
 

 

 
 

 

１ 趣旨 

    昨今、社会福祉法人は通常のサービスに加え、地域の福祉ニーズ等を踏まえた多様な

地域貢献活動がより一層求められています。また、6 年ぶりのプラス改定となった介護

報酬改定から1年が経過しましたが、依然として特別養護老人ホームやデイサービス等、

多くの施設で厳しい経営状況が続いています。 

    併せて、深刻な人材不足の問題を抱える介護業界においても、社会福祉法人改革や働

き方改革など時代の要請にどのように応えていくかなど、より現場のニーズに合わせた、

効率的な組織運営、働き方が求められています。 

    高齢者福祉の原点は、地域や施設で暮らす高齢者一人ひとりが安心して暮らすことが

できるように住民生活に寄り添い豊かな地域福祉を育むことだと考えます。 

    この研究会は、東北各地の専門職が集い、日々の実践の中で向き合ってきた課題や、

その解決のための取り組み、創意工夫を共有することにより、従来の考え方にとらわれ

ることのない、新しい考え方を生み出し、全国老人福祉施設協議会へ提言していくこと

を目的として開催します。 

業所を目指し、さらなる充実を図ることを目的として、本研修会を開催 

２ 主催 

  公益社団法人全国老人福祉施設協議会 

東北ブロック老人福祉施設協議会 

  仙台市老人福祉施設協議会 

 

３ 後援 

  仙台市 

社会福祉法人仙台市社会福祉協議会 

 

４ 期日 

   令和元年 9 月 5 日（木）～6 日（金） 

 

５ 会場 

 全体会（1 日目）・分科会（2 日目） 

江陽グランドホテル 

  〒980-0014  宮城県仙台市青葉区本町 2 丁目 3-1（TEL：022-267-5111） 

豊かな地域福祉を育むために 

～現場の声に応える社会福祉法人を目指して～ 



 

 

６ 参加定員 

  １，０００人程度 

 

７ 対象 

  東北ブロック老人福祉施設協議会会員施設・事業所職員 

 

８ 日程 ※ 時間配分等は変更になる可能性もありますのであらかじめご了承ください。 

【1 日目：9／5（木）】 
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【2 日目：9／6（金）】 

9：00～12：00 12：00 

分科会 終了・解散 

 

９ 内容 

 (1) 開会式典 

  ○開会・主催者挨拶  

        仙台市老人福祉施設協議会                            会長  庄子  清典 

    ○主催者挨拶 

公益社団法人全国老人福祉施設協議会                  会長  平石    朗 

東北ブロック老人福祉施設協議会                      会長  渡辺    均 

  ○感謝状贈呈 

  ○来賓祝辞 

仙台市                                              市長  郡    和子  様 

    社会福祉法人仙台市社会福祉協議会                    会長  山浦  正井  様 

  ○主催者紹介 

(2) 基調報告・事業紹介 

     公益社団法人全国老人福祉施設協議会 

(3) 講演 

   「認知症とともに生きる」                

おれんじドア  代表  丹野  智文  氏 

    「介護サービスを利用して思うこと」 

公益社団法人認知症の人と家族の会宮城県支部 副代表  鈴木  徳子  氏 

(4) 次期開催県挨拶 

     社会福祉法人岩手県社会福祉協議会  高齢者福祉協議会  会長  渡辺    均   

 

 



 

(5) 分科会（各分科会は、発表者 4 名・助言者 2 名を予定しています。） 

分科会 テーマ及び研究課題例示 

第 1 

伴走型介護の追及―ＱＯＬ向上に資するケアの実践― 

○認知症ケア 

○自立支援介護（ＡＤＬ・ＱＯＬ向上） 

○常食化への取り組み 

○医療・介護の連携 

○記録の活用とアウトカム評価 

○看取り介護 

○医行為（喀痰吸引、経管栄養等） 

○機能訓練（リハビリテーション） 

○口腔ケア 

○個別ケアの実践 

第 2 

未来とともに歩む社会福祉法人（特養）の経営 

○社会福祉法人戦略（経営・運営） 

○地域における公益的な取り組み 

○財務分析による経営の合理化・適正化 

○組織の透明性確保の取り組み 

○既存の社会資源との連携や広報戦略 

○効果的な人員配置の工夫や業務効率化 

○地域共生社会の実現に向けた取り組み 

○地域資源の創設（校舎跡地利活用事業など） 

○医療・介護の連携 

○保険外サービスの展開 

○地域医療介護総合確保基金の活用 

第 3 

未来型介護を拓く「人づくり」戦略 

○処遇改善の取り組み 

○キャリアパス 

○人事評価・労務管理・福利厚生 

○ICT・ロボット導入による生産性向上 

○地域医療介護総合確保基金の活用 

○外国人材の活用 

○離職・退職防止、定着に向けた取り組み 

○求人・採用の工夫 

○多職種協働、法人間連携による研修 

○新たな働き方、ワークライフバランス 

○地域人材の活用 

 

第 4 

在宅医療・介護を繋ぐこれからの在宅サービス 

○重度化予防・改善に向けた取り組み 

○地域支援事業 

○デイサービス・ショートステイ・訪問サー 

ビス・地域密着型サービスの効果的な展開 

○多職種協働による機能訓練 

○地域に展開する栄養ケア・フレイル予防 

○認知症ケアや医療依存度の高い方へのケア 

○ADL 改善や ICF に基づくケア 

○地域共生社会の実現に向けた取り組み 

○保険外サービスの展開 

○「生きがい」づくりと社会参加への取り組み 

○地域包括支援センターの経営・業務効率化 

○居宅介護支援事業所と医療機関等との連携 

第 5 

入居者とともに地域を創る軽費・ケアハウスの取り組み 

○入居者の健康維持・フレイル予防 

○「生きがい」づくりと社会参加への取り組み 

○食や栄養改善に向けた取り組み 

○認知症ケア 

○被虐待高齢者など緊急時の受け入れ 

○重度者への対応や医療との連携 

○特定施設入居者生活介護の経営 

○入居者の確保に関する取り組みや広報戦略 

○地域支え合いセンターや老人介護支援セン 

ターとの連携 

○中間的就労の取り組み 

○入居者による支え合い（エンパワメント） 

○地域支援事業の展開 

○無料低額宿泊所の展開 

○生活困窮者自立支援法等に関する取り組み 

第 6 

養護老人ホームにおける包括的支援と尊厳の探求 

○入居者の健康維持・フレイル予防 

○「生きがい」づくりと社会参加への取り組み 

○食や栄養改善に向けた取り組み 

○認知症ケア 

○高齢障害・精神障害・慢性疾患（難病を含む） 

の対応 

○地域支援事業 

○介護サービスや一般型特定施設の運営・事業展開 

○市町村等行政との円滑な連携 

○老朽化・大規模修繕等の取り組み 

○中間的就労の取り組み 

○無料低額宿泊所の展開 

○生活困窮者自立支援法等に関する取り組み 

○地域移行に向けた取り組み 

○地域定着支援センターや矯正施設等との連携 



 

 

10 分科会発表について 

 (1) 各分科会の発表時間は、15 分程度とします。 

  (2) 各分科会に対する発表者は、各県・指定都市老施協を通じてご推薦いただきますが、

発表を希望される方は、その旨を各事務局にお知らせいただければ、調整させていた

だきます。 

  (3) 当日の発表で使用される機材等については、発表者が決まり次第ご相談させていた

だきます。 

 

11 参加費等について 

  (1) 参加費  10,000 円（資料代を含みます） 

  (2) 宿泊費  別添「研修会参加・宿泊・懇親会等のご案内」をご参照ください。 

  (3) 懇親会費 7,000 円 

 

12 参加のお申込み 

   令和元年 8 月 2 日（金）までに、別添の「研究会参加・宿泊・懇親会等のご案内」

をご確認の上、名鉄観光サービス株式会社東北営業本部までお申込みください。 

 

13 参加券及び宿泊券の発行・送付について 

参加のお申込みに基づき、名鉄観光サービス株式会社東北営業本部から、参加券（資

料引換券）、宿泊券、懇親会参加券及び分科会参加券を参加施設に送付いたします。 

 

14 お問合せ・お申込み 

  【参加のお申込みに関するお問い合わせ】 

名鉄観光サービス株式会社東北営業本部 

    〒980-0021  仙台市青葉区中央4丁目10番3号（仙台キャピタルタワー6階） 

      TEL：022-263-1371／FAX：022-225-8774 

 

  【分科会発表抄録の送付・研究会内容等に関するお問い合わせ】 

   仙台市老人福祉施設協議会 

      〒980-0022  仙台市青葉区五橋 2 丁目 12 番 2 号仙台市福祉プラザ 7 階 

      TEL：022-223-2023／FAX：022-263-0267 

E-mail：sen-roushikyo@shakyo-sendai.or.jp 

 

    

 


