
 　     　　　　　  平成２３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

　　　　　　　◇４月１８日（月）　
（演　題） 旭輝黄金鯱
（講　師） 南山大・人文学部教授　安田　文吉氏
（受講者）　２９名

　　　　　　　◇５月１９日（木）　
（演　題） 在宅医療をご存じですか
（講　師） 医療法人三つ葉　代表　舩木 良真氏
（受講者）　２８名

　　　　　　　◇６月　３日（金）　
（演　題） 世界経済が暮らしに与える影響
（講　師） ＮＰＯエイプロシス　証券カウンセラー　内田 英爾氏
（受講者）　３１名

　　　　　　　◇７月　６日（水）　
（演　題） 成年後見制度とは
（講　師） 名古屋市成年後見あんしんセンター職員　
（受講者）　２８名

　　　　　　　◇８月　３日（水）　
（演　題） 名古屋ﾎﾞｽﾄﾝ美術館　「ジム・ダイン」
（講　師） 名古屋ﾎﾞｽﾄﾝ美術館　学芸員　井口 智子氏
（受講者）　２８名
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　　　　　　　◇９月　７日（水）　
（演　題） シニア世代のための姿勢と美脚
（講　師） 合同会社 ｇeｎｅ　代表　張本 浩平氏
（受講者）　３１名

　　　　　　　◇１０月１８日（火）　
（演　題） 知られざる名古屋城界隈
（講　師） ＮＰＯ法人橦木倶楽部　理事長　中山　正秋氏
（受講者）　２９名

　　　　　　　◇１１月　９日（水）　
（演　題） 介護サービスの選び方
（講　師） ＮＰＯ法人ゆめじろう　副理事長　小藤 あけみ氏
（受講者）　２９名

　　　　　　　◇１２月１４日（水）　
（演　題） 悪質商法の被害にあわないために
（講　師） 名古屋消費生活センター　相談員　
（受講者）　２３名

　　　　　　　◇１月１１日（水）　
（演　題） 恋する静物ー静物画の世界
（講　師） 名古屋ﾎﾞｽﾄﾝ美術館　学芸員　比戸 奈津子氏
（受講者）　３０名

　　　　　　　◇１月２８日（土）　
第２２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
（演　題） 子どもの貧困～いま大人にできること～
（講　師） 日本福祉大学　准教授　中村 強士氏
（受講者）　８名

　　　　　　　◇３月　２日（金）　
第２２回長寿社会フｵーラム（主催：中日新聞社、愛知医科大学、日本福祉大学他

（演　題） 笑顔で社会をつくる
（講　師） ホスピタルクラウン　大棟 耕介氏
（受講者）　２６名

　　　　②日帰りバスツアー

　　　　　　　◇６月８日（水）　
（行　先） ＪＲ東海「リニア鉄道館」と養老鉄道「フレンチ薬膳列車」
（参加者） ２９名

　　　　　　　◇９月９日（金）　
（行　先） 諏訪湖遊覧と鰻懐石
（参加者） ２７名

　　　　　　　◇１１月１７日（木）　
（行　先） 万博記念公園と京都・伏見散策
（参加者） ３７名

　　　　③体力アップ教室・・・・・ゴルフコンペ
　　　　　　　◇５月２７日（金）　

（場　所） パインズゴルフ倶楽部
（参加者） １８名

　　　　　　　◇１１月１５日（火）　
（場　 所） さなげカントリークラブ　
（参加者） １１名

　　　　④見学会
　　　　　　　◇３月１日（木）　

（場　 所） 名古屋市科学館「プラネタリウム見学」
（参加者） ４０名



（３）普及啓発・相談事業
◇事業への後援・協賛

　　①「生き生き長寿フェア２０１１」に対する協賛

　　②「第１５回国際福祉健康産業展」に対する協賛

　　③「第７回ソーシャルワーカー学会」に対する後援

　　④「第２２回長寿社会フォーラム」に対する後援

　　⑤「ハウジング＆リホームあいち２０１１」に対する後援

　　⑥「福祉用具の日：福祉用具フェア」に対する協賛

　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

　　　　　◇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　　　　　２８４名

 （２）主任介護支援専門員研修事業

　　　　　◇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

名古屋商工会議所
２Ｆホール

開　　催　　日

ケアマネジメントのプロセスとその基本的考え方

研修を振り返っての意見交換、ネットワーク作り

研　　修　　科　　目

9月20日

7月11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

9月5日

9月6日

9月8日

オリエンテーション・講義

7月4日

内　　　　　　容 場　　　所

講　　義

演習（Ａグループ）

演習（Ｂグループ）

演習（Ａグループ）

演習（Ｂグループ）

講　義・演　習

研　　修　　科　　目

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）

ターミナルケア

人事・経営管理

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

地域援助技術

ケアマネジメント点検演習

ケアマネジメント演習講評

7月25日

8月1日

9月12日

9月13日

9月14日



8月8日 講　義 6

8月9日 演　習 6

8月10日 演　習 6

8月19日 演　習 6

8月22日 演　習 6

7月25日 演　習 6

7月23日 講　義 5

合　計 ６４時間

　　　　　◇受講料　　　　 　５０，０００円

　　　　　◇受講者　　　　　２９３名

 （３）ケアマネージャー実務研修受験準備講座事業

◇開催日　　　　９月１６日、２２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　　　　　８８名

 （４）福祉用具専門相談員研修事業（Ｓマーク研修事業）

◇開催日　　　　　６月７日、１０日、１４日、１５日、２３日、２８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　　　　３０名

 （５）住宅改修研修事業
当会独自の事業

◇開催日　　　　　１１月８日、９日、２４日の３日間（９日と２４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　　　　　７４名

１１日間

対人援助者監督指導

事例研究及び事例指導方法



 （６）施設ケアマネジメント研修会事業

当会独自の事業

◇開催日　　　　　６月１３日、１７日、２０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　　　　　１０１名

 （７）認知症の理解とケア研修会事業
当会独自の事業で今期開催が初めて
◇開催日　　　　　２月８日、２２日、２４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　　　　　６９名
◇受講料　　　　　１５，０００円

Ⅲ．２０周年記念事業について

　　 記念講演会の開催

  　　　当財団は平成３年５月に愛知県と名古屋市並びに名古屋商工会議所の支援を受け公益法人として

　 　　 設立され、自主的な立場からシルバーサービスの健全な育成をはじめとする高齢化社会の問題に

　 　 　取り組んでまいりました。

  　　　平成２３年５月で設立２０年にあたり、今までの支援に対する感謝と今後の発展を祈念して企画した
 　 　　もの。

① 日　時 平成２３年５月１２日（木）　　１３：２０～１７：００

② 共　催 シルバーサービス振興連絡協議会（都道府県単位で設立された振興組織）

③ 内　容 講演会

　〔第１部〕

　　（演題）地域包括ケアの実現に向けて

　　（講師）厚生労働省　東海北陸厚生局　介護ｻｰﾋﾞｽ指導官　佐藤 義雄 氏

　〔第２部〕
　　（演題）高齢者のターミナルケア
　　（講師）金城学院大学　学長　柏木 哲夫 氏

④ 参加者の状況

〔申込人数〕　　　　　　６０４名（定員５００名）

〔当日参加者数〕　　　４８３名

Ⅳ．公益財団法人移行認定作業について

① 特例民法法人移行からの対応については、別添のとおり

② 平成24年2月13日 愛知県知事から愛知県公益認定等審議会へ移行認定の諮問

③ 平成24年2月23日 愛知県公益認定等審議会から愛知県知事へ答申

④ 平成24年3月23日 愛知県知事から当振興会へ公益財団法人認定の通知

⑤ 平成24年4月1日 登記



Ⅴ．諸会議の開催状況
　　１．理事会

○第１回　〔平成２３年５月３０日（月）〕
＜議　題＞
　　・平成２２年度事業報告（案）について
　　・平成２２年度収支決算書（案）について
　　・参与の委嘱について
　　・運営部会員の指名について

○第２回　〔平成２３年１２月１６日（金）〕
＜議　題＞
　　・定款の変更（案）等について
　　・諸規程の制定と改定について
　　　　①賛助会員規程
　　　　②個人会員（ﾏﾘｰｺﾞｰﾙﾄﾞ倶楽部会員）規程
　　　　③役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程
　　　　④評議員会運営規則
　　　　⑤理事会運営規則
　　　　⑥運営部会規程
　　　　⑦倫理規定
　　・公益財団法人における理事及び監事の選任並びに代表理事と
　　　執行理事の委嘱について
　　・公益財団法人における最初の評議員の変更について
　　・平成２３年度事業計画及び予算について
　　・現法人における評議員の選任と運営部会員の指名について

○第３回　〔平成２４年３月２３日（金）〕
＜議　題＞
　　・平成２３年度収支補正予算（案）について
　　・平成２４年度事業計画（案）並びに収支予算（案）について
　　・公益財団法人移行後の顧問及び参与について
　　・公益財団法人移行後の部会運営について

　　２．評議員会
○第１回　〔平成２３年５月３０日（月）〕

＜議　題＞
　　・平成２２年度事業報告（案）について
　　・平成２２年度収支決算書（案）について
　　・参与の委嘱について
　　・運営部会員の指名について

○第２回　〔平成２３年１２月１６日（金）〕
＜議　題＞
　　・定款の変更（案）等について
　　・諸規程の制定と改定について
　　　　①賛助会員規程
　　　　②個人会員（ﾏﾘｰｺﾞｰﾙﾄﾞ倶楽部会員）規程
　　　　③役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程
　　　　④評議員会運営規則
　　　　⑤理事会運営規則
　　　　⑥運営部会規程
　　　　⑦倫理規定
　　・公益財団法人における理事及び監事の選任並びに代表理事と
　　　執行理事の委嘱について
　　・公益財団法人における最初の評議員の変更について
　　・平成２３年度事業計画及び予算について
　　・現法人における評議員の選任と運営部会員の指名について



○第３回　〔平成２４年３月２６日（月）〕
　　・平成２３年度収支補正予算（案）について
　　・平成２４年度事業計画（案）並びに収支予算（案）について
　　・公益財団法人移行後の顧問及び参与について
　　・公益財団法人移行後の部会運営について

　　３．運営部会
○第１回　〔平成２３年５月２６日（木）〕

＜議　題＞
　　・平成２２年度事業報告（案）について
　　・平成２２年度収支決算書（案）について
　　・参与の委嘱について
　　・運営部会員の指名について

○第２回　〔平成２３年１２月１５日（木）〕
＜議　題＞
　　・定款の変更（案）等について
　　・諸規程の制定と改定について
　　　　①賛助会員規程
　　　　②個人会員（ﾏﾘｰｺﾞｰﾙﾄﾞ倶楽部会員）規程
　　　　③役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程
　　　　④評議員会運営規則
　　　　⑤理事会運営規則
　　　　⑥運営部会規程
　　　　⑦倫理規定
　　・公益財団法人における理事及び監事の選任並びに代表理事と
　　　執行理事の委嘱について
　　・公益財団法人における最初の評議員の変更について
　　・平成２３年度事業計画及び予算について
　　・現法人における評議員の選任と運営部会員の指名について

○第３回　〔平成２４年３月２３日（金）〕
＜議　題＞
　　・平成２３年度収支補正予算（案）について
　　・平成２４年度事業計画（案）並びに収支予算（案）について
　　・公益財団法人移行後の顧問及び参与について
　　・公益財団法人移行後の部会運営について

Ⅵ．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　　　　 ４１６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：３７５名）
　 　　　　○管理者研修 １回実施（参加者：１４３名）
　 　　　　○地区研修

・名古屋ブロック ２回実施（参加者延１９２名）
・尾張ブロック ６回実施（参加者延５９１名）
・西三河ブロック ３回実施（参加者延３８５名）
・東三河ブロック ６回実施（参加者延１，１９６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）９８日で３４７件（相談件数は前年比１０８％）



　　　　 　○高齢者こころの健康事業研修会

・名古屋ブロック 　１月２１日（参加者：５０名）
・尾張ブロック １２月１７日（参加者：５０名）
・西三河ブロック １１月１９日（参加者：６１名）

・東三河ブロック １２月　３日（参加者：７７名）

　　　　 　○愛知県主任介護支援専門員資質向上研修

◇開催日　　　　　１１月２日、１４日、２８日の３日間

◇受講料　　　　　２，０００円

◇受講者　　　　　１５４名

　　　　 　○介護の日

◇開催日　　 　　　１１月１１日

◇場　所　　　　　　オアシス２１

◇形　態　　　　　　イベント参加

　　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 　　５７５件 　　７，１３５千円　　　　　　　　　　
　　・大物の貸与紹介 　　７２１件 　　２，８８３千円　　　　　　　　　　　
　　・小物の販売紹介 　　７５３件 　　１，４１９千円

合　計 ２，０４９件 　１１，４３７千円

　　　　　（２）会議・協賛
　　・平成２３年５月７日 ＡＪＵ後援会　第２１回総会
　　・平成２３年６月１日 なごや福祉用具プラザ運営委員会
　　・平成２３年６月１日 なごや福祉用具プラザ展示用具第１回協議会
　　・平成２３年１０月１日 福祉用具の日協賛
　　・平成２４年２月１５日 なごや福祉用具プラザ展示用具第２回協議会

　　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　　　　 ３６８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、事務長会議１回

◇事　 業　　　　
○ 全体研修会

開催日：平成23年7月30日（土）

場　所：名古屋商工会議所ビル　3階第5会議室

　　　　愛知学院大学心身科学部准教授　井澤幸子氏

○ 個別援助計画書の作成研修

開催日：平成23年12月13日（火）

講　師：一般社団法人全国福祉用具専門員協会事務局長　山本一志氏

受講者数：31名

テーマ：医療のアセスメント力をつけよう。－CGAを生かそうー

講　師：名古屋大学医学部大学院医学系研究科講師　鈴木裕介氏

受講者数：96名

場　所：ウインクあいち（愛知県産業労働センター）中会議室



○ 災害対策机上訓練

開催日：平成24年1月9日（祝・月）

場　所：大阪中央区　大阪府社会福祉会館

講　師：日本介護支援専門員協会　災害対策特別委員会委員

理事1名を派遣

○ 東海ブロック研修会

開催日：平成24年2月23日（木）

テーマ：ケアマネジメントの未来

場　所：岐阜県羽島市文化センター　みのぎくホール

講　師：名古屋学芸大学　学長　井形昭弘氏

受講者数：２０３名

○ 平成23年度介護支援専門員研修改善事業「指導者養成研修」

開催日：平成24年2月9日（木）、平成24年2月12日（日）

場　所：大阪市中央区大手前　OCMAホール

実施主体：厚生労働省　（委託先：日本介護支援専門員協会）

理事1名派遣

◇その他

○
支援専門員協会に募金しました。

○
反対」の署名活動を行いました。

募金活動：3.11東日本大震災におけるボランティア派遣活動費を、日本介護

署名活動：日本介護支援専門員協会と連携し「居宅支援費の一部利用者負担
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