
     　　　　　     平成２４年度事業報告書

Ⅰ．会員数について
１．法人・団体（賛助会員）　 　　　　　　　　　　

年度末

２．個人会員

年度末

Ⅱ．事業実績について
　１．高齢者福祉増進事業
　（１）情報誌〔マリーゴールド〕発行事業
　　　◇マリーゴールド倶楽部会報の発行
　　　　　　シルバーサービスに関する各種情報を個人会員中心に伝える媒体として発行。
　　　　　　その他、カルチャー、健康関連など多彩な情報を掲載。

①発行回数　　年４回（４月・７月・１０月・１月）
②発行部数　　各１，０００部
③配 布 先　　 マリーゴールド倶楽部会員、賛助会員企業、県内自治体、図書館など
④主な内容　  ・愛知県からのお知らせ
　　　　　　　　 　・名古屋市からのお知らせ
　　　　　　　　 　・教養講座のご案内
　　　　　　　　 　・野外活動、趣味の講座、劇場催し物のご案内
　 　　　　　　　　・特集、ニュース、振興会だよりなど

　（２）イベント事業
　　　　①教養講座　〔延参加人数：３６９名（前年度：３２０名）〕
　　　　　　　◇４月１６日（月）　

（演　題） なごや飲食夜話（おんじきやわ）
（講　師） 南山大・人文学部教授　安田　文吉氏
（受講者）　３７名

　　　　　　　◇５月１６日（水）　
（演　題） 時代を彩るファッション
（講　師） 名古屋ﾎﾞｽﾄﾝ美術館　学芸員　宮永 郁恵氏
（受講者）　３５名

　　　　　　　◇６月　８日（金）　
（演　題） 近代名古屋の商人と庭
（講　師） 野村庭園研究所　　野村　勘治氏
（受講者）　２６名

　　　　　　　◇７月　４日（水）　
（演　題） なごや福祉用具プラザ見学会
（講　師） なごや福祉用具プラザ職員　
（受講者）　２４名

              （平成２４年４月１日～平成２５年３月３１日）

Ｈ２２年度 Ｈ２３年度 Ｈ２４年度

65 66
67

（入会 ２　退会　１）

Ｈ２２年度 Ｈ２３年度 Ｈ２４年度

488 470
511

（入会９０　退会４９）



　　　　　　　◇８月１０日（金）　
（演　題） 名古屋ﾎﾞｽﾄﾝ美術館　「日本美術の至宝」（前期）
（講　師） 名古屋ﾎﾞｽﾄﾝ美術館　学芸員　井上　瞳氏
（受講者）　３９名

　　　　　　　◇９月　５日（水）　
（演　題） 投資信託～押さえておきたい３つのポイント
（講　師） ＮＰＯエイプロシス　証券カウンセラー　竹内　道子氏
（受講者）　３１名

　　　　　　　◇１０月２４日（水）　
（演　題） 名古屋歴史散歩（源頼朝・織田信長らゆかりの地を巡る）
（講　師） 名古屋産業大学   講師　中山　正秋氏
（受講者）　３５名

　　　　　　　◇１１月２１日（水）　
（演　題） 名古屋ﾎﾞｽﾄﾝ美術館　「日本美術の至宝」（後期）
（講　師） 名古屋ﾎﾞｽﾄﾝ美術館　学芸員　井上　瞳氏
（受講者）　３９名

　　　　　　　◇１２月１２日（水）　
（演　題） シニア世代のための歩行と姿勢

（講　師） 合同会社Ｇene　代表　張本 浩平氏
（受講者）　２９名

　　　　　　　◇１月１６日（水）　
（演　題） 悪質商法の被害にあわないために
（講　師） 名古屋消費者センター相談員　
（受講者）　２３名

　　　　　　　◇１月２６日（土）　
第２３回長寿社会公開講座（主催：愛知医科大学、日本福祉大学）に参加
（テーマ） こころ・からだ・人生サイエンス～慢性痛のからくり

「慢性痛の実態と治療最前線」
（講　師） 愛知医科大学　医学部　付属学際的痛みｾﾝﾀｰ　講師　井上　真輔氏
（受講者）　９名

　　　　　　　◇２月２日（土）　
第２３回長寿社会公開講座（主催：愛知医科大学、日本福祉大学）に参加
（テーマ） こころ・からだ・人生サイエンス～慢性痛のからくり

「慢性痛のﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ」
（講　師） 日本福祉大学　健康科学部　教授　松原　貴子氏
（受講者）　７名

　　　　　　　◇３月１日（金）　
第２３回長寿社会公開講座（主催：愛知医科大学、日本福祉大学）に参加
（テーマ） こころ・からだ・人生サイエンス～慢性痛のからくり

「人生のあとさき」
（講　師） 名古屋西川流三世家元　西川　右近氏
（受講者）　２２名

　　　　　　　◇３月　７日（木）　
（演　題） 介護高齢者の栄養管理
（講　師） 株式会社クリニコ　お客様相談部　大久保　重敏氏

名古屋市北区訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ　所長　荒木　裕美氏
（受講者）　２２名



　　　　②日帰りバスツアー　〔延参加人数：９０名（前年度：９３名）〕
　　　　　　　◇４月２４日（火）　

（行　先） 国立印刷局彦根工場と近江八幡水郷めぐり
（参加者） ２７名

　　　　　　　◇８月３０日（木）　
（行　先） セントレア滑走路見学と杉本美術館
（参加者） ３０名

　　　　　　　◇１１月１４日（水）　
（行　先） 「極楽」行き列車でめぐる城下町岩村と小原四季桜
（参加者） ３３名

　　　　③体力アップ教室・・・・・ゴルフコンペ〔延参加人数：３９名（前年度：２９名）〕
　　　　　　　◇５月２５日（金）　

（場　所） 名古屋グリーンカントリークラブ
（参加者） １９名

　　　　　　　◇１１月９日（金）　
（場　 所） さなげカントリークラブ　
（参加者） ２０名

（３）高齢者の生きがいづくりと相談事業
　　　　① 社会参加活動の推進

　　　　　　高齢者の仲間づくりや交流を支援するため、県内で開催される行政機関、市民活動団体、　　　　

　　　 　関連団体、学会等が主催する各種事業に後援や協賛を行い、当振興会の活動を紹介した

　　　　　　（主な事業への協賛や後援先）

　　・ 「生き生き長寿フェア」に対する後援

　　・ 「第１６回国際福祉健康産業展」に対する協賛

　　・ 「第８回ソーシャルワーカー学会」に対する後援

　　・ 「ハウジング＆リホームあいち２０１２」に対する後援

    ・ 「住宅リフォームフェア２０１３　in 名古屋」に対する後援

　　・ 「福祉用具の日：福祉用具フェア」に対する協賛

　　　　② 高齢者施設見学会と学習会
介護保健施設等におけるサービス利用を考えている方々や、施設等の入居者支援に
関心のある県民に対して、介護保健制度の理解のための学習会と実際に介護施設を
見学して今後の参考にしてもらうための新規事業

　　　　　　　◇１１月２８日（水）　
（見学施設） さなげ（豊田市浄水町）

豊田ほっとかん（豊田市本新町）
（参加者） ２０名

　　　　③ 相談事業
相談事業の推進骨子を策定し、平成２５年６月からスタートするべく準備を開始した。
情宣用チラシの作成（１０，０００枚）



　２．福祉向上支援事業

 　（１）介護支援専門員実務従事者基礎研修事業
        愛知県の研修機関としての指定

　　　　　◇研修科目と時間数

形　態 時間数

講　義 3

講　義 7

演　習 14

講　義 6

演　習 3

合　計 33

　　　　　◇開催日

　　　　　◇受講料　　　　　　１５，０００円

　　　　　◇受講者数　　　　　３８７名（前年度：２８４名）

 （２）主任介護支援専門員研修事業

      愛知県の研修機関としての指定

　　　　　◇開催日・研修科目・時間数

開催日 形　態 時間数

講　義 2

講　義 3

講　義 3

講　義 3

講　義 3

講　義 3

講　義 3

演　習 3

7月13日 講　義 6

7月19日 演　習 6

7月20日 演　習 6

7月30日 演　習 6

7月31日 演　習 6

8月1日 演　習 6

8月3日 講　義 5

合　計 ６４時間

研　　修　　科　　目

ケアマネジメントとそれを担う介護支援専門員の倫理

ケアマネジメントのプロセスとその基本的考え方

ケアマネジメント点検演習

ケアマネジメント演習講評

研修を振り返っての意見交換、ネットワーク作り

開　　催　　日 内　　　　　　容 場　　　所

9月3日 オリエンテーション・講義

名古屋商工会議所
２Ｆホール

9月4日 講　　義

9月11日 演習（Ａグループ）

9月12日 演習（Ｂグループ）

9月13日 演習（Ａグループ）

9月14日 演習（Ｂグループ）

9月20日 講　義・演　習

研　　修　　科　　目

7月3日
主任介護支援専門員の役割と視点（その１）

主任介護支援専門員の役割と視点（その２）

7月5日
ターミナルケア

人事・経営管理

事例研究及び事例指導方法

１１日間

7月9日

ケアマネジメントとそれを担う介護支援
専門員の倫理

サービス展開におけるリスクマネジメント

7月11日 地域援助技術

対人援助者監督指導



　　　　　◇受講料　　　　 　５０，０００円
　　　　　◇受講者　　　　　２４９名（前年度：２９３名）

 （３）ケアマネージャー実務研修受験準備講座事業
　　　当振興会の独自事業

◇開催日　　　　９月１８日、２１日の２日間
◇講習内容
　　　　○受験前模擬試験 ６０問　　　　　　　２時間
　　　　○講　義　　　　　

・介護保険制度と介護支援など
・介護支援サービスと介護サービス
・高齢者福祉の基礎知識
・高齢者保健医療の基礎知識
・その他

◇受講料　　　　１５，０００円
◇受講者　　　　　４１名（前年度：８８名）

 （４）福祉用具供給事業従事者研修会並びに福祉用具専門相談員指定講習会事業
　　　福祉用具専門相談員指定講習会として愛知県の指定
　　　（社）日本福祉用具供給協会共催、（一社）シルバーサービス振興会後援

◇開催日　　　　　６月７日、１１日、１４日、１５日、２１日、２２日、２９日の７日間
◇講習内容
　　　（講義　３４時間　　実習　１６時間　　合計　５０時間）
　　　　・老人保健福祉に関する基礎知識　　　　　　　２時間
　　　　・介護と福祉用具に関する理解　　　　　　　　２０時間
　　　　・関連領域に関する基礎知識　　　　　　　　　１２時間
　　　　・実習　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 １６時間

◇受講料　　　　４５，０００円
◇受講者　　　　３２名（前年度：３０名）

 （５）住宅改修研修事業
　　　（一社）シルバーサービス振興会との共催研修事業

◇開催日　　　１１月８日、１３日、１５日の３日間（１３日と１５日は２班に分れての実習）

◇講習・実習内容
　　　（講義　６時間　　実習　６時間　　合計　１２時間）
　　　　・住宅改修の概論　　　　　　　２時間
　　　　・高齢者・障害者の身体的、心理的特性と住宅改修　　　　１時間
　　　　・事例から学ぶ住宅改修のポイント　　　　　　　　　１時間３０分
　　　　・住宅改修と福祉用具　　　　　１時間３０分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　・実　習　　なごや福祉用具プラザにて実習　　　６時間

　　　　　　　◇受講料　　　　 　１５，０００円
◇受講者　　　　　５３名（前年度：７４名）

 （６）施設ケアマネジメント研修会事業
　　　当振興会の独自事業

◇開催日　　　　　６月５日、１２日、１３日の３日間

◇講習・実習内容
　　　（講義　９時間　　実習　９時間　　合計　１８時間）

　　　　・施設ケアマネジメントのあり方と展開　　　６時間
　　　　・施設種別毎のケアマネジメント（実習）　　　６時間
　　　　・施設種別毎の課題抽出・ｹｱﾌﾟﾗﾝ作成・外部、内部連携（実習と講義）　　６時間



　　　　　　　◇受講料　　　　  １５，０００円
◇受講者　　　　　１０６名（前年度：１０１名）

 （７）認知症の理解とケア研修会事業
　　　当振興会の独自事業

◇開催日　　　　　１２月３日、１８日、１９日の３日間
◇講習・実習内容
　　　（講義・実習　　　合計　１８時間）

　　　　・認知症本人に対する理解（パーソンセンタードケア）　　　３時間
　　　　・認知症の疾患・治療等について　　　６時間
　　　　・認知症のアセスメントの視点について　　　　３時間
　　　　・地域ネットワークと事例研究　　　　６時間

◇受講者　　　　　７５名（前年度：６９名）
◇受講料　　　　　１５，０００円

 （８）ターミナルケア研修会事業
　　  当会独自の事業で今期開催が初めて

◇開催日　　　　　１月２１日、２４日、２５日の３日間
◇講習・実習内容
　　　（講義・実習　　　合計　１８時間）

　　　　・ターミナルケアとは？尊厳死について　　　５時間３０分
　　　　・在宅ターミナルの実際・チームケアについて　　　５時間３０分
　　　　・死への心理プロセスの理解・事例演習　　　　５時間３０分
　　　　・地域ネットワークと事例研究　　　　６時間

◇受講者　　　　　７５名（前年度：０名）
◇受講料　　　　　１５，０００円

Ⅲ．諸会議の開催状況
　　１．理事会

○第１回定時理事会　〔平成２４年６月１５日（金）〕
＜議　題＞
　　・平成２３年度事業報告書（案）について
　　・平成２３年度収支決算書（案）について
　　・理事、評議員の選任と運営部会員の指名について
　　・評議員の日時及び場所並びに議事に付すべき事項について

○第２回定時理事会　〔平成２５年３月１日（金）〕
＜議　題＞
　　・平成２４年度正味財産増減補正予算書（案）について
　　・平成２５年度事業計画（案）並びに正味財産増減予算書（案）について
　　・臨時評議員会の日時、場所並びに議事に付すべき事項について
　　・任期満了に伴う顧問及び参与の選任について
　　・理事及び評議員の選任について
　　・任期満了に伴う運営部会員の指名等について
　　・賛助会員の入会について

　　２．評議員会
○定時評議員会　〔平成２４年６月２１日（木）〕

＜議　題＞
　　・平成２３年度事業報告書（案）について
　　・平成２３年度収支決算書（案）について
　　・理事、評議員の選任と運営部会員の指名について



＜ご参考事項＞
　　・定款
　　・理事会運営規則
　　・評議員会運営規則
　　・運営部会規程

○臨時評議員会　〔平成２５年３月２２日（金）〕

　　・平成２４年度正味財産増減補正予算書（案）について
　　・平成２５年度事業計画（案）並びに正味財産増減予算書（案）について
　　・任期満了に伴う顧問及び参与の選任について
　　・理事及び評議員の選任について
　　・任期満了に伴う運営部会員の指名等について
　　・賛助会員の入会について

　　３．運営部会
○第１回　〔平成２４年６月８日（金）〕

＜議　題＞
　　・平成２３年度事業報告書（案）について
　　・平成２３年度収支決算書（案）について
　　・理事、評議員の選任と運営部会員の指名について
　　・評議員の日時及び場所並びに議事に付すべき事項について

＜ご参考事項＞
　　・定款
　　・理事会運営規則
　　・評議員会運営規則
　　・運営部会規程

○第２回　〔平成２５年３月１日（金）〕
＜議　題＞
　　・平成２４年度正味財産増減補正予算書（案）について
　　・平成２５年度事業計画（案）並びに正味財産増減予算書（案）について
　　・臨時評議員会の日時、場所並びに議事に付すべき事項について
　　・任期満了に伴う顧問及び参与の選任について
　　・理事及び評議員の選任について
　　・任期満了に伴う運営部会員の指名等について
　　・賛助会員の入会について

Ⅳ．その他
　　１．愛知県居宅介護支援事業者連絡協議会の運営
　　　　　 愛知県内の居宅介護支援事業者が、より質の高い適切な介護サービスを提供できる
　　　　環境づくりを図ることにより、介護保険制度の円滑な運営に資することを目的に、愛知県
　　　　の指導により発足、事務局を当振興会に置いている。

◇会員数　　　　 ４０４事業所
◇会　議　　　 理事会　２回
◇部　会　　　　 ケアマネジャー部会　１１回
◇事　 業　　　　
　 　　　　○全体研修会 １回実施（参加者：２６０名）
　 　　　　○管理者研修 １回実施（参加者：１５３名）
　 　　　　○地区研修

・名古屋ブロック ３回実施（参加者延２１３名）
・尾張ブロック ６回実施（参加者延４４３名）
・西三河ブロック ３回実施（参加者延４９４名）
・東三河ブロック ７回実施（参加者延１，３５３名）

　　　　 　○ケアマネージャー相談業務（一般相談と専門相談）
　　　　　　　　（相談日数と件数）１００日で３２３件（相談件数は前年比９３％）



　　　　 　○高齢者こころの健康事業研修会
・名古屋ブロック １２月８日（参加者：８３名）
・尾張ブロック １１月１０日（参加者：５９名）
・西三河ブロック １２月　１日（参加者：６３名）
・東三河ブロック １１月１７日（参加者：４１名）

　　　　 　○愛知県主任介護支援専門員資質向上研修
◇開催日　　　　　１０月２５日、１１月１日、１１月２０日の３日間
◇受講料　　　　　２，０００円
◇受講者　　　　　６４名

　　２．なごや福祉用具普及協議会の運営
　　　　　（１）紹介・斡旋

なごや福祉用具プラザでの福祉用具の展示及び販売に関する協力などを目的に、市
内に介護ショップを有する当振興会会員２１社をもって構成し、相談者への紹介・斡旋
業務は社会福祉法人ＡＪＵ自立の家に委託している。

（紹介実績）

　　・大物の販売紹介 　　５５１件 　７，１９６，０３２ 円

　　・大物の貸与紹介 ６６８件 　２，４６５，３８０ 円

　　・小物の販売紹介 ６４５件 　１，３３３，０１８ 円

１，８６４件 １０，９９４，４３０ 円

　　３．愛知県介護支援専門員協会の運営
愛知県在住及び愛知県内に勤務する介護支援専門員の資質及び社会的地位向上に
努め、専門的知識、技術を研鑽し介護保険制度が利用者主体の制度として確立される
ことを目的として、日本介護支援専門員協会の愛知県支部の位置づけとなっている。

◇会員数　　　　 ３８１名
◇会　 議　　　　 理事会　３回　　総会　１回　　東海ブロック会議（岐阜）　２回

日本介護支援専門員協会　社員総会、理事会４回、
都道府県支部長会議２回

◇事　 業　　　　

　　　　（１）愛知県　総会・全体研修会

　　　　　　　　開催日：平成24年7月28日（土）

　　　　　　　　テーマ：事例を可視化する　～対人援助の実践力を高める・本人と向き合う～

　　　　　　　　場　所：名古屋商工会議所ビル　3階第5会議室

　　　　　　　　講　師：大阪市立大学大学院　生活科学研究科教授　　岩間　伸之　氏

　　　　　　　　事例提供：居宅介護支援ハートサービス近藤　管理者　近藤　芳江　氏

　　　　　　　　受講者数：111名

　　　　（２）全国大会in青森

　　　　　　　　開催日：平成24年8月4日（土）・5日（日）

   　　　        場　所：青森市民ホール、青森グランドホテル、青森国際ホテル

 　　 　         研究成果発表：愛知県居宅介護支援事業者連絡協議会

　　　　　　　　愛介連アセスメントシート作成プロジェクトチーム

　　　　　　　　開催日：平成24年9月28日（金）

　　　　　　　　場　所：静岡市　グランシップ

　　　　　　　　理事1名を派遣

　　　　（３）ケアプラン事例検証に向けた調査

　　　　　　　　開催日：平成24年10月19日（金）

　　　　　　　　場　所：刈谷市総合文化センター　アイリス

 　　 　         テーマ：ケアプラン作成に至るプロセスを可視化するための「課題整理表」の作成

　　　　　　　　理事1名を派遣

合　計



　　　　（４）北陸ブロック研修会に参加

　　　　　　　　開催日：平成24年10月21日（日）

　　　　　　　　場　所：越前市　サンドーム福井

　　　　　　　　テーマ：北陸における介護保険改正後の現状とこれからのケアマネジメントを考える

　　　　　　　　理事1名を派遣

　　　　（５）地域包括支援センター部会

　　　　　　　　開催日：平成24年11月24日（土）

　　　　　　　　場　所：大阪府立労働センター　エル・おおさか

　　　　　　　　理事1名を派遣

　　　　（６）災害対策報告会

　　　　　　　　開催日：平成24年1２月８日（土）

　　　　　　　　場　所：東京　主婦会館プラザ エフ

　　　　　　　　テーマ：災害発生時における要援護者支援ネットワーク構築に向けた調査研究事業報告会

　　　　　　　　「災害対策とケアマネジメントのあり方を探る」～平時及び災害発生時において有効に

　　　　　　　　活用し得る評価シート開発への試み～

　　　　　　　　理事1名を派遣

　　　　（７）東海ブロック研修会

  　　　          開催日：平成25年2月25日（月）

　       　　　　テーマ：これからのケアマネジメント　～今後私達に求められる専門性の発揮～

　       　　　　場　所：岐阜県羽島市文化センター　みのぎくホール

　           　 　講　師：厚生労働省 老健局 総務課 課長補佐　篠田　浩　氏

　          　  　受講者数：174名
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