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公益社団法人大阪介護老人保健施設協会

令和１年度事業報告書

１．高齢者の保健・医療・福祉に関する調査・情報提供事業（公 1） 

大阪府の区域内において高齢者の保健・医療・福祉に関する調査研究を実施し、府内

の介護老人保健施設の向上発展とその使命遂行を図り、もって府民福祉の増進に寄与す

ることを目的とした事業を行った。

（１）事例発表会の開催

各施設の利用者に対する取組み事例の発表を通じて職員の資質の向上とサービ

スのレベルアップを図り、介護老人保健施設の取り組みの実態の理解や高齢者介護

にかかる認識を深めるために行った。

①と き ７月５日（金）

ところ 梅田スカイビル ステラホール

参加人数 ４８１名（会員４７５名 非会員６名）

シンポジウム 「在宅支援・在宅復帰の取り組み」

一般口演 ３５題

ポスター発表 １題

参加費 １,０００円（資料、弁当代）

②と き ２月２８日（金）コロナウイルス感染症拡大防止に伴い開催中止

ところ インテックス大阪 ６号館 A 会場

参加費 １,０００円（資料、弁当代）

③学術部会

・と き ５月２８日（火）

ところ ホテルアウィーナ大阪

議 題 第１９回大老協懇話会、第２０回大老協懇話会について

  ・と き １２月１８日（水） 

ところ ホテルアウィーナ大阪 

議 題 第２０回大老協懇話会（事例発表会）について

④シンポジウム検討会

と き ６月４日（火）

ところ ホテルアウィーナ大阪

議 題 自己紹介、内容・進行について

（２）施設運営等に関する情報提供

介護老人保健施設の利用者及び家族に役立つ情報収集に努めるとともに、その内

容を整理・分析し、府内の介護施設（非会員を含む）に対し迅速な情報提供を行い、

さらに、府民からの電話や FAX での紹介や問合せに対し情報を提供した。＜情報

収集の具体例＞
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・コロナウイルス感染症の発生状況とその対策 
・インプラント治療及び協力歯科医院との関係等状況調査 
＜府民からの問合せに対する具体例＞ 
・介護を必要とする家族の悩みに対するアドバイス 
・施設を利用している方の苦情対応 
・透析、経管栄養や在宅酸素療法の方の受け入れる施設の紹介 
・各種講演会、セミナー等の案内 
・対象 介護施設関係者及びその利用者等並びに情報を求める府民 

  ＜財源＞ 
  いずれも基本財産運用益、特定資産運用益、会費、参加費を財源とする。 
  ＜業務委託＞ 
  なし 
 
２．高齢者の保健・医療・福祉に関する情報提供及び知識の普及・啓発事業（公 2） 

府民を対象とした高齢者の保健・医療・福祉に関するセミナー等の実施によりその知

識の普及・啓発を推進し、介護老人保健施設の向上発展とその使命遂行を図り、もって

府民福祉の増進に寄与することを目的とした事業を行った。 
 
（１）公開セミナーの開催 

府民及び市民に対し介護に関する知識の普及や意識啓発を図った。 
  参加費 無料 
①第３５回市民公開セミナー（北河内地区ブロック） 
と き ９月４日（水） 
ところ 守口文化センター 
はじめに 「めざせ！イキイキ元気１００歳」 

講師 松下介護老人保健施設はーとぴあ 施設長 大野悦子氏 
講演① 「転倒予防」 

講師 介護老人保健施設竜間之郷 理学療法士 中村幸子氏 
講演② 「認知症の予防⁉」 

講師 大阪市立弘済院附属病院 副病院長 中西亜紀氏 
合 唱  施設・地域のコーラス部 

  参加人数 ２２５名 
②第３６回市民公開セミナー（堺・泉州地区ブロック） 

    と き ２月２２日（土）コロナウイルス感染症拡大防止に伴い開催中止 
    ところ フェニーチェ堺 
     
（２）施設見学会と介護教室の開催 
   介護老人保健施設に対する府民の認識を高め、施設を正しく理解してもらうと

ともに、利用者側の要望等を聞くために施設見学会を開催し、併せて高齢者介護

の基礎知識・技術の教室を実施した。 
   参加費 無料 
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   ①第３０回施設見学会と介護教室（北摂地区ブロック） 
と き ９月７日（土） 
ところ 介護老人保健施設ふれあい 
第一部 講演「生活習慣病とその予防」 

講師 ヤクルト総務統括部 戸川真早美氏 
第二部 介護老人保健施設ふれあい 施設見学 

        ①老健って何？ 
        ②ふれあいの生活 取り組みについて 
        担当 介護老人保健施設ふれあい 介護長      市丸直樹氏 
                       支援相談員係長  越智悠介氏 

参加人数 ３３名 

   ②第３１回施設見学会と介護教室（中河内・南河内区ブロック） 
と き ３月２７日（金）コロナウイルス感染症拡大防止に伴い開催中止 

    ところ 富田林市介護老人保健施設 
     
（３）介護予防教室の開催 

    高齢者が要介護状態になるのを防ぐため、介護保険を利用していない高齢者を

も対象に介護予防教室を実施した。 
    参加費 無料 

①第３０回介護予防教室（大阪市西部地区ブロック） 
と き ９月１２日（木） 

    ところ 介護老人保健施設ユーアイ 

    第一部 講演「いきいき百歳体操 
～介護予防を目的として日本全国で取り組まれている体操～」 

講師 米谷暮らし研究所 米谷元希氏 
第二部 講演「健康は健口から～ためになる歯の話と笑ってできる口腔体操～」 

講師 歯科衛生士 川西博美氏 
参加人数 ６１名 

   ②第３１回介護予防教室（豊能地区ブロック） 
と き ３月１７日（火）コロナウイルス感染症拡大防止に伴い開催中止 

    ところ 小曽根病院 
     
（４）ホームページの運営 

    介護老人保健施設に対する府民の理解と認識を高めるとともに､高齢者介護に 
かかる府民の意識啓発を図るためホームページの情報を随時更新するとともに

掲載内容の充実に努めた。 
 
（５）広報出版事業 
   機関誌「老健おおさか」を年２回、各５,２００部発行し、当協会の活動内容の 

伝達や情報提供を行うとともに、会員施設を始め府下市町村や府医師会等の窓口

を通じて、府民、市民に対し介護老人保健施設の紹介や介護に関する意識醸成を
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図った。 
①「老健おおさか」第４４号 ９月末発行      

   ②「老健おおさか」第４５号 ３月末発行 
   ③広報部会 

・と き ４月１７日（水） 
    ところ ホテルアウィーナ大阪 
    議 題 編集・印刷業者の選定、「老健おおさか」第４４号の編集について 

・と き ７月１７日（水） 
    ところ ホテルアウィーナ大阪 
    議 題 「老健おおさか」第４４号の校正について、その他 

・と き １０月１６日（水） 
    ところ ホテルアウィーナ大阪 
    議 題 「老健おおさか」第４５号の編集について、その他 

・と き ２月１９日（水） 
    ところ ホテルアウィーナ大阪       

議 題 ｢老健おおさか｣第４５号の校正について、その他 
   購読料 無料 
 
   ＜財源＞ 
   いずれも基本財産運用益、特定資産運用益、会費、参加費を財源とする。 
   ＜業務委託＞ 
   委託先 デイム 
   内容  ホームページの機能全般のリニューアル作業 
 
３．介護老人保健施設関係者等に対する研修・講演会事業（公３） 

高齢者介護に関する知識・技術の向上を図るため、介護従事者及び関係者等を対象に

研修・講演会を行い、介護老人保健施設等の向上発展とその使命遂行を図り、もって介

護老人保健施設等を利用する不特定多数の高齢者及び家族の福祉の増進に寄与するため

の事業を行った。 

 
（１）介護老人保健施設関係者等に対する研修（施設関係者向け）の実施 

施設職員の幅広い知識の習得と資質のレベルアップにより利用者やその家族

に対するケアの改善を図るため、職種別にキメ細かい研修を行った。 
    対象者 介護老人保健施設関係者等 

参加費 会員施設職員無料、会員施設職員外１,０００円（資料代として） 
①大老協インスタグラム研修会 
と き ５月１５日（水） 
ところ ホテルアウィーナ大阪 
講 義 「インスタグラムを用いた採用情報の具体的な発信方法 等」 

        講師 株式会社 CIN GROUP 越山龍三氏 
    参加人数 ３３名（会員３３） 
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②LIXIL榎戸工場見学（トイレ製造工場）＆タイル博物館見学会 

と き ６月１８日（火） 
ところ LIXIL 榎戸工場 
参加者 ２２名（会員２２名） 

③介護事業者向け安心運転セミナー 
と き ６月２１日（金） 
ところ ウェルおおさか 大阪市社会福祉研修・情報センター 
講 習 「運転ぶりビデオ診断ふりかえり」 

「明日からできる追突事故・自損事故・搭乗者事故をなくす方法」 
講師 大阪ガスオートサービス㈱ 安心運転訓練センター  

インストラクター統括責任者 佐藤大輔氏 

「福祉車両（ハイエース、キャラバン）の 
架装装置トラブル時の緊急対応（実車研修）」 

講師 大阪ガスオートサービス㈱ 福祉車両取扱士 神野浩貴氏 

㈱オーテックジャパン 福祉車両架装メーカー 宮内信博氏 

「安心できる介護現場の外国人育成」 
講師 ㈱ロマン倶楽部 ウェル日本語学院 杉田珠希氏 

    参加人数 ２１名（会員２１名） 
④リスクマネジメントとコミュニケーション力研修会 
と き ７月３１日（水） 
ところ ホテルアウィーナ大阪 
講義・演習  

「明日からの改善に役立つ事故発生予防のポイントとリスク管理体

制～きっと共感できる活用ツールやノウハウ～」 
        講師 東京海上日動ベターライフサービス 小林隆雄氏 

「脱！ミスコミュニケーション～なぜ利用者、利用者家族とのコミュ

ニケーションがうまくいかないのかをワークを通じて考える～」 
講師 MS&AD インターリスク総研株式会社 青木雅裕氏 

意見交換 「施設におけるリスクマネジメント」 
参加人数 ９５名（会員９４名 非会員１名） 

   ⑤夏バテ防止！！大分県産夏野菜料理教室 
    と き ８月５日（月） 

ところ 大阪ガスハグミュージアム 
参加人数 ４４名（会員４２名 非会員２名） 

    ⑥老健で行える医療のポイント研修会 

と き １０月８日（火） 
ところ ホテルアウィーナ大阪 
講義・グループワークと全体討議 

「高齢者の特徴と老化の影響」 
講師 淀川キリスト教病院老人保健施設 施設長 中村肇氏 
「バイタルサイン」 
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講師 松下介護老人保健施設はーとぴあ 施設長 大野悦子氏 
     「高齢者がかかりやすい病気」 

講師 介護老人保健施設つくも 施設長 揖場和子氏 
「高齢者への投薬作用・副作用についての話」 
講師 介護老人保健施設サンガーデン府中 施設長 古川佳央氏 

    参加人数 ８１名（会員８１名） 
⑦排泄ケア研修会 
と き １月１０日（金） 
ところ ホテルアウィーナ大阪 
講義・演習 「排泄ケア研修会」 

        講師 NPO 法人快適な排尿をめざす全国ネットの会 理事 
           NPO 法人日本コンチネンス協会 コンチネンスアドバイザー 
                                  田中悦子氏  

「チームで取り組むできるだけ薬剤に頼らない排便サポート 
～心に寄り添って、尊厳のある生活を支援するために～」 

講師 大牟田市役所保健福祉部 福祉課  
NPO 法人日本コンチネンス協会 コンチネンスアドバイザー

種子田美穂子氏 
    参加人数 ７２名（会員６４名 非会員８名） 

⑧老健で働く医師の会おおさか 
    と き ２月６日（木） 
    ところ 炭味家 
    テーマ 老健医師の会勉強会 

  参加人数 ３５名（会員３５名） 
 ⑨第１回医療介護連携学際フォーラム 
  と き ２月２３日（日） 
  ところ 大阪歯科大学創立１００周年記念館 
  特別講演 「地域包括ケアシステム：これまでを振り返り、 

これからを創造する」 
         講師 埼玉県立大学 理事長 

社会保障審議会 介護給付費分科会長     田中滋氏 
    フォーラムディスカッション 
         モデレーター 立命館大学 教授          肥塚浩氏 
         「老健と食支援」 
         講師 公益社団法人大阪介護老人保健施設協会 会長  

川合秀治氏 
         「地域包括ケアシステムと歯科医療介護連携」 
         講師 兵庫県立大学 教授            筒井孝子氏 

 
         「歯科医師から見るオーラルフレイルを防ぐための経口維持」 
         講師 大阪歯科大学 教授            糸田昌隆氏 
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  参加人数 ５０名（会員１２名 非会員３８名） 

   ⑩地域包括ケア EXPO 

    と き ２月２６日（水）～２８日（金） 

    ところ インテックス大阪 

    参加人数 ６１６３名 

   ⑪大阪府キャラバン・メイト養成研修会 

    と き ３月２日（月）コロナウイルス感染拡大防止に伴い開催中止 
    ところ ホテルアウィーナ大阪 

   ⑫「安全で安心な介護技術」研修会 
    と き ３月１１日（水）コロナウイルス拡大防止に伴い開催中止 
    ところ ホテルアウィーナ大阪 

⑬研修部会 
・と き １０月２３日（水） 

ところ ホテルアウィーナ大阪 
議 題 今年度の研修会、その他 

・と き ３月１８日（水）コロナウイルス感染拡大防止に伴い開催中止 
    ところ ホテルアウィーナ大阪 

 
（２）認知症介護実践研修の実施 
   大阪府の指定により、府下高齢者介護実務者等を対象とし、認知症介護技術の

向上を図り、認知症介護の専門職員を養成して介護サービスの充実を図る研修を

行った。 
   対象者 高齢者介護実務者等 

①認知症介護実践者研修 
講義・演習 ５月２７日（月）、２８日（火）、３１日（金）、６月３日（月）、

１１日（火）、１９日（水）、７月８日（月）、２９日（月）の８日

間 ホテルアウィーナ大阪 
自施設実習 ６月２０日（木）～７月２８日（日） 

    参加人数  ７６名 
    参加費 ３０,０００円（別途テキスト代３,４５６円＋送料３６０円） 
   ②認知症介護実践リーダー研修 

講義・演習 １１月５日（火）、７日（木）、８日（金）、１２日（火）、１４日

（木）、１８日（月）、１９日（火）、２６日（火）、２７日（水）、

１２月２０日（金）、１月１７日（金）の計１１日間 

自施設実習 １１月２８日（木）～１月１６日（木） 
    参加人数  １３名  
    参加費 ５０,０００円（別途テキスト代４,５３６円＋送料３７０円） 
   ③検討会議 
   ・と き ７月２９日（月） 
    ところ ホテルアウィーナ大阪 
   議 題 研修事後アンケート結果、研修未修了者の詳細、８日目「自施設実習
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評価」の各グループ担当指導者より報告、今後の課題、指導者連絡会

より報告、その他 
・と き ９月３０日（月） 

    ところ 当協会事務局 
    議 題 リーダー研修カリキュラム、担当講師と各日ファシリテーター、受講

生、司会で説明が必要項目、シート３・５・９、事前レポート、村上

さん講義宿題、実習協力者、レポート上限、資料提出期限、来年のリ

ーダー研修・基礎研修（カリキュラム検討委員会、カリキュラム、ダ

ウンロード資料、自施設実習）、カリキュラム検討委員会への議題、

事務局会議への議題 
・と き １月１７日（金） 

    ところ ホテルアウィーナ大阪 
    議 題 指導者の担当講義、担当グループ、自施設実習課題設定について 

・と き ３月９日（月） 

    ところ 当協会事務所 
   議 題 次期認知症介護実践者研修について 

 

（３）講演会の実施 
   施設職員に対し幅広い知識の習得による資質のレベルアップにより施設利用

者やその家族の処遇改善を図るため講演会を行った。 
  ①人材対策に関する講演会 

と き ４月１７日（水） 
ところ ホテルアウィーナ大阪 

    講 演 「外国人介護人材最新情報と介護留学生支援の現状報告」 
        講師 医療法人敬英会/社会福祉法人敬英福祉会 理事長 光山誠氏 

「働き方改革を克服する！CHECK&DO２５」 
講師 公益財団法人介護労働安定センター人材育成コンサルタント  

介護経営研究所 株式会社システムサポート研究所 代表取締役  
谷口公一氏 

    参加人数 １０３名（会員１０３名） 
    参加費 無料 
   ②社員総会特別講演会（省エネに関する講演会） 

と き ６月１２日（水） 
ところ ホテルアウィーナ大阪 
講 演 「老健に役立つ省エネと補助金の活用方法」 

講師 大阪府環境農林水産部 エネルギー政策課 主査 赤松建氏 
    参加人数 ７４名（会員７４名） 

参加費 無料 
 ③介護報酬改定２０１９「特定処遇改善加算」説明会 

と き ７月２３日（火） 

ところ 大阪府医師会館 
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講 演 「介護報酬改定 2019「特定処遇改善加算」について」 

講師 社会医療法人若弘会 理事  

全老健社会保障制度委員会介護報酬部会員 前田弘氏 

    参加人数 ２０９名（会員１９２名 非会員１７名） 

④感染症に関する講演会 
と き １０月１６日（水） 

ところ ホテルアウィーナ大阪 

講 演 「介護老人保健施設における感染症予防について」 

講師 大阪府福祉部高齢介護室介護事業者課 

施設指導グループ 主査 石堂双葉氏 

    参加人数 ９３名（会員８６名 非会員７名） 

   ⑤人権に関する講演会 
と き １２月１８日（水） 

ところ ホテルアウィーナ大阪 

講 演 「終活にまつわるセミナー」 

講師 行政書士 仲崇氏 
参加人数 ８０名（会員８０名） 

⑥認知症に関する講演会 
    と き １月２８日（火） 

ところ ホテルアウィーナ大阪 
特別講演 ｢認知症の方への対応と、認知症の予防について｣ 

        講師 新阿武山病院 認知症疾患医療センター 
                       センター長 森本一成氏 

パネルディスカッション「認知症予防 ～それぞれの対応～」 
        司会進行 大老協認知症対策部会長 森山正史氏 
        コメンテーター 新阿武山病院認知症疾患医療センター長 森本一成氏 
        パネラー 介護老人保健施設ユーアイ 介護福祉士 兵底裕美氏  

介護老人保健施設ベルアモー 介護福祉士 勝綾央氏 
             みどりヶ丘介護老人保健施設 看護師 迫田薫氏  
             大阪府福祉部高齢介護室介護支援課 課長補佐 筒浦康正氏 
    参加人数 ９２名（会員８８名 非会員４名） 

参加費 無料 
   ⑦リスクマネジメントに関する講演会 

と き ２月１９日（水） 
ところ ホテルアウィーナ大阪 

講 演 「苦情・悪質クレームへの対応」 

    講師 ＳＯＭＰＯリスクマネジメント株式会社 

 医療・介護コンサルティング部 主席コンサルタント 大賀祐典氏 

    参加人数 ９９名（会員９９名） 

    参加費 無料 

   ⑧認知症対策部会 
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    と き ８月２８日（水） 
    ところ ホテルアウィーナ大阪 
    議 題 自己紹介、令和１年度認知症に関する講演会について 
   ⑨介護保険部会 
   ・と き ６月４日（火） 
    ところ ホテルアウィーナ大阪 
    議 題 自己紹介、平成３０年の診療報酬改定後の状況、今後の活動について 
   ・と き ９月１８日（水） 

ところ ホテルアウィーナ大阪 
議 題 施設類型調査、次期介護報酬改定に向けての対策について 

   ＜財源＞ 
   いずれも基本財産運用益、特定資産運用益、会費、参加費を財源とする。 
   ＜業務委託＞ 
   なし 
 
４．関係機関及び関係団体との連絡協議に関する事業（他１） 

高齢者に関する諸問題について、関係機関及び関係団体と調査・協議することにより、

施設における諸問題の解決や介護の質の向上に努め、介護老人保健施設の向上発展とそ

の使命遂行を図った。 

 
（１）近畿ブロック代表者会議への参加 
   近畿各支部間の問題点を持ち寄り、解決法についての調査研究を行い、全国老 

人保健施設協会への意見具申を行った。 
① 近畿ブロック代表者会議 
・と き ４月２５日（木） 

ところ 天王寺都ホテル 
議 題 平成３０年度事業報告及び収支報告、全老健近畿ブロック長全老健近

畿ブロック推薦理事、第２０回近畿ブロック介護老人保健施設大会和

歌山、第３３回全国介護老人保健施設大会について、その他 
負担金 １０,０００円 

  ②近畿ブロック代表者会事務局長会議 
  ・と き ９月２６日（木） 
   ところ 和歌山県民文化会館 

議 題 第２０回近畿ブロック介護老人保健施設大会和歌山について 
負担金 １０,０００円 

・と き １１月２０日（水） 
 ところ 春日那 
議 題 第２０回近畿ブロック介護老人保健施設大会和歌山、第２１回近畿ブ

ロック介護老人保健施設大会滋賀について 
負担金 １０,０００円 
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（２）近畿ブロック大会の参加・協力 
   和歌山県が運営担当の「近畿ブロック大会」参加・協力した。 

第２０回近畿ブロック介護老人保健施設大会和歌山 

と き ９月２７日（金） 

ところ 和歌山県民文化会館 

テーマ 「新時代の幕開け“生きる”を楽しむ 

～心に寄り添って、尊厳のある生活を～」 

特別講演Ⅰ「ちょっと待ってそのおむつー“生きる”を楽しむために」 

         講師 高齢生活研究所・排泄用具の情報館「むつき庵」  

代表 浜田きよ子氏 

特別講演Ⅱ「チームで取り組むできるだけ薬剤に頼らない排便ケア 

             ～心に寄り添って、尊厳のある生活を支援するために～」 

         講師 大牟田市 保健福祉部 健康福祉推進室 健康長寿支援課  

                          看護師 種子田美穂子氏 

一般口演 １２題 

参加人数 ５２７名（大阪９７名 他４３０名） 

    参加費 ３,０００円（昼食代含む） 
  
（３）全老健事業への参加・協力 

   全国老人保健施設大会並びに全国老人保健施設職員研修会等への参加・協力を

行った。 
   ①第１回社員総会 

と き ６月２８日（金） 
ところ 東京プリンスホテル 

②令和元年度支部長会 
と き １１月２０日（水） 
ところ 別府ビーコンプラザ 

③第３０回全国介護老人保健施設記念大会 別府大分 
と き １１月２０日（水）～２２日（金） 
ところ 別府ビーコンプラザ、iichiko 総合文化センター他 

   ④令和元年度支部事務担当者会議 
と き １２月１１日（水） 
ところ ビジョンセンター浜松町 

⑤第１回臨時社員総会 
と き ３月１３日（金） 
ところ 公益社団法人全国老人保健施設協会 

   ⑥第１回大阪府支部総会 
    と き ３月１８日（水）１０５回答 会議成立 
    ところ 書面表決 

⑦各種職員研修会、講演会 
⑧常設委員会 
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⑨調査・研究事業 
参加費 各研修会等により異なる 

 
 （４）その他関連事業への参加・協力 
    講演会及び研修会等への参加・協力を行った。 

①大阪府地域医療推進協議会 
   ②公益財団法人大阪産業局 

③ハンセン病問題講演会実行委員会 
④一般社団法人大阪府作業療法士会 
⑤社会福祉法人大阪府社会福祉協議会 

⑥一般社団法人大阪府医師会 
⑦大阪府介護保険福祉連絡会なにわ会 
⑧公益社団法人大阪鍼灸マッサージ師会 

⑨日本ソーシャルワーク学会 
⑩公益社団法人全国老人保健施設協 

⑪一般社団法人全国認知症介護指導者ネットワーク 

⑫公益社団法人日本介護福祉士養成施設協会 

⑬公益社団法人大阪介護福祉士会 

⑭バリアフリー２０２０ 

⑮一般社団法人堺市医師会 

⑯社会福祉法人聖徳会 

⑰日本高齢者虐待防止学会 

⑱リハビリテーション・ケア合同研究大会２０２０大阪 

⑲メディカルジャパン２０２０ 

⑳公益財団法人介護労働安定センター 

㉑大阪府 

㉒大阪市 

㉓堺市 
 

（５）厚生労働大臣表彰 

    と き １１月２０日（水） 

    ところ 別府ビーコンプラザ 

    表彰者 ７名 

 

 （６）大阪府知事表彰 

    と き １１月２６日（火） 

    ところ 大阪国際交流センター 

    表彰者 ８名 

 

 （７）全老健会長表彰 

    と き １１月２０日（水） 
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    ところ 別府ビーコンプラザ 

    表彰者 ９名 

    表彰施設 ２２施設 

   ＜財源＞ 
   参加費を財源としており、不足分については会費において補っている。 
   ＜業務委託＞ 
   なし 
 

５．会員を対象とした施設研修事業（他２） 

 施設の職員の資質の向上を図るため、他地域の特色ある施設見学を行った。 

   ①視察研修 

・と き １０月１８日（金）～１９日（土） 
ところ 介護老人保健施設アルマ千寿 
参加人数 ２５名 

    参加費 １施設 １人１０,０００円 １人追加ごと３０,０００円  

  ②福利厚生部会 
   ・と き ６月１２日（水） 
    ところ ホテルアウィーナ大阪 
    議 題 自己紹介、令和１年度視察研修について 
    ＜財源＞ 
   参加費を財源としており、不足分については会費において補っている。 
   ＜業務委託＞ 
   なし 
 

６．地区ブロック会議活動の促進（他３） 

 地域福祉に密着し、市民公開セミナー等の企画や立案のための調査研究を行っている

ブロック活動を促進し、情報交換等の活発化を図り、もって市民の福祉増進に寄与する

目的事業を行った。 

 ＜財源＞ 
   会費を財源としている。 
   ＜業務委託＞ 
   なし 

  

７．その他、本協会の目的を達成するために必要な事業 

（１）社員総会 
   ①と き ６月１２日（水） １３０名出席 会議成立 
    ところ ホテルアウィーナ大阪 
   議 案 平成３０年度収支決算（案）の件（平成３０年度事業報告含む）、役

員改選（案）の件 原案承認 平成３１年度事業計画及び収支予算の

件 報告 
（２）理事会 



14 

①と き ４月２６日（金）１２名回答 会議成立 
    ところ 書面表決 
    議 案 賛助会員入会承認（案）の件 原案可決  

②と き ５月２１日（火）７名出席 会議成立 
    ところ ホテルアウィーナ大阪 

議 案 平成３０年度事業報告（案）及び収支決算（案）の件、大阪府知事へ

の提出書面（案）の件、（案）の件、役員改選（案）の件、賛助会員

入会承認（案）の件、通常社員総会招集の件 原案承認 
③と き ６月１２日（水）７名出席 会議成立 

    ところ ホテルアウィーナ大阪 
議 題 会長及び副会長選任の件、賛助会員入会承認の件 原案承認 

④と き ８月２９日（木）１２名回答 会議成立 
ところ 書面表決 

    議 案 賛助会員入会承認（案）の件 原案可決 
⑤と き １１月５日（火）１２名回答 会議成立 

    ところ 書面表決 
    議 案 賛助会員入会承認（案）の件 原案可決 

⑥と き １月３１日（金）１２名回答 会議成立 
    ところ 書面表決 
    議 案 賛助会員入会承認（案）の件 原案可決  

⑦と き ３月３日（火）１１名出席 会議成立 
    ところ ホテルアウィーナ大阪 

 議 案 令和２年度事業計画（案）、令和２年度収支予算（案）及び令和２年

度資金調達及び設備投資の見込みについて、賛助会員入会承認（案）

の件 原案可決 
 
（３）例会 

①と き ４月１７日（水）１０２名出席 
ところ ホテルアウィーナ大阪 
議 題 大阪府より、中央情勢、認知症介護実践者研修、第１９回大老協懇話

会（事例発表会）、賛助会員の各種セミナー等について 

②と き １０月１６日（水）８７名出席 
ところ ホテルアウィーナ大阪 
議 題 中央情勢、老健に役立つ医療のポイント研修会、第２０回近畿ブロッ

ク介護老人保健施設大会和歌山、第２０回大老協懇話会（事例発表会）、

永年勤続職員表彰について 

③と き １２月１８日（水）７８名出席 
    ところ ホテルアウィーナ大阪 

議 題 中央情勢、第２０回大老協懇話会（事例発表会）、排便ケア研修会、

大阪府キャラバン・メイト養成研修会、認知症に関する講演会につい

て 
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④と き ２月１９日（水）１００名出席 
    ところ ホテルアウィーナ大阪 

議 題 コロナウイルス感染症拡大防止の対応、中央情勢、認知症に関する講

演会、第２０回大老協懇話会（事例発表会）、「安全で安心な介護技術」

研修会、地域包括ケア EXPO、新年互礼会・永年勤続職員表彰につい

て 
⑤と き ３月１８日（水）コロナウイルス感染症拡大防止に伴い開催中止 

    ところ ホテルアウィーナ大阪  
 

（４）正副委員長・部会長会議 
①と き ４月１７日（水） 
ところ ホテルアウィーナ大阪        
議 題 中央情勢、年間スケジュール、ブロック長及び担当事業、第１９回大

老協懇話会（事例発表会）、賛助会員のセミナー等について、大阪府よ

り 
②と き ５月１５日（水） 

ところ ホテルアウィーナ大阪 
議 題 大阪府より、平成３０年度事業報告（案）・収支決算（案）、役員改選

（案）について  
   ③と き １０月１６日（水） 

ところ ホテルアウィーナ大阪 

議 題 中央情勢、老健に役立つ医療のポイント研修会、第２０回近畿ブロッ

ク介護老人保健施設大会和歌山、第２０回大老協懇話会（事例発表会）、

令和２年新年互礼会・永年勤続職員表彰について 
   ④と き １２月１８日（水） 

ところ ホテルアウィーナ大阪 
議 題 中央情勢、常設委員会、第２０回大老協懇話会（事例発表会）、排泄ケ

ア研修会、大阪府キャラバン・メイト養成研修会、認知症に関する講

演会、令和２年新年互礼会・永年勤続職員表彰式について 
   ⑤と き ２月１９日（水） 

ところ ホテルアウィーナ大阪 
議 題 コロナウイルス感染症拡大防止の対応、中央情勢、認知症に関する講

演会、第２０回大老協懇話会（事例発表会）、「安全で安心な介護技術」

研修会、地域包括ケア EXPO、新年互礼会・永年勤続職員表彰、令和

２年度事業計画（案）、令和２年度収支予算（案）及び令和２年度資金

調達及び設備投資の見込みについて 
 

 
（５）正副委員長・部会長・ブロック長合同会議 

①と き ５月１５日（水） 
ところ ホテルアウィーナ大阪 
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議 題 中央情勢、令和１年度重点事項、第１９回大老協懇話会（事例発表会）、

「老健おおさか」第４４号、各ブロックの平成３０年度事業実施報告

及び令和１年度事業実施計画について 
②と き ７月１７日（水） 

    ところ ホテルアウィーナ大阪 
議 題 中央情勢、令和１年重点事業、第１９回大老協懇話会（事例発表会）、

第２０回近畿ブロック介護老人保健施設大会和歌山、視察研修旅行、

料理教室、各ブロックの活動報告について 
③と き ９月１８日（水） 

    ところ ホテルアウィーナ大阪  
    議 題 中央情勢、老健経営調査、永年勤続職員表彰、福利厚生部会、研修部 

会、学術部会、介護保険制度部会、各ブロックの活動報告について 
   ④と き １１月１３日（水） 
    ところ ホテルアウィーナ大阪  
    議 題 中央情勢、機関紙老健おおさか第４５号、老健の機能を強化する方法 

を考える研修会、認知症に関する講演会、第２０回近畿ブロック介護 
老人保健施設大会和歌山、新年互礼会・永年勤続職員表彰、常設委員 
会、各ブロックの活動報告について 

 
 （６）経営特別委員会 
   ①と き ７月１７日（水） 
    ところ ホテルアウィーナ大阪 
    議 題 老健の経営状況について 
   ②と き １１月１３日（水） 
    ところ ホテルアウィーナ大阪 
    議 題 老健経営調査について 

 
（７）運営部会 

①と き ５月９日（木） 
    ところ ホテルアウィーナ大阪 
    議 題 平成３０年度事業報告（案）収支決算（案）の件について 

②と き ２月１３日（木） 
    ところ ホテルアウィーナ大阪 

議 題 令和２年度事業計画及び令和２年度収支予算（案）について 
  
（８）永年勤続職員の表彰 

と き １月７日（火）  
ところ 都シティ大阪天王寺 
表彰者 ２０年勤続表彰者 ５７名 

１５年勤続表彰者 １１７名 
１０年勤続表彰者 ２１７名 
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（９）新年互礼会の開催 

と き １月７日（火）２０６名 
ところ 都シティ大阪天王寺 

  
（10）新規会員の加入促進 

    新規会員の加入の促進に努めた。この結果賛助会員１４団体の新規加入があっ

た。 
 


