士・相談員】
第3回生活相談員研修会
「相談支援と聴き方」
　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11階第1研修室 30

10 2/13

【一般職員】
第3回職員研修会
「第11回研究発表大会」
　発表
　　①「そろそろ酒が呑めっかな？」
　　　　　特別養護老人ホーム　白東苑　山田智恵
　　②「特別養護老人ホームにおける専従理学療法士の取り組みと
　　　　　今後の展望　～利用者の生活力向上と職員のケア～」
　　　　　特別養護老人ホーム　パルシア　及川利直
　　③「介護力向上講習の取り組みから学んだこと」
　　　　　特別養護老人ホーム　国見苑　佐々木崇晃、佐藤真理
　　④「生活支援における福祉用具導入の事例」
　　　　　台原デイサービスセンター　塚原恵衣
　　⑤「認知症フロアでの活動内容と家族との連絡ツールについて」
　　　　　遠見塚デイサービスセンター　西條美鈴　折笠美雪

福祉プラザ1階
プラザホール 53 懇親会

計 594



(7)　看護ケアマネ委員会

　①　会議

№ 日程 内容 会場 出席者数 備考

1 4/28

【看護ケアマネ】
○各研修の予定について
・看護　交換研修について
・ケアマネ　施設ケアマネ研修について
○その他

福祉プラザ11階第1研修室 11

2 7/25

【看護ケアマネ】
〇委嘱状交付
○10/7研修会の草刈Ｄｒ．の講義での役割分担について
○その他

福祉プラザ3階会議室 11

3 11/28

【看護】
〇10/7看護ケアマネ合同研修の反省について
〇施設間交換研修について
〇「これからの特別養護老人ホームにおける看護リーダー養成研修」
　　伝達研修会について
〇1/21看護研修の内容について
〇その他
　・「特別養護老人ホームにおける看護管理者研修」の報告
　・「仙台医療介護連携の会」の経過報告

福祉プラザ3階会議室 5

4 11/28

【ケアマネ】
〇10/7看護ケアマネ合同研修の反省について
〇2/18ケアマネ研修の内容について
〇その他

福祉プラザ3階会議室 3

5 3/12
【全体会】
〇今年度の反省及び事業計画について
〇その他

福祉プラザ3階会議室 9

計 39

　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 6/25

「施設ケアマネージャー研修会」
  ・　講義　特養百合ヶ丘苑　副苑長兼相談室長　菅原　信 氏
　・ケアマネジメント技術の向上をめざす
　　～その人らしさ～を実現する
　・　グループワーク

福祉プラザ11階第1研修室 25

2 10/7

「看護・ケアマネ合同研修会」
　講義「高齢者の自然死について」
　　講師　草刈内科医院　院長　草刈　拓 氏
　グループワーク

福祉プラザ1階第プラザホール 45 懇親会

3 2/23

「これからの特別養護老人ホームにおける看護リーダー養成研修」
　伝達研修会
　講師　特別養護老人ホームリーフ鶴ヶ谷 介護課長 遠藤 明子 氏
　グループワーク

福祉プラザ11階第1研修室 22

4 3/4

「ケアマネジャー研修会」
　講義　「適正なケアマネジメントの実践に向けて
                             ～介護保険制度改正を見据えて～」
　講師　仙台市健康福祉局 介護保険課 指導第二係長 坂井 貴之 氏

福祉プラザ10階第2研修室 52

計 144

(8)　21世紀委員会

　①　会議

№ 日程 内容 会場 出席者数 備考

1 5/13

【役員会】
〇第1回委員会開催について
〇平成26年度21世紀委員会「代表者会議」開催に
係る代表者の推薦について

福祉プラザ4階会議室 5

2 5/13

【全体会】
○平成26年度事業計画について
〇ワーキンググループ編成について
〇社会福祉法人による就職セミナーについて
○その他

福祉プラザ4階会議室 19



3 5/29
【ワーキングチーム2】
○社会福祉法人による就職セミナーについて
○その他

福祉プラザ4階会議室 10

4 6/24
【ワーキングチーム1】
○交換研修のマッチング作業
○その他

福祉プラザ4階会議室 11

5 7/25
【ワーキングチーム2】
○社会福祉法人による就職セミナー振り返り
○その他

福祉プラザ4階会議室 9

6 8/22
【役員会】
〇第2回委員会開催について
〇その他

福祉プラザ3階会議室 6

7 8/22

【全体会】
〇委嘱状交付
○各ワーキングチーム進捗状況について
〇２１世紀委員会勉強会及び情報交換会
○その他

福祉プラザ3階会議室 20

8 9/26
【ワーキングチーム2】
○学内セミナーについて
○その他

福祉プラザ4階会議室 8

9 11/6
【役員会】
〇第3回委員会開催について
〇その他

ショーケービル2階205 6

10 11/6

【全体会】
○各ワーキングチーム進捗状況について
〇２１世紀委員会勉強会及び情報交換会
○その他

ショーケービル2階205 22

11 11/20
【ワーキングチーム2】
○学内セミナーについて
○その他

福祉プラザ4階会議室 11

12 12/3
【ワーキングチーム1】
○情報交換会について
○その他

ショーケービル3階Ａ 9

13 12/22
【役員会】
○第4回委員会開催について
○その他

東京ｴﾚｸﾄﾛﾝﾎｰﾙ宮城
603会議室

6

14 12/22
【全体会】
○平成27年度事業計画素案について
○その他

東京ｴﾚｸﾄﾛﾝﾎｰﾙ宮城
603会議室

20

計 162

　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 6/14
「社会福祉法人による就職セミナー～伝えたい！福祉の魅力～」
　○就職ガイダンス

ショーケービル2階 22
一般

参加者

2
8～9
月

リーダー・中堅施設職員交換研修 各施設 52
派39施設
受30施設

3 12/9 学内セミナー～伝えたい！福祉の魅力～ 東北文化学園専門学校 30

4 1/30 リーダー・中堅施設職員交換研修フォローアップ研修 ショーケービル3階Ｄ 22

5 2/27 21世紀委員会「勉強会」 ショーケービル2階205 21

計 147

(9)　災害救援対策委員会　(※特別委員会)

　①　会議

№ 日程 内容 会場 出席者数 備考

1 6/6
【Ａ】
○「高齢者福祉施設における災害対策参考の手引き」について
○その他

福祉プラザ4階会議室 5

計 5



(10)　H26全国大会実行委員会　(※特別委員会)

№ 日程 内容 会場 出席者数 備考

1 4/15
【全体会議】
〇宮城県老施協への協力依頼について

福祉プラザ4階会議室 13

2 6/18

【現地視察】
　　参加者：全国老施協大会フォーラム委員会幹事、
　　　　　　仙台市老施協正副会長、仙台市老施協事務局、名鉄観光
　　・雨天時の対応
　　・マルチビジョンの利用の有無
　　・二日目のシャトルバスの活用の是非
　　・クロークの確保と動線

ゼビオアリーナ仙台
仙台国際ホテル

4

3 6/19
【現地視察】
　　参加者：全国老施協大会フォーラム委員会幹事、
　　　　　　仙台市老施協正副会長、仙台市老施協事務局、名鉄観光

ﾎﾃﾙﾒﾄﾛﾎﾟﾘﾀﾝ仙台
ｳｪｽﾃｨﾝﾎﾃﾙ仙台
江陽ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ

4

4 6/23

【全体会議】
〇仙台大会について
・開催要綱（案）について
・視察結果について
・全老施協から提示された問題点について
・今後のスケジュールについて
・その他

福祉プラザ4階会議室 11

5 7/3
【交流会会場下見】
　　〇現地視察　すずめ踊り会場

ﾎﾃﾙﾒﾄﾛﾎﾟﾘﾀﾝ仙台
仙台国際ﾎﾃﾙ

4

6 7/11
【総務・誘導係合同会議】
○係員の動員について

ショーケービル3階Ｆ 5

7 7/22
【交流会会場下見】
　　〇現地視察　すずめ踊り会場
　　　　朱雀

ﾎﾃﾙﾒﾄﾛﾎﾟﾘﾀﾝ仙台
 4

8 7/24

【全体会議】
〇仙台大会について
・これまでの経過報告
・新組織体制について
・企画・タイムスケジュール・協力員について
・その他

ショーケービル2階203 15

9 7/28
【交流会会場下見】
　　〇現地視察　すずめ踊り会場
　　　　松陵め組


仙台国際ﾎﾃﾙ 4

10 8/28
【総務・誘導係・調整部会合同会議】
○会員施設への協力員派遣要請について

福祉プラザ4階会議室 8

11 8/29

【全体会部会】
〇全体会(3日目）の内容について
〇震災関連展示コーナの設置内容について
〇その他

福祉プラザ4階会議室 3

12 9/5

【企画調整部会】
〇市老施協会員施設への協力員派遣要請について
〇係員必携の作成及び名鉄観光への業務委託について
〇介護機器展要項（案）について
〇ゼビオアリーナ隣接空地の借用及び活用について

福祉プラザ4階会議室 5

13 9/9

【参加者要請部会】
〇東北ブロック６県への参加要請について
〇大学、専門学校への案内について
〇高齢者福祉団体への招待について
〇その他

福祉プラザ６階北会議室 4

14 9/10

【全体会議】
〇市老施協会員施設への協力員派遣要請について
〇係員必携の作成および名鉄観光への業務委託について
〇介護機器展要項（案）について
〇ゼビオアリーナ隣接空地の借用及び活用について
〇その他

ショーケービル2階203 17

15 9/17
【全体会部会】
〇係員必携の内容について
○その他

福祉プラザ６階北会議室 2



16 9/17
【誘導部会】
〇係員必携の内容について
○その他

福祉プラザ６階北会議室 2

17 9/18

【交流・参加者要請部会合同】
〇交流会について
○参加者について
○その他

福祉プラザ６階北会議室 6

18 9/22
【全体会部会】
〇係員必携の内容について
○その他

ショーケービル３階Ｆ 3

19 9/22

【参加者要請部会】
〇全国及び東北ブロック等への参加者要請について
○招待先及びその対応について
○その他

ショーケービル３階Ｆ 4

20 10/14

【企画調整部会】
〇運営協力員必携について
〇参加者状況について（参加者要請部会より）
〇収支概況について
〇その他

福祉プラザ4階会議室 5

21 10/15
【全体会部会】
〇事前打ち合わせ
○その他

ショーケービル３階Ａ 7

22 10/15
【分科会部会】
〇事前打ち合わせ
○その他

ショーケービル３階Ａ 7

23 10/17
【誘導部会】
〇事前打ち合わせ
○その他

福祉プラザ4階会議室 19

24 10/20
【全体会議】
〇各部会より報告
〇その他

ショーケービル2階203 16

25 11/18

【全体会議】
〇最終参加者数について
〇運営協力員について
〇収支見通しについて
〇振り返りについて

仙台国際ホテル 13

計 185

(11)　代議員選挙実行委員会　(※特別委員会)

№ 日程 内容 会場 参加者数 備考

1 1/19

〇正副委員長の互選
〇立会人の選出
〇公示内容について
〇スケジュールについて

ショーケービル2階203 6

2 2/17
〇選挙日のスケジュール、役割分担について
〇その他

仙台市福祉プラザ
6階北会議室

4

計 10

№ 日程 内容 会場 参加者数 備考

1 3/11
○開催要綱（案）について
○その他

ショーケービル3階Ａ 6

2 3/18
○開催要綱（案）について
○その他
　・懇親会の内容について

ショーケービル3階Ａ 6

3 3/27
○東北ブロック老人福祉施設大会について
○その他

福祉プラザ4階会議室 6

計 18

(12)　東北ブロック老人福祉施設大会実行委員会　（※特別委員会）



3　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 12/10
○平成26年度要望行動について
○その他

三吉 16

計 16

(2)　宮城県老施協との話し合い

№ 日程 内容 会場 参加者数 備考

1 6/19 情報交換会 パレス宮城野「紅梅の間」 4

計 4

(3)　全国・東北ブロック大会,研究会、その他研修,会議等

№

1

2 第１回大会・フォーラム委員会（6/9）

3

4

5

6

7

8

4　要望行動関係

№ 日程 内容

1 12/17 仙台市長への要望書提出

2 1/29 宮城県知事への要望書提出

3 2/9 仙台市長への要望書回答報告会

5　広報活動

№ 日程

1 8/25

2 2/1

6　各種関連役職

7　全国老施協表彰

宮城県庁

庄建上杉ビル5階

全国老人福祉施設大会（10/28-30）

東北ブロック老人福祉施設研究会（9/3-4）

宮城県仙台市

大阪府大阪市

福島県郡山市

宮城県松島町

仙台市役所3階

会議名等（日程） 会場

東北ブロック老人福祉施設協議会
4県・1市による災害時相互支援協定締結式（2/12）

東北ブロック老人福祉施設大会(5/15-16)

大都市社会福祉協議会大会（7/17-18）

カントリーミーティング東北in宮城（12/11-12）

宮城県老人福祉施設協議会と仙台市老人福祉施設協議会による
災害時相互支援協定締結式（7/30）

□全国老施協理事　  1名　髙橋治（H25.4～H27.3）
□全国老施協代議員　1名　髙橋治（H25.4～H27.3）
□全国老施協研修委員会副委員長　折腹実己子（H23.4～）
□全国老施協大会・フォーラム委員　千田勝見（H25.6～H27.3）
□全国老施協21世紀委員会委員　西島　淳武（H23.4～）
□東北ブロック老施協常任理事　1名　髙橋治（H25.4～H27.3）
□東北ブロック老施協理事　2名　折腹実己子、千田勝見（H25.4～H27.3）
□東北ブロック老施協監事　1名　庄子清典（H25.4～H27.3）
□東北ブロック老施協ケアハウス分科会　1名　戸次有一
□東北ブロック老施協養護老人ホーム分科会　1名　千田勝見（H23.4～）
□東北ブロック老施協軽費老人ホーム分科会　1名　三浦豊（H23.4～）
□宮城県地域包括ケア推進協議会準備委員　２名　庄子清典、庄司英子（Ｈ26.7～）
□宮城県介護人材確保協議会　１名　庄子清典
□仙台市介護認定審査会委員29名（H25.4～H27.3）
□仙台市介護保険審議会委員　1名　鈴木峻（H24.7～H27.7）
□仙台市社会福祉審議会　1名　折腹実己子（H25.6～H26.6）
□仙台市地域ケア全体会議委員　5名　千田勝見、菊地昭三、吉田潤、遠藤茂美、
　大内良三（H24.4～H27.3）
□仙台市介護実習・福祉用具普及事業運営委員会　1名　菅原節雄（H25.6～H27.5）
□仙台市民生委員推薦会委員　1名　菊地昭三（H23.10～H26.9）
□仙台市認知症対策推進全体会議　1名　遠藤茂美
□仙台市社協理事　1名　髙橋治（H26.4～H28.3）
□仙台市社協評議員　1名　千田勝見（H26.4～H28.3）

感謝状受賞者　9名

仙台市老施協だより№30
全国大会特集

仙台市老施協だより№31
全国大会特集

山形県山形市

宮城県仙台市

会場

内容

東京都千代田区

宮城県仙台市


