
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（公益事業ー１）

　（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８００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　

　　　　　　　◇４月１４日（月）　
（演　題） 於染久松色讀販（おそめひさまつうきなのよみうり）
（講　師） 前南山大・人文学部教授　安田　文吉氏
（参加者） ３６名

　　　　　　　◇５月　７日（水）　
（演　題） 日本銀行・名古屋支店見学会
（講　師） 日本銀行職員
（参加者） ３５名

　　　　　　　◇６月１２日（木）　
（演　題） 名古屋市科学館　プラネタリウム見学会
（参加者） ４３名

　　　　　　　◇７月１６日（水）　
（演　題） ミレー展
（講　師） 名古屋ボストン美術館　学芸員　比戸　奈津子氏　
（参加者） ４４名

　　　　　　　◇８月２２日（金）　
（演　題） 天気予報や防災気象情報の利用について
（講　師） 名古屋地方気象台　技術専門官　森　洋氏
（参加者） ３１名

Ｈ２４年度 Ｈ２５年度 Ｈ２６年度

511
（入会９０　退会４９）

51８
（入会１8　退会１１）

533
（入会２７　　退会１２　）

      　   　　　平成２６年度事業報告書
                                       （平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日）

Ｈ２４年度 Ｈ２５年度 Ｈ２６年度

67
（入会 ２　退会　１）

68
（入会 ２　退会　１）

69
（入会２ 　退会１　）



　　　　　　　◇９月２４日（水）　
（演　題） 「有松あないびとの会」東海道の古い町並みガイド
（講　師） 現地案内人
（参加者） ２９名

　　　　　　　◇１０月２２日（水）　
（演　題） 聴松閣（楊輝荘の迎賓館）と北庭園のガイド付見学
（講　師） 現地案内人
（参加者） ３３名

　　　　　　　◇１１月１３日（木）　
（演　題） 「サツキとメイの家」愛・地球博記念公園
（講　師） 現地案内人
（参加者） ２９名

　　　　　　　◇１２月１１日（木）　
（演　題） 高齢期の健康づくりと健康プラザの利用提案
（講　師） 愛知県健康福祉部保健医療局健康対策課職員
（参加者） ２８名

　　　　　　　◇１月２２日（水）　
（演　題） 交通安全「なごやじょう」
（講　師） 愛知県警察本部　担当職員
（参加者） ２８名

　　　　　　　◇１月２４日（土）　

第２５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
「健康と長寿への課題」
（講　師） 愛知医科大学　看護学部基礎看護学　教授　土井　まつ子氏

（参加者） １０名 当振興会への割当数：１０名

　　　　　　　◇１月３１日（土）　
「認知症予防と回想法」
（講　師） 日本福祉大学　健康科学部　准教授　来島　修志氏
（参加者） １０名 当振興会への割当数：１０名

　　　　　　　◇２月２７日（金）　
「未来を拓く夢の超特急～新幹線五十年の歩み、これからの歩み」
（講　師） 東海旅客鉄道株式会社　相談役　須田　寛氏
（参加者） ２０名

　　　　　　　◇３月１９日（木）　
（演　題） 終活と葬儀のお話し
（講　師） 株式会社一柳葬具總本店　営業推進部長　加藤　智弘氏
（参加者） ３２名

　　　　②日帰りバスツアー　

　　　　　　　◇５月１３日（火）　 京都・舞妓遊びと伏見稲荷大社・平安神宮

（参加者） ３３名

　　　　　　　◇９月　２日（水）　 石神さん（鳥羽）と親鸞聖人の高田本山專修寺
（参加者） ３０名

　　　　　　　◇１１月６日（木）　 中山道・木曽路　奈良井宿紅葉狩り
（参加者） ２２名

　　　　③体力アップ教室

　　　　　　　◇５月２０日（火）　 セントクリークゴルフクラブ
（参加者） １６名

　　　　　　　◇１１月１２日（水）　 豊田カントリー倶楽部

（参加者） １４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１７回国際福祉健康産業展」に対する協賛

　　・ 「第９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２０１４」に対する後援

    ・ 「住宅リフォームフェア２０１４　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参加を呼びかけ、以下の介護施設を見学し併せ介護保険の
勉強会を行った。

　　　　　　　◇７月２４日（木）　 特別養護老人ホーム「アルクオーレ岡崎大平」（岡崎市）
住宅型有料老人ホーム「ポッジョ・デル・アルジェント」

（参加者） ２３名

　　　　　　　◇１０月２３日（木）　
特別養護老人ホーム

      ＜施設見学＞ 介護老人保健施設 　　　　グレイスフル春日井
ケアハウス

    　＜工場見学＞ 日進医療器(株)　　車椅子等の製造工程見学と福祉用具活用の説明

（参加者） １０名

　　　　③ 相談事業

◇ 第１・３水曜日の１３時から１６時で、延べ２２日間実施

◇ 相談件数　２０件

　　　　・介護保険のしくみについて

　　　　・介護保険の利用方法について

　　　　・介護保険適用事業者からの事業運営上の問合せ

　　　　・ケアマネジャーからの各種業務の手続きについて

　　　　・その他

〔課題〕

　相談コーナーの設置を再アピールして利用頻度のアップを図る

２．福祉向上支援事業（公益事業ー２）

　（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

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

　　　　　◇受講料　　　　　　１５，０００円

　　　　　◇受講者数　　　　　３６４名（前年度：３８２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10日 講　義 6

7月14日 演　習 6

7月15日 演　習 6

7月28日 演　習 6

7月29日 演　習 6

7月30日 演　習 6

8月1日 講　義 5

合　計 ６４時間

　　　　　◇受講料　　　　 　５０，０００円
　　　　　◇受講者　　　　　２３２名（前年度：２２８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３日、４日、１６日の３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　　　＜講義・模擬試験＞１９，０００円　＜講義のみ＞１２，０００円

事例研究及び事例指導方法

１１日間

7月4日
サービス展開におけるリスクマネジメント

ターミナルケア

7月7日 地域援助技術

対人援助者監督指導

6月30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2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

人事・経営管理

演習（Ａグループ）

9月19日 演習（Ｂグループ）

9月22日 講　義・演　習

研　　修　　科　　目

9月1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5日 講　　義

9月8日 演習（Ａグループ）

9月9日 演習（Ｂグループ）

9月18日

開　　催　　日 内　　　　　　容 場　　　所



　　＜模擬試験のみ＞９，０００円
◇受講者　　　　　９４名（前年度：７１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
　　　（一社）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　　　　　５月９日、１６日、２１日、２２日、２８日、６月６日、１３日の７日間
◇講習内容
　　　（講義　３４時間　　実習　１６時間　　合計　５０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　　　　２０名（前年度：２９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　　　１０月３１日、１１月５日、７日の３日間（５日と７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）
　　　　・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　　　　　３４名（前年度：５５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９日、１６日、２３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　　　　　８０名（前年度：１１３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１０日、１７日、２２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　　　　　７９名（前年度：４２名）
◇受講料　　　　　１５，０００円

 （８）ターミナルケア研修会事業
　　　当振興会の独自事業



◇開催日　　　　　１１月７日、２０日の２日間
◇講習・実習内容
　　　（講義・実習　　　合計　１０時間）
　　　　・ターミナルケアとは？尊厳死について　　　５時間
　　　　・在宅ターミナルの実際・チームケアについて　　　２時間
　　　　・死への心理プロセスの理解・事例演習　　　　３時間

◇受講者　　　　　８１名（前年度：８３名）
◇受講料　　　　　１０，０００円

 （９）医学・薬学基礎講座事業

　　　当振興会の独自事業
◇開催日　　　　　１月２０日の１日間
◇講習・実習内容
　　　（講義　合計　５時間）
◇受講者　　　　　１２０名（前年度：１２７名）
◇受講料　　　　　７，０００円

Ⅲ．諸会議の開催状況

　　１．理事会
○第１回定時理事会　〔平成２６年６月４日（水）〕

＜議　題＞
　　・平成２５年度事業報告書（案）について
　　・平成２５年度正味財産増減計算書（案）について
　　・運営部会員の指名について
　　・評議員会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２７年３月１０日（火）〕
＜議　題＞

　　・平成２７年度事業計画書（案）について

　　・平成２７年度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

　　・任期満了等による運営部会員の指名について

　　・評議員会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項について

　　・賛助会員の入会について

　　２．評議員会

○定時評議員会　〔平成２６年６月２４日（火）〕
＜議　題＞
　　・平成２５年度事業報告書（案）について
　　・平成２５年度正味財産増減計算書（案）について
　　・任期満了に伴う理事の選任について
　　・評議員の選任について

○臨時評議員会　〔平成２７年３月２５日（水）〕

　　・平成２７年度事業計画書（案）について

　　・平成２７年度正味財産増減予算書（案）について

　　・理事及び評議員の選任について

　　・賛助会員の入会について

　　３．運営部会

○第１回　〔平成２６年６月４日（水）〕
＜議　題＞
　　・平成２５年度事業報告書（案）について
　　・平成２５年度正味財産増減計算書（案）について



　　・任期満了に伴う理事の選任について
　　・代表理事及び業務執行理事の選任について
　　・運営部会員の指名について
　　・評議員会並びに理事会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　〔平成２７年３月１０日（火）〕
　　・平成２７年度事業計画書（案）について
　　・平成２７年度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
　　・任期満了等による運営部会員の指名と部会長及び副部会長の委嘱について
　　・定時理事会及び臨時評議員会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項
     について
　　・賛助会員の入会について

Ⅳ．立入検査

　１．受験日 平成２６年１１月１８日（火）　午前９時３０分から午後４時

　２．検査場所 当振興会事務所

　３．検査員 愛知県健康福祉総務課　監査指導室　室長補佐　　大谷　智

愛知県健康福祉総務課　監査指導室　主査　　杉山　利恵子

愛知県健康福祉部　高齢福祉課　主事　　深尾　和寛

愛知県総務部　法務文書課　　主査　　春田　直之

　４．当日の提示書類

・立入検査チェックリスト（チェック項目：約２５０項目）

・財務諸表：貸借対照表、正味財産増減計算書及び付属明細書、財産目録

・予算書（平成２６年度分）

・定款

・諸規程（就業規程、ﾊﾟｰﾄﾀｲﾏｰ就業規則、旅費規程、倫理規程、個人会員規程

 賛助会員規程、資金運用規程、経理規程、役員及び評議員の報酬及び費用

 に関する規程、評議員運営規則、理事会運営規則、情報公開規程、運営部会

 規程、監事監査規程、小口現金取扱規程、印章取扱規程

・法人許認可の書類、定例報告書類、変更報告

・役員名簿、評議員名簿、役員等の就退任に関する書類（就任承諾書、履歴書、

　確認書、辞任届等）

・理事会、評議員会の議事録

・各種会議資料（案内状等）

・監査報告書（預金の残高証明書等）

・事業関係書類（各行事や研修に関するファイル全部、パンフレット、案内状等）

・財務諸表、伝票、会計帳簿、固定資産台帳、年会費管理表、証拠書類（請求書、

　領収書等）

・預金通帳、定期預金証書

・押印記録簿

・パートタイマー出勤簿、出張命令書

・協議・報告等決裁書類

・情報開示資料

・事務所賃貸借契約書

・職員、パートタイマーの雇用に関する書類

・組織図

・講師一覧と報酬額

・その他



　５．検査結果（通知：２６健福第１１５３－１０号）

運営組織及び事業活動は概ね良好と認められます。

今後も関係諸規程を遵守し、適正な法人運営に努めてください。

Ⅴ．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 ３９８事業所

◇会　議 理事会　２回

◇部　会 ケアマネジャー部会 １２回

◇事　業

○ 全体研修会 １回実施（参加者：４１名）

○ 管理者研修会 １回実施（参加者：２４５名）

○ 地区研修会

　　　●名古屋・尾張ブロック ３回実施（参加者：１４６名）

　　　●尾張ブロック ２回実施（参加者：３０３名）

　　　●西三河ブロック １回実施（参加者：８５名）

 　　　●東三河ブロック ５回実施（参加者：１，４２０名）

○ ケアマネジャー相談業務

　　　（相談日数/件数）　　　９８日/３４１件（前年度比：２４％増）

○ 主任介護支援専門員資質向上研修

　　　●開催日 １２月３日、１月１４日、１月２８日

　　　●受講者 ７６名

○ ファシリテータ養成研修

　　　●開催日 ８月６日、８月２７日、９月１７日

　　 ●受講者 ２７名

　　２．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。

◇理事会
（第1回） 開催日：平成２６年４月２４日（木）

場   所：名古屋商工会議所　３階　第８会議室
（第2回） 開催日：平成２６年７月２６日（土）

場   所：名古屋商工会議所　３階　第８会議室
◇総会 開催日：平成２６年7月２６日（土）

場   所：名古屋商工会議所　３階　第５会議室
◇東海ブロック会議

（第1回） 開催日：平成２６年７月１８日（金）
場   所：クーポル会館　（静岡市）

（第2回） 開催日：平成２７年３月６日（金）
場   所：クーポル会館　（静岡市）

◇研修会
（第1回） 全体研修会

開 催 日：平成２６年７月２６日（土）
場     所：名古屋商工会議所ビル　3階第　5会議室　



（第2回） 回復期リハビリテーション病院・介護保険施設・居宅サービス視察会
開催日：平成２６年１０月２日（木）
場   所：善常会リハビリテーション病院

（第3回） 日本介護支援専門員協会「東海ブロック」研修会in静岡
　開催日：平成２６年１２月１４日（日）
　場   所：アクトシティー浜松　コングレスセンター３１会議室

◇日本介護支援専門員協会主催「会議並びに研修会等」
（１） 在宅医療と介護保険サービスの関係と患者・利用者の在宅ケア」研修会

　開催日：平成２６年６月１５日（日）
　場   所：さいたま共済会館　第一ホール（埼玉県さいたま市）

（２） 社員総会「平成２６年度第６回社員総会」
　開催日：平成２６年６月２２日（日）
　場   所：鉄鋼会館８０１号室　（東京都中央区）

（３） 第一回都道府県支部長会議
　開催日：平成２６年８月８日（金）
　場   所：ベルサール神田　ROOM１（東京都千代田区）

（４） 居宅介護支援事業管理雄者研修会
開催日：平成２６年１１月１６日（日）
場所：大阪介護支援専門員協会　OCMAホール（大阪市中央区）

（５） 第２回都道府県支部長会議
開催日：平成２７年２月１３日（金）
場所：ホテルハーベスト南紀田辺（和歌山県田辺市）

（６） 第８回日本介護支援専門員協会全国大会in和歌山
開催日：平成２７年２月１４日（土）１５日（日）
場所：南紀文化会館（和歌山県田辺市）

（７） 「平成２７年４月介護保険制度改正・介護報酬改正伝達研修」指導者研修
開催日：平成２７年３月１４日（土）
場所：損保会館（東京都千代田区）

◇（公財）愛知県シルバーサービス振興会との共催
（１） 施設ケアマネジメント研修会

開催日：平成２６年６月９日（月）、１６日（月）、２３日（月）
場所：名古屋商工会議所

（２） 介護保険に係る住宅改修・福祉用具研修会
日時：平成２６年１０月３１日（金）、１１月５日（水）、７日（金）
場所：名古屋商工会議所（座学）　なごや福祉用具プラザ（演習）

（３） ターミナルケア研修会
開催日：平成２６年１１月７日（木）、２０日（木）
場所：名古屋商工会議所

（４） 認知症の理解とケア研修会
開催日：平成２６年１２月１０日（水）、１７日（水）、平成２７年１月２２日（水）
場所：名古屋商工会議所

（５） 介護支援専門員、介護のための医学・薬学基礎講習
開催日：平成２７年１月２０日（火）
場所：名古屋商工会議所
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