
一般社団法人千葉市認知症介護指導者の会 

第３期 第４回 定例理事会 議事録 

 

１．開催日時  令和４年５月 23 日（月）19 時 00 分～21 時 30 分 

２．開催場所  オンライン会議（Zoom 使用）にて開催 

３．理事・監事の数  理事数 5 名 監事数１名 

４．出席者  [理事] 梅本聡 永嶋丈晴 髙橋秀明 滝澤秀児 

[特別参加] 石井紀明（議事 1-(1)まで） 

５．議長  梅本聡 [会長] 

６．議事録作成者  梅本聡 [会長] 

７. 議事 

１．活動報告・検討等 

（１） 認知症×セミナー 幹事（永嶋丈晴・石井紀明） 

     一 第 3 回（2022 年 8 月開催）の件について永嶋氏より以下の報告があった。 

       ○開催予定日：2022 年 8 月 27 日（土） 

            ○開催場所：千葉市社会福祉研修センター 

          二 第 3 回の企画について永嶋氏・石井氏それぞれよりプレゼンが行われた。 

            ○プレゼンが行われた企画については、本議事録に添付の「第3 回認知症×セミナー企画： 

永嶋案」ならびに「第 3 回認知症×セミナー企画：石井案」を参照のこと。 

          三 プレゼン後、出席者からの意見等の聴取が行われた。 

            ○出席者からは、様々な意見等が出された。結果、そちらの内容も参考にして、第３回幹 

事である永嶋氏・石井氏にて企画案を再考することとなった。 

四 企画決定の時期について確認を行った。 

  ○当該セミナーは、令和４年度千葉県介護人材確保対策事業補助金「介護人材キャリア 

アップ研修支援事業」を活用した開催を予定している。 

そのため、補助金申請を行い、交付決定していただくことを開催日８月 27 日に合わせる 

と、遅くても５月末までには企画を決定しておく必要がある。 

以上の確認を行った。 

           五 第３回以降の「開催月」ならびに「幹事・会計担当」の変更を行った。 

前回の理事会において、第３回以降の「幹事・会計担当」の選出を行ったが、諸事情によ 

り担当の変更を行った。結果は以下のとおり。 

開催月 
幹事・会計担当 

変更前 変更後 

令和 4 年 08 月 永嶋 丈晴 ・ 石井 紀明 変更なし 

令和 4 年 12 月 石井 紀明 ・ 日向 雅史 石井 紀明 ・ 滝澤 秀児 

令和 5 年 03 月 日向 雅史 ・ 滝澤 秀児 滝澤 秀児 ・ 三和 由紀子 



(2) 支援専門職 SCHOOL 運営部会（髙橋秀明・梅本聡） 

一 髙橋秀明氏より、支援専門職 SCHOOL の運営方法等の説明があった。 

第１回運営部会会議を令和 4 年 4 月 30 日(土)に開催した。当該会議にて以下の内容の 

決定や確認が行われた。 

   ○利用プランを４種類設けた。SCHOOL 利用者には利用プランを購入してもらい、利用プラン 

に応じて SCHOOL の各メニューを利用していただく。 

利用プランの詳細については、後述する支援専門職 SCHOOL 案内ページ（リンク先）を 

参照のこと。 

○SCHOOL が実施するカテゴリ（内容）は以下のとおりとする。 

①教室  ②セミナー  ③ゼミ  ④イベント 

それぞれの詳細については、後述する支援専門職 SCHOOL 案内ページ（リンク先）を参 

照のこと。 

○年間スケジュールを作成した。 

○SCHOOL で実施する教室・セミナー等の開催案内に講師紹介を掲載することから、近日中 

に、当会会員である千葉市指導者にプロフィール・顔写真等の提供を依頼する。 

二 梅本氏より以下の報告があった。 

○当会ホームページに、支援専門職 SCHOOL に関する情報の公開を開始した。情報は随時 

更新していく予定である。 

＊リンク先➨支援専門職 SCHOOL 案内ページ 

  ※公開している情報については、上記リンク先から確認してください。 

 

 

(3) 防災・減災等マニュアル策定部会 （永嶋丈晴） 

○近日中に部会員間の日程調整を行い、対面形式による部会会議を開催する予定である。 

 

 

(4) 広報・IT 部会（滝澤秀児） 

一 公式 YouTube チャンネル「認知症と介護と○○TV」 関連について滝澤氏より報告があった。 

○近日中に最新動画の公開を予定している（令和 3 年度第 3 回認知症介護実践者研修 

の質疑応答に関する動画）。 

二 編集担当の増員する件 

○増員にあたり、動画編集ソフトの購入を行う予定であるが、購入するソフトの決定については、 

近日中に開催される支援専門職 SCHOOL 運営部会会議に滝澤・梅本・髙橋秀明が参 

加するので、その際に三者にて行うこととなった。 

 

 

 

https://www.chibashi-dc-shidousya.com/%E6%94%AF%E6%8F%B4%E5%B0%82%E9%96%80%E8%81%B7school%E9%83%A8%E4%BC%9A


２．報告事項 

（1）事務局（梅本聡） 

         ○新規団体賛助会員入会の件について報告があった。 

入会団体：株式会社スタルジー様（入会日：令和 4 年 5 月 13 日・同日理事会入会承認） 

 

（2）広報・IT 部会（滝澤秀児） 

○当会が利用している「Google ドライブ」の件について報告があった。 

  梅本会長より、当会が利用しているGoogleドライブの保存容量のうち、98％を使用している状 

況との報告があった。 

以上のことから、令和 4 年 5 月 19 日に理事全員が Zoom にて打合せを行った席において、容 

量を増やすためにストレージ容量を追加購入する必要があることを提案。理事全員の了解を得 

たため、ストレージ容量の追加購入を行った。 



第３期 第４回 定例理事会資料 

認知症×セミナー（永嶋案） 

認知症とハラスメント 
開催日時  

 令和 4年８月 2７日（土）1３：００～ 開場：12：３０ 

ターゲット 

すべての介護・福祉従事者、一般市民 

セミナー要旨 

介護の現場で、近年問題視されているのが、ご利用者による介護職員へのハラスメント 

仕事中にご利用者から叩かれたり、暴言を吐かれたり、威圧的な態度を取られたりした経験のある方は少なくな

いのではないでしょうか？介護職員を対象とした調査では利用者からハラスメントを受けたと回答した介護職

員は 50％を超えています。 

利用者からの暴言や暴力等を「行動・心理症状」として捉えるのか？ハラスメントとして捉えるのか？ 

異業種におけるハラスメント対策を知ることを通じ、利用者からのハラスメント行為をどのように捉え、どの

ように応じていけばよいのかを多角的に考えていきます 

プログラム 

13：00～１3：4０ 

講演 1 

「ハラスメント」とは何か？ 

介護現場におけるハラスメントの実態を知る 

(一社)千葉市認知症介護指導者の会 

永嶋 丈晴 

13：40～１4：2０ 
講演 2 

異業種に学ぶ「ハラスメント対策」① 接客業 

外部講師 

イオン・ドコモ・ＡＵ等 

14：20～１5：00 
講演 3 

異業種に学ぶ「ハラスメント対策」② 病院 
外部講師 or髙橋孝子 

１５：００～15：１５ 休憩 

１５：１５～１６：3０ 

質問タイム 

「認知症とハラスメント」  

登壇者との質疑応答を通じて、 

ハラスメントについて考えを深めよう 

[コメンテーター] 

・外部講師 

・梅本 聡 

[(一社)千葉市認知症介護指導者の会会長] 

 

[コーディネーター] 

永嶋 丈晴 

16：30～16：40 次回セミナーの案内 
(一社)千葉市認知症介護指導者の会 

滝澤 or 石井 

１６：４０ 閉会あいさつ 

 



第３期 第４回 定例理事会資料 

認知症×セミナー（石井案） 

認知症と人材育成 
開催日時  

 令和 4年８月２７日（土） 13：00～   開場 12：30 

ターゲット 

すべての介護・福祉従事者、一般市民 

セミナー要旨 

現在、日本では高齢化社会となり経済成長や社会保障など、様々な社会問題に向き合わざるを得ない状況とな

っています。高齢化社会を支えるための介護職員の必要数も２０２５年度には約３２万人、２０４０年度には約

６９万人を追加で確保する必要があるといわれています。 

 また、介護業界では長らく人手不足が取りざたされています。新入職員、ベテラン職員関わらず、そこにはな

んらかの理由で介護の仕事が長く続けられず辞めてしまう理由があると思われます。認知症支援に視点を置いた

場合でも、支援において一定の難しさ、悩みを抱えながら業務に就いていることでしょう。サービスの質向上を

目指しつつ人材の定着を図るための『人材育成』とはどのようなものなのか？人材育成におけるヒントや次世代

を担う介護学生の想いを知り、人材育成について考えを深めるセミナーにしましょう。 

 

プログラム 

13：00～13：05 
開会のあいさつ 

プログラム確認 

(一社)千葉市認知症介護指導者の会 

理事 永嶋丈晴 

13：05～13：20 
講演１ 

「認知症支援における人材育成の課題」を知る 

(一社)千葉市認知症介護指導者の会 

石井紀明 

13：20～14：50 
講演２ 

「介護現場における人材育成のヒント」を知る 

介護人材アドバイザー 

知野吉和 

14：50～15：00 休憩 

15：00～15：25 
講演３ 

「未来の介護への希望、想い」を知る 

専門学校 新国際福祉カレッジ 学生 2名 

[進行] 

(一社)千葉市認知症介護指導者の会 

石井紀明 

15：25～15：30 次回セミナーの案内 
(一社)千葉市認知症介護指導者の会 

石井紀明 

15：30～15：40 休憩・会場準備 

15：40～16：40 

トークセッション＆質疑応答 

「認知症と人材育成」  

認知症と人材育成について考えを深めよう 

[コメンテーター] 

・梅本 聡 

[(一社)千葉市認知症介護指導者の会会長] 

 

・介護人材アドバイザー 

 知野吉和 

 

・専門学校 新国際福祉カレッジ  

教員 1名 

 

[コーディネーター] 

千葉市認知症介護指導者 理事 永嶋丈晴 

16：40 閉会のあいさつ 

 


