
 

 

 

 

 

 

 

 

《大会概要》 

平成２８年１０月２０日（木）～２１日（金）の２日間、北海道札幌市の「ホテル札幌ガーデンパレス」にお

いて、７４名の参加（全国老施協及び北海道ブロックの役員含む）により「平成２８年度 北海道ブロック

カントリーミーティング」が開催されました。公益社団法人全国老人福祉施設協議会から、松本敦副会長、

木村哲之２１世紀委員長、猪飼容子２１世紀委員会幹事、高木健災害対策委員会幹事、原本一２１世

紀委員が来道され、２日間にわたり現状の課題と向き合いながら積極的な議論が交わされました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

開催にあたり、主催者である、北海道老人福祉施設協議会瀬戸雅嗣会長、全国老人福祉施設協議

会松本敦副会長から、ご挨拶をいただき、平成２８年度北海道ブロックカントリーミーティングが開会い

たしました。 

 

 

 

 

 

 

 

北海道老施協 瀬戸会長              全国老施協 松本副会長 

 平成 28 年度 北海道ブロックカントリーミーティング

 

 

Ｓ ｔ ｙ ｌ ｅ -ＫＡ ＩＧＯ “ニッポン一 億 ” 
～地域共生社会をつくる日本型介護・福祉～ 

速 報 



《趣旨説明・基調報告》 

全国老人福祉施設協議会の木村２１世紀委員長より、これまでのカントリーミーティングの歩みと今年

度カントリーミーティングのテーマである「Ｓｔｙｌｅ-ＫＡＩＧＯ“ニッポン一億”～地域共生社会をつくる日本型

介護・福祉～」をテーマに設定した背景について説明がなされました。 

木村２１世紀委員長は趣旨説明の中で、過去 

１５年間でもっとも増えた仕事の１位は介護職員 

（９８万人増）であり、訪問介護従事者（２７万人 

増）と看護助手（１４万人）も上位にあり、介護分 

野だけで１００万人以上も増えており、国内にお 

いて人材の確保が深刻化するほど高齢者介護 

分野は急成長していること。また、２１世紀を生き 

残るために、日本の労働人口の約半数におよぶ 

職業が人工知能（ＡＩ）などに代替される可能性を 

指摘する研究報告があるが、その中で代替の可 

能性が低い職業に介護分野の職業がほぼ選出されていることに言及され、そこから「人が人に対して行

う対人援助の仕事は、人工知能で提供することはできず人にしか提供することができない。これこそが

日本の介護分野が２１世紀を生き残るチャンスであり、その為にも、たとえ誰にでもできる作業であって

も信念と目的をもって取り組む姿勢が大切である」と述べておられました。 

 

《インプット》 

全国老人福祉施設協議会の猪飼２１世紀委員会幹事よりインプットが行われました。猪飼幹事より、

選択したバズワードを基にディスカッションを行い、参加された皆さんの発想力と柔軟性により多様なア

イデアを生み出すことがディスカッションの目的で 

あると説明がなされた後、①介護保険制度・介護 

報酬、②ロボット・ＩＣＴ、③人材戦略、④地域を支 

える福祉論、⑤ストレスケア（北海道ブロック独自 

設定バズワード）、⑥業務効率化・無駄解消、 

⑦介護保険外事業、⑧見える化、 

⑨日本式ＫＡＩＧＯ、⑩ブランディングの１０個の 

バズワードについて詳しい説明がなされました。 

最後に「現場の声が、制度をつくる。２日間の熱 

い議論を期待します！」と激励され、その後のグル 

ープディスカッションに突入しました。 

 

 



《グループディスカッション》 

【第１会場】 

テーマ 「業務の合理化」 

バズワード： ⑥業務効率化・無駄解消  ⑧見える化  

進 行 ： 北海道老人福祉施設協議会 ２１世紀委員 村上 聖一  

報 告 者 ： 北海道老人福祉施設協議会 ２１世紀委員 山田 篤範  

助 言 者 ： 北海道老人福祉施設協議会 副会長 加藤 敏彦  

サポータ ： 全国老人福祉施設協議会 ２１世紀委員長 木村 哲之 氏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１会場では、バズワード⑥業務効率化・無駄解消、⑧見える化について、議論が交わされました。 

 

⑥ 業務効率化・無駄解消 

７名のグループでディスカッションされました。このグループでは、特に記録についての意見が多く出さ

れました。それぞれの施設では、日々事務的な業務量が多く、結果として利用者に提供するケアの質の

低下に繋がっているため、数多くある記録書類の中から「本当に記録として残すべき書類は何か」を中

心に議論が交わされました。 

先ずは「今までこの記録を使用しているから･･･」といって根拠を理解せずに活用していた記録物を 

「何故この記録を使用しているのか」というように、記録を書く根拠を理解することが必要であるとの意見

に達しました。さらに、記録の質と量を整理すること、記録の記入方法等を工夫することにより職員の業

務量を軽減することができ、これらを軽減することにより利用者と関わる時間やケアの質を高めることに

繋げていくことが大事であると意見がまとまりました。 

業務効率化は、記録物に関わらず、これまで行ってきた業務について何故この業務を行っているのか

根拠をきちんと理解し、根拠のない無駄な業務については削除していくことで、それらの業務に費やして

いた時間を、ケアの質を高めるために有効な時間として活用していくことが必要であると共通認識するこ

とができました。また、介護分野における更なるＩＴシステムの発展により業務の効率化が図れるとの期

待があるが、システム導入に伴う費用負担の問題など課題も多く、自治体等からの補助金導入を期待

したいという意見も出されておりました。 



⑧ 見える化 

６名のグループでディスカッションされました。このグループでは、“見える化”は“見せる化”が必要で

あるが、“見せたいもの”と“見たいもの”とは違い、この両者のすり合わせが必要であるという意見が出

ました。現在、ホームページや広報誌等により、情報を“知りたい”と思う人に情報提供は出来てきてい

るが、情報を受け取れない人に対して、どのように働きかけをしていくべきかが課題であること。しかし介

護分野の職員は、情報発信が不得意であることが多いため、情報発信を得意とする異業種の方から学

び、そのノウハウを吸収していくことが必要であり、その情報を発信していくためには前提として情報を

受け取る側とコミュニケーションを多くとり、受け取る側にあわせて情報の提供方法や内容を変えていく

ことが必要だ、とのことで意見がまとまりました。 

 

第１会場の総評 

木村委員長より、業務効率化は妥協することではなく、現在行っている業務を妥協なく改善し続けて

いくことが真の効率化に繋がることだと考える。また、ＩＣＴを活用することで業務改善を図れるという考え

方もあるが、ＩＣＴの活用は、人間の言葉と異なるので本当の情報が伝わらないことが多くある。  

ＩＣＴは業務効率化の有効な手段の一つであることは理解しつつ、人間対人間の日頃からのコミュニケー

ションに勝るものはないことを忘れてはいけないとの意見を頂きました。 

また、“見える化”は、利用者のご家族にとって心配される状況をつくらないようにすることが大切なこ

と。例えば、事故が発生したときに、その事故が起きたという事実をのみしか伝えなかった場合、その事

故が起きる前の穏やかな生活状況も伝えておかなければ、ただ施設や職員に対し不信感をいだくだけ

となってしまう。ご家族が“何を知りたいのか”を把握し、“何を伝えていくべきか”をしっかり整理して情報

提供していくことが大切であるとの意見をいただきました。 

加藤副会長からは、“効率化”という言葉はあまり良い響きを持っていない。日本のとある大企業では、

今日よりもより良い業務を明日行うという考えから“改善”という言葉を用いている。介護分野に携わる

職員として自分自身を日々改善していくことが業務効率化に繋がるのではないかという助言を頂きまし

た。 

見える化については、熊本地震の際、設置された避難所ではなく地域にある介護施設に避難する人

が多くいたことを挙げられ、介護施設が安全な場所であることが理解されてきている結果であり、今後は

地域住民の方に介護を提供する場としてのみあるものではなく、地域住民全般を対象として支えていく

のが介護施設であるということを理解してもらうために、小さなコミュニティからでも施設を知ってもらうた

めの働きかけをこれまで以上にしていく必要があるとの助言をいただきディスカッションが終了しました。 

 

【第２会場】 

テーマ 「人間関係」  

バズワード： ③人材戦略  ⑤ストレスケア（北海道ブロック独自バズワード）  ⑩ブランディング 

進 行 ： 北海道老人福祉施設協議会 ２１世紀委員 高丸 美香  

報 告 者 ： 北海道老人福祉施設協議会 ２１世紀委員 山崎 良子  

助 言 者 ： 全国老人福祉施設協議会 副会長 松本 敦 氏 



助 言 者 ： 北海道老人福祉施設協議会 副会長 津田 利幸  

サポータ ： 全国老人福祉施設協議会 災害対策委員会 幹事 高木 健 氏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２会場では、バズワード③人材戦略、⑩ブランディングに加え、北海道ブロック独自バズワードの⑤

ストレスケアについて、難しい問題と捉えながらも熱心な議論が交わされました。 

 

③ 人材戦略 

６名のグループでディスカッションされました。現在の課題として挙げられたのは、職員が定着しない、

介護職のイメージが悪い、働きたいが働けない人がいるという課題でした。打開策として、働きやすい環

境づくり、資格経験に捉われない人材確保、離職を防ぐ目的をもって、新たに獲得した人材の育成を行

う必要性などが挙げられました。中でも印象的だったのは、介護職が単に入浴、排せつ、食事の介護だ

けを行うわけではないというイメージチェンジをしなければいけないとの観点から出された、脱三大介護

というキーワードであり、多くの共感を得ることとなりました。 

 

⑤ ストレスケア 

各６名の２グループにて、難しい課題でありながら参加者の多くが興味を持たれたバズワードとしてデ

ィスカッションされました。実際に課題も多く挙げられました。主に人材不足、３Ｋと言われながらも低賃

金、休暇が取れない、残業が多いなど処遇面の課題があったほか、実践していることが評価されにくい、

話しやすい環境がない、時間が取れないなどにより、燃え尽きてしまうなどメンタル的な課題も多く挙げ

られました。これに対し様々な意見が出た中で、「コミュニケーション」というキーワードが多く出されまし

た。上司や仲間とのコミュニケーションをもっと多く取ることでストレスを吐き出し共有すること、飲み会の

席などという場面を設けることのほか、働きやすい環境として職員がリフレッシュしやすい休憩場所や場

面を設けるなどの意見も出されました。 

 

⑩ ブランディング 

６名のグループでディスカッションされました。介護業界が苦手とする分野ながらも様々な課題と対策

が出されました。課題として挙げられたのは、アピールできるブランドがあってもアピール出来ていない

現状、もっと介護現場を知ってもらう為には、自分たちが行っていることを外にアピールしなければなら



ないということが挙げられました。また、介護保険は最低限のサービスであり満足を得られていないので

はないかという課題が挙げられました。この課題を解決するための意見として、多種多様なサービスを

提供しやすい法的緩和と人材確保が必要であるとの意見が出たほか、介護現場を知ってもらうという意

味では、施設内に来て頂くことにこだわらず、例えば地域行事にご利用者と一緒に参加する、学校での

体験談、ご利用者が地域に出向き子どもたちへの語り部会などを企画することで外部に介護現場を持

ち出し、観て知って頂くことも必要ではないかと意見が出されました。 

 

第２会場の総評 

松本副会長より「人がうらやむ職場になるにはどうしたらよいか」について、一燈照隅万燈照国という

言葉を引用され「各々がやらなければならないことをしっかりとやっていくことがそうした職場を作る一番

の近道になるのではないか」と助言がありました。 

津田副会長からは「人材もストレスもイメージアップも時代によって変遷があることを感じた。介護保険

制度が施行されたことにより、専門性や理論が問われるようになっており、こうした時代の変遷に追い付

いていかなければストレスを抱えることにもつながる。また、脱三大介護というのは良い響きである、北

海道発の言葉としてこれを実現することを目標に活躍してもらいたい」と助言されました。 

最後に高木幹事からは「人材戦略として、中長期計画を持ちスタッフ個々に目標設定されている法人

は離職が少ない。個々のスタッフをしっかりと育成していく意識を持っていくことが一つの人材戦略となる

だろう。ストレスケアについては難しい課題であり、完全に失くすことはできないが、適度なストレスは良

い仕事を生むというデータもある」というコメントを頂き、まとめられました。 

 

【第３会場】 

テーマ 「仕事のやりがい」 

バズワード： ①介護保険制度・介護報酬  ④地域を支える福祉論  ⑦介護保険外事業 

進 行 ： 北海道老人福祉施設協議会 ２１世紀副委員長 澁谷 剛  

報 告 者 ： 北海道老人福祉施設協議会 ２１世紀委員 嶋 正人  

助 言 者 ： 北海道老人福祉施設協議会 顧問 村上 勝彦  

サポータ ： 全国老人福祉施設協議会 ２１世紀委員会 幹事 猪飼 容子 氏 

全国老人福祉施設協議会 ２１世紀委員 原本 一 氏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第３会場は、バズワード①介護保険制度・介護報酬、④地域を支える福祉論、⑦介護保険外事業に

ついて、活発な議論が交わされました。 

 

①介護保険制度・介護報酬 

５名のグループでディスカッションされました。平成３０年以降も安定した事業を継続していくためには、

介護予防・日常生活支援総合事業の報酬単価、施設職員の配置基準、介護職員処遇改善加算の事務

負担の軽減など、施設種別や地域の実情に合わせた見直しが必要であるとの意見が出ました。また、

今後も地域包括ケアシステムの構築が進んでゆくが、地域によっては軽度者以外にもこの枠から外され

てしまう方が必ず出てきてしまう。そのような方たちのために、施設の受け皿が必要であり、それらに対

応していくために、特養や養護といった施設種別の垣根を越えた取り組みと各々の社会福祉法人が経

営基盤をしっかりと整備し、安定した運営が継続して保つことができるようにこれまで以上の努力が必要

になるのではないかという意見が出ました。 

 

④ 地域を支える福祉論 

５名のグループでディスカッションされました。地域を支えるためには、施設の専門職のみならず、地

域の繋がりという部分でボランティア活動の担い手づくりが重要となる。その為には、現場の職員がもっ

と地域に赴き施設と地域とのパイプ役であるキーマンとなる必要があり、また、ボランティアの方々に施

設に“来てもらう”、“～をしてもらう”という視点ではなく、地域の一員として共に地域住民を支えるために

行動をするという視点が必要ではないかという意見が出されました。認知症カフェなどの地域貢献活動

を実施する際には、開催することが目的となりがちだが、あくまで地域の皆さんに集まっていただく手段

のひとつであることを認識し、これまでの地域との繋がりを培ってきた社会福祉法人の強みを活かして、

地域のニーズや社会福祉法人に求められる役割を分析し、地域のマンパワーをどのようにコーディネー

トしていくかということが、その地域の社会福祉法人の役割として行う責務があるのではないか。これら

を達成するためには、高齢者福祉にとらわれず、自由な発想で「達成感」「やりがい」「楽しみ」をキーワ

ードに共生社会に基づいた地域づくりに積極的に関わっていくことが大切であると意見がまとまりまし

た。 

 

⑦ 介護保険外事業 

４名のグループでディスカッションされました。これまで社会福祉法人の関わりが薄かった領域の話で

あり、昨今、社会福祉法人が置かれている厳しい状況下において課題的な意見が多い中、唯一“夢の

ある”バズワードではいかと前向きな視点をもって議論が交わされておりました。民間企業に比べ運営ノ

ウハウが希薄な社会福祉法人が介護保険外事業を行っていくためには、これまでのノウハウを活かし

た介護保険事業＋αの事業であることが前提として重要であり、地域公益事業に結び付けて事業展開

することがベストではないか。また、介護保険外事業を継続して運営していくためには、人材確保やＰＲ

活動などにおいて民間企業を上回る努力と成果が必要であり、その為には民間企業のノウハウを素直

に学ぶ謙虚な姿勢と、法人内においてトップダウンではなく職員個々が自由な発想で仕事に対する夢を

実現できる組織づくりが大切である。社会福祉法人にしかできないことが多くあり「利益の追求より地域



貢献を行い地域住民に喜ばれること」を行うために、制度に縛られず職員が「～したい！」という想いを

汲み、法人が職員の背中を押し、夢を叶える体制づくりが必要であるという意見でまとまりました。 

 

第３会場の総評 

猪飼幹事より第３会場で取り上げた３つのバズワードは、どこかで繋がっていくものであり、例えば、

現在介護報酬の中で一番懸念されているのは軽度者外しであり、訪問介護の生活支援などこれまでサ

ービスを利用していた方が利用できなくなり、それらを誰が補っていくのかという時に、介護保険外事業

やボランティアなどが重要視され必ず必要となってくる。その為に、社会福祉法人の職員がボランティア

のコーディネートや育成をとおして、地域を支える福祉のまちづくりを支援するようになることが重要。ま

た、社会福祉法人は何でも屋ではないので、地域のニーズに合わせて、社会福祉法人がやるべき介護

保険外事業をきちんと見つめていくことが重要であるとの意見をいただきました。 

次に原本委員からは、財務の安定と介護保険サービスの質の担保のバランスがしっかりとれている

からこそ地域公益活動、共生社会、人材確保・育成が見えてくるのではないか。また、地域公益活動や

介護保険内外事業において、ホスピタリティの視点が重要であり、社会福祉法人だからこそこの視点を

重要視することが大切であるとの意見をいただきました。 

最後に村上顧問から、平成３０年度の介護報酬改定は大変厳しくなることが予想される。今後、社会

福祉法人の役割として地域包括システムや各種制度から外される谷間の人たちをどのように支えていく

か、アウトリーチも含め専門職の多い社会福祉法人の役割は沢山あり、専門性の高い福祉サービスに

おいて民間の一般企業から多くを学び介護保険以外のサービスで夢を実現して欲しいという助言をいた

だきディスカッションが終了しました。 

 

《全体会（アウトプット・総合ディスカッション）》 

コーディネータ ： 全国老人福祉施設協議会 ２１世紀委員長 木村 哲之 氏 

登 壇 者 ： 全国老人福祉施設協議会 副会長 瀬戸 雅嗣 氏 

全国老人福祉施設協議会 災害対策委員会 幹事 高木 健 氏 

全国老人福祉施設協議会 ２１世紀委員会 幹事 猪飼 容子 氏 

 

各会場、バズワードごとに討議された結果を、各会場報告者（道老施協２１世紀委員）より報告いたし

ました。 

 

 

 

 

 

 

 



報告の後、総合ディスカッションという形式で、全国老人福祉施設協議会登壇者の皆様からコ

メントをいただきました。 

 

瀬戸副会長からは「脱三大介護という発想はおもしろい。これはブランディングにも繋がる。

現場をアピールしていくことが大事である。一方で、ストレスケアでは業務に追われ細かなケア

ができないという見解も挙がっていた。しかし利用者と関わる時間も同じく業務ではないのか。

利用者と関わる時間と業務は別物と捉われる傾向があるがこうした考えを打破していかなければ、スト

レスケアやブランディングにも繋がらない。介護保険制度については、国や行政で日々検討されている。

しかしその多くは机上での話であり、今こそ現場の声を届けるべき時期である。こうした主張をしていくこ

とで、より良い制度改正に繋がっていくこととなる」とコメントをいただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高木幹事からは「今回のバズワード、これは全て繋がりを持っている。中長期のビジョンをしっかり見

定め、様々なことに取り組んでいくことが重要である。ブランディングは、これから特に問われてくる分野

だろう。利用者の質もこれから変遷を見せ、求められるニーズも変わってくる。やってもらってありがとう

の世代から、良い生活良い暮らしをしてきた団塊の世代に変わると自ずと求められるものが変わり増え

てくる。地域貢献、保険外サービス、しっかりと取り組まなければならないだろう」とコメントがありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

猪飼幹事からは「魅力ある組織作りは共通課題である。例えばＩＣＴも導入後現場の声が上がってき

た実績もあり良い効果があると考えている。地域をどう支えていくか、仕組みづくりからご利用者の活躍

も含め組織的に考えていくことが求められている」と助言を頂きました。さらに「北海道ブロックは見て考

瀬戸副会長 
高木災害対策委員会 

幹事 

猪飼２１世紀委員会幹事 木村２１世紀委員長 



えて取り組んでいるブロック、これをぜひ全国老施協に発信し国に訴えかけてもらいたい」とコメントがあ

りました。 

最後に木村委員長より「北海道独自のストレスケアというバズワード、良いところに目をつけ取り組ま

れたと感じた。我々一人一人が、元気が出るような姿を見せていかなければ、ご利用者の喜びにもつな

がらない。職員全員の元気な姿を見せることこそブランディングになるのではないか」と勇気の出るコメ

ントを頂き、総合ディスカッションを締めくくられました。 

《特別講演》 

『元気の出るコミュニケーションの方法』 

講師：株式会社ゆめかな 代表取締役 ビジネスコーチ 石川 尚子 氏 

 

コーチングの技法を用いながら、自分も相手も元気の出るコミュニケーション、特に言葉の持つ力に

ついて、参加者も交えた講演をされました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「コミュニケーション、人間は言葉をコミュニケーションに使える唯一の生き物である。そのコミュニケー

ションを一番多く取る相手とは実は自分自身であり、自分との対話である。ある学説によると１日４万回

も自分自身とコミュニケーションをとっているという結果もある。その自分に掛ける言葉が自分を元気づ

けることにつながる。元気が出ない言葉を掛けてもよい雰囲気は生まれない。頭の中、心の中で自分と

対話する時、元気が出る言葉を多くかけてもらいたい。言葉の持つ力を知り元気が出る言葉を理解して

もらいたい」を主題に、参加者同士で実演しながら言葉の持つ力を体感し、それぞれの実演に理論づけ

をされ講演を進められました。講演の要点として、“ありがとう”という言葉は最強の言葉であり、沢山“あ

りがとう”が出る自分、職場、場面を作ってもらいたい、それは雰囲気を変える魔法の言葉であることを

お話しされました。また、建設的な質問⇔建設的ではない質問、元気を引き出す言葉⇔引き出さない言

葉を示され、これも参加者同士実演し体感しあうことで、質問によって人の意識はそこに向かい、質問が

変わることによって、思考・行動・結果も変わるということを体感することになりました。終盤は、自己承認

の重要性として自分の長所・強み・資源を書き出しましたが、より多く書き出せる人とは、自分を認める

言葉のキャパシティが広い人でもあり、相手を受け止める（受容）、それも肯定的に受け止められる人だ

とお話しされました。高いセルフイメージが「心の余裕」と「前向きな思考」を生み出すことにつながり、こ

れは人間関係も円滑に保てることに繋がることで、結果嫌いなこと嫌いな人など負のイメージが減少さ



れ、ストレスを軽減することにもつながるとお話しされました。セルフイメージと対人関係の構図について

さらに掘り下げられ「自分自身を肯定的に見ることが相手を肯定的に見ることに繋がる。結果相手から

も肯定的に見られるようになり、お互い好意信頼関係を寄せ合いやすくなる話しかけやすくなることで、

楽しい、嬉しいという感情が湧き出てくる。そのような自分がますます好きになり、より自分自身を肯定的

に見るようになる」というサイクルを示され、まずはセルフイメージを高めていきましょうと話をされました。

参加者同士の実演も交えながらの講演でありましたが、体感することで非常にわかりやすく、また元気

づけられる言葉やお話も多く、和やかな雰囲気と共に元気をもらった講演会となりました。 

《閉会式》 

閉会にあたり、本ミーティングの共催者である北海道デイサービスセンター協議会の西川雅浩副会長

より、２日間討議されたバズワードやその討議内容を職場に戻り実践する、復命することをぜひ行っても

らいたい。また、私たちの状況が単に厳しくなっていくと言い続けるのではなく、私たちが色々なことを着

実に実行しサービスが向上していくことで利用者が幸せになっていく、こういう行動をすることが国や制

度を変えていくことに繋がる、もう少し前向きに考えようという傾向になるのではないかという言葉をもっ

て、２日間の北海道ブロックカントリーミーティングを締めくくられました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



《最後に･･･》 

当日の運営の要である総合司会者は、北海道老施協２１世紀委員会 澁谷剛副委員長が行いまし

た。 

北海道は、単独で１つのブロックを構成していることから、ブロックカントリーミーティングの企画運営

は「北海道老施協２１世紀委員会」で毎年行っています。今年度も全国老施協から提示された統一のテ

ーマをもとにして北海道ブロックでは何を討議すべきか意見を出し合いました。 

北海道老施協 山本 進 副会長、北海道老施協２１世紀委員会 成田啓介委員長を中心として準備

を行ってきました。来年度も今年度の課題と反省を改善し、参加者の皆さんから沢山の建設的な意見が

飛び交うカントリーミーティングにしていきたいと思っております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度の「北海道老施協２１世紀委員会」会議の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度の北海道ブロックカントリーミーティング速報は・・・ 

北海道老人福祉施設協議会２１世紀委員西本真典と村上典隆が作製しました。 

今年参加された方も 

今年参加できなかった方も 

（また）来年お会いしましょう！ 
 

                  北海道老人福祉施設協議会２１世紀委員一同 


