平成２６年度
内容

日時

名介研例会・研修等開催状況
名古屋市介護サービス事業者連絡研究会活動実績報告
議題

場所

〔総会〕
1.特別会員挨拶
2.顧問挨拶

総会・第1回例会

第1回
名古屋市介護サービス事
業者自己評価・ユーザー
評価 専門部会
第2回
名古屋市介護サービス事
業者自己評価・ユーザー
評価 専門部会

第1回
介護支援専門員研修
（新任向け）第1日

平成26年4月16日(水)
14:00～17:30

伏見ライフプラザ 5階
名古屋市高年大学
鯱城ホール

平成26年5月1日(木)
14：00～16：00

名介研事務局会議室

平成26年6月9日(月)
14：00～16：00

名介研事務局会議室

平成26年6月11日(水)
10:00～17:05

名古屋市医師会館
６階 講堂

1/9
参加会員数

＜名古屋市健康福祉局介護保険課 主幹
横山 茂紀＞
＜一般社団法人名古屋市医師会 理事 柴田 真一＞
＜一般社団法人名古屋市医師会 理事 関山 聡史＞
＜一般社団法人名古屋市歯科医師会 専務理事 都島 誠一＞
＜一般社団法人名古屋市薬剤師会 副会長 堤 亮一＞

3.監事紹介
4.平成26度事業計画（案）・基本予算（案）・会則（案）の承認について
5.今年度役員について
160
〔例会〕
1.講演「介護保険法の改正と名古屋市の対応について」
＜名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護保険課居宅指定係長 高木 慶太＞
2.名古屋市挨拶
＜名古屋市健康福祉局高齢福祉部部長 松雄 俊憲＞
3.「平成25年度主治医と介護保険事業者との円滑な連携を進める懇談会」報告
＜名介研幹事・㈲天池ケアサポート 鈴木 弘子＞
4.名古屋市事務連絡
(1)臨時福祉給付金等の支給について
(2)「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」等の一部改正について
5.事務局連絡
1.平成25年度評価事業実施概要について
2.事業者からのご意見、ご要望等について
3.平成26年度評価事業に向けて
1.事務局からの報告
2.平成26年度評価事業に向けて
3.その他
「居宅介護支援事業の業務 －書類・手続きを中心とした業務内容－」
1.開会挨拶・趣旨説明
2.契約・申請業務～利用者との契約から申請代行手続きまで～
＜㈱やさしい手 安藤 美智子＞
3.ケアマネジメント業務
＜（福）名古屋市社会福祉協議会 稲山 さち子＞
56
4.給付管理業務 ～国保連請求等～
＜（福）名古屋市社会福祉協議会 中山 禎子＞
5.福祉用具貸与・福祉用具購入・住宅改修
＜㈱導夢 山田 英樹＞
6.訪問介護
＜㈱エム・ケア介護センター 松井 由美子＞
7.訪問看護
＜(一財)名古屋市療養サービス事業団 塚田 淳子＞
8.成年後見制度と日常生活自立支援事業
＜ＡＰＬＥ㈱ 近藤 芳江＞
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参加人数

393

16

15

105

平成２６年度
内容

日時

場所

第1回
介護支援専門員研修
（新任・現任向け）第2日

平成26年6月19日(木)
10:00～17:00

名古屋市医師会館
６階 講堂

第2回例会

平成26年6月17日(火)
14:00～17:10

伏見ライフプラザ 5階
名古屋市高年大学
鯱城ホール

第1回訪問介護研修

平成26年6月23日(月)
①9:30～12:30
②13：30～16：30

東邦ガス
クッキングサロン今池

第1回通所・入所系研修

平成26年6月27日(金)
14:00～17:30

日本特殊陶業市民会館
第１会議室

名介研例会・研修等開催状況
名古屋市介護サービス事業者連絡研究会活動実績報告
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参加会員数 参加人数
議題
「居宅介護支援事業の業務 －書類・手続きを中心とした業務内容－」
1.通所介護、お泊りデイ
＜㈱導夢 山田 英樹＞
2.通所リハビリテーション、訪問リハビリテーション、ショートステイ
＜(医)生寿会 高野 雅子＞
3.訪問入浴【デモンストレーションあり】
＜㈱ニチイ学館＞
55
102
4.居宅療養管理指導
＜㈲天池ケアサポート 鈴木 弘子＞
5.地域密着型サービス
＜㈱名東介護センター 長濱 恵美＞
6.高齢者の住まい
＜㈱ベネッセスタイルケア 水野 真吾＞
7.その他業務
＜(資)あすわひのき 下鶴 紀之＞
8.地域包括支援センター
＜(一財)名古屋市療養サービス事業団 塚田 淳子＞
1.講演①：「診療報酬改定のポイント」
＜株式会社スズケン 営業企画部マーケティング課 副部長
岡山 幸司＞
2.講演②：「支援者のための成年後見制度活用ハンドブックについて」
＜名古屋市成年後見あんしんセンター
副所長
平坂 義則＞
3.平成25年度決算報告について
＜名介研事務局＞
4. 報告「名古屋市在宅医療・介護連携推進会議について」
＜名古屋市健康福祉局高齢福祉部地域ケア推進課 地域支援係長
榊原 昌志＞
181
364
5.名古屋市からの情報提供
(1)介護福祉士資格取得支援事業の実施申出について
(2)「NAGOYAかいごネット」における介護保険制度に関するお知らせについて
(3)介護保険指定事業者講習会（集団指導）の実施について
(4)処遇改善加算にかかる実績報告について
(5)介護人材確保に関するアンケートについて
6.事務局連絡
「コンビニ調達でひと工夫！素早く簡単！愛情料理！」～ すぐに調達できる食材を活用
した、使えるレシピ ～
＜フードアドバイザー 鈴木 麻那＞
①16
①27
1.調理内容等説明
②11
②26
2.デモンストレーション
3.調理実習
4.試食・サンプル紹介・片付け
5.ショールーム見学
「相談援助技術研修」～生活相談員の現状と役割～
29
39
1.講義とグループワーク「生活相談員の現状と役割」
＜日本福祉大学中央福祉専門学校 校長
長岩 嘉文＞
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平成２６年度
内容
第3回
名古屋市介護サービス事
業者自己評価・ユーザー
評価 専門部会

名古屋市介護職員等キャ
リアアップ研修
テーマ別研Ⅲ（接遇・マ
ナー研修）

日時

場所

平成26年7月4日(金)
14：00～16：00

名介研事務局会議室

平成26年8月7日(木)
10：00-16：30

名介研例会・研修等開催状況
名古屋市介護サービス事業者連絡研究会活動実績報告

名古屋市医師会館
６階 講堂

第2回通所・入所系研修

平成26年8月20日(水)
10:00～16:00

愛知県産業労働センター
ウインクあいち 902

第1回企画運営会議

平成26年8月20日(水)
18:00～19:30

なごや人権啓発センター
ソレイユプラザなごや
研修室

第3回例会（オープン）

平成26年8月22日(金)
14:00～17:30

伏見ライフプラザ 5階
名古屋市高年大学
鯱城ホール

議題
1.平成26年度募集要項について
2.平成26年度評価事業ホームページについて
3.その他
「介護スタッフのための接遇・マナー研修」
＜一般社団法人日本コミュニケーション機構 奥田 みほ＞
1.印象マネイジメント
2.コミュニケーションの原理原則
3.言葉遣い
4.アサーションコミュニケーション
5.振り返り まとめ
認知症ケア基礎研修「認知症ケアに欠かせない基本スキルとは」
～認知症ケアに必要なベースとなるスキルを身につけよう！～
＜認知症介護研究・研修大府センター 研修部・DCM推進室 研修指導主幹 山口 喜樹＞
1.演習「認知症の人のイメージ」、「認知症ケアのイメージ」について
2.講義「認知症バリア」、「捉え方による認知症ケアの変遷①」、「認知症の障害の正し
い理解」、「新しい認知症ケアと今までの認知症ケア」
3.演習「体験世界に飛び込むと」
4.講義「捉え方の変化による、認知症ケアの変遷②」、「認知症の人の言動の背景を探
る」
5.演習「BPSDの起こっている心理的背景を考える」
1.介護予防・日常生活支援総合事業ガイドラインについて
2.グループワーク
3.発表
1.映画「毎日がアルツハイマー」上映会
2.トークセッション
＜医療法人メドック健康クリニック副院長、もの忘れ外来、認知症専門医 阿部祐士＞
＜名古屋市認知症相談支援センター次長（認知症連携担当） 染野徳一＞
＜APLE株式会社 取締役・名介研介護支援専門員研修委員 近藤芳江＞
＜株式会社CCS多美・名介研通所・入所系研修委員 民谷好美＞
＜合資会社リトル・トゥリー 代表社員・名介研訪問介護研修委員 吉橋羅生＞
3.名古屋市による「介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン案」説明
4.名古屋市からの情報提供
(1) 臨時福祉給付金の申請援助について
(2) なごや福祉用具プラザについて
5.事務局連絡
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参加会員数

参加人数

-

16

-

92

37

57

-

20

-

619

平成２６年度
内容

日時

名介研例会・研修等開催状況
名古屋市介護サービス事業者連絡研究会活動実績報告
議題

場所

4/9
参加会員数

参加人数

-

99

-

80

126会
員、非
会員38
事業所

会員257
名、非
会員58
名

5

21

-

107

「精神疾患の基礎的理解」
名古屋市介護職員等キャ
リアアップ研修
テーマ別研修Ⅲ（精神疾
患の基礎的理解）

名古屋市介護職員等キャ
リアアップ研修
テーマ別研修Ⅲ（ケアプ
ラン作成研修）

平成26年8月26日(火)
10：00-16：30

平成26年8月27日(水)
10：00-16：30

名古屋市国際会議場
会議室224

名古屋市国際会議場
会議室224

第4回例会

平成26年9月18日(木)
14:00～17:30

伏見ライフプラザ 5階
名古屋市高年大学
鯱城ホール

第1回訪問入浴サービス研
修

平成26年9月26日(金)
19：00～20：50

名古屋国際センター
５階 第２研修室

名古屋市16区合同事業者
連絡会

平成26年10月14日(火)
14：00～17：30

名古屋市医師会館
６階 講堂

＜医療法人静心会 桶狭間病院 藤田こころケアセンター
医療福祉相談室 課長 精神保健福祉士 池戸 悦子＞
1.講義「精神疾患の基礎的理解」
2.グループワーク
3.意見交換、グループ発表・総評
「ケアプラン作成研修」
＜ケアタウン総合研究所 所長 高室 成幸＞
1.講義～ワンパターンにならない！～「本人らしさ」を活かした実践的ケアプラン作成法
（1）「ケアプラン」の悩み
（2）「本人らしさ」を尊重した「ケアプラン」
1.講演「ひとりで家で死ねますか？」
＜医療法人聖徳会 小笠原内科 日本在宅ホスピス協会会長 小笠原 文雄＞
2.報告「名古屋市認知症ケアパス検討委員会」
＜名古屋市認知症相談支援センター次長（認知症連携担当） 染野 徳一＞
3.平成26年度名古屋市介護サービス事業者自己評価・ユーザー評価事業説明
4.報告「地域ケア会議に関する担当者会」
＜名古屋市健康福祉局高齢福祉部地域ケア推進課 地域支援係長
榊原 昌志＞
5.名古屋市事務連絡
① 平成26年度介護サービス施設・事業所調査について
② 福祉用具等の回収・修理や注意喚起にかかる消費者庁のプレスリリースについて
③ 保健師の活動基盤に関する基礎調査について
④ ぼらチャリRUN2014の開催について
⑤ 第6回名古屋ニコニコランド2014について
6.事務局連絡
「訪問入浴における運営規程について」～ 実地指導における指摘事例等 ～
1.講義「訪問入浴における運営規定について」
＜名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護保険課居宅指導係 係長
宮地 晃浩＞
2.グループワーク
3.発表
4.総括
1.報告「地域ケア会議に関する担当者会」について
2.区の取組み紹介 （各10分）
＜（西）名古屋市西区南部いきいき支援センター センター長 福村 憲明＞
＜（南）南医療生協かなめ病院
事務長 首藤 秀一＞
3.グループワーク
4.発表
5.総括
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平成２６年度
内容

日時

名介研例会・研修等開催状況
名古屋市介護サービス事業者連絡研究会活動実績報告
議題

場所

5/9
参加会員数

参加人数

「口腔ケア研修」
＜藤田保健衛生大学医学部 麻酔・侵襲制御医学講座講師、
歯科医師 医学博士
下村 泰代＞

名古屋市介護職員等キャ
リアアップ研修
テーマ別研修Ⅲ（口腔ケ
ア研修）

平成26年10月16日(木)
10:00-16:30

愛知県産業労働センター
ウインクあいち 1101

第5回例会

平成26年10月23日(木)
14:00～17:00

伏見ライフプラザ 5階
名古屋市高年大学
鯱城ホール

名古屋市介護職員等キャ
リアアップ研修
スキルアップ研修Ⅲ
（サービス提供責任者業
務の基礎的理解）

平成26年10月24日(金)
13:00～17:00

社会福祉研修センター
研修室

名古屋市介護職員等キャ
リアアップ研修
テーマ別研Ⅲ（接遇・マ
ナー研修）

平成26年11月7日(木)
10：00-16：30

愛知県産業労働センター
ウインクあいち 1002

1.口腔ケア講義
2.口腔ケア実習
3.高齢者の口腔ケア
4.高齢者・要介護者の口腔ケア実習
5.災害時の口腔ケア
1.講演：「名古屋市における介護予防生活支援サービス事業（案）について」
＜名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護保険課＞
2.報告「平成26年度名古屋市16区合同事業者連絡会について」
3. 名古屋市事務連絡
(1)消防法の改正について
182
(2)ねたきり・認知症の高齢者に対する障害者控除について
(3)介護予防事業における栄養改善研修会の開催について
(4)高齢者向け情報誌「歩っとふる」の発行について
(5)家族介護教室について
4. 事務局連絡
第1部「運営基準概要－訪問介護における注意点－」
＜名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護保険課＞
第2部「サービス提供責任者の業務とは」
＜名介研 訪問介護研修委員会＞
(1)サービス提供の流れ
(2)グループワーク
(3)まとめ
「介護スタッフのための接遇・マナー研修」
＜一般社団法人日本コミュニケーション機構 奥田 みほ＞
1.プレゼンスマネジメント
第一印象の大切さ
2.マナーと言葉遣い
3.声の表現力
4.傾聴
5.アサーション
6.まとめ
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86

426

52

84

平成２６年度
内容

名古屋市介護職員等キャ
リアアップ研修
テーマ別研修Ⅱ（ターミ
ナルケア研修）

名古屋市介護職員等キャ
リアアップ研修
テーマ別研修Ⅲ（精神疾
患の基礎的理解）

第3回通所・入所系研修

第4回通所・入所系研修

第2回企画運営会議

名介研例会・研修等開催状況
名古屋市介護サービス事業者連絡研究会活動実績報告

議題
「その人らしい最期を生きぬくためのターミナルケア」
＜愛知医科大学 看護学部 准教授 佐々木 裕子＞
＜特定非営利活動法人 介護研究会 笑 代表理事
黒田 敬＞
1.生きること死ぬことを考える
2.ケアに必要なこと①
平成26年11月12日(水)
愛鉄連厚生年金基金会館 3.ホームヘルプ実践の中でターミナルケアとして考えること・大切にしてきたこと
10：00-16：30
４階大会議室
4.死のシミュレーション
5.グループワーク ～課題共有～
6.ケアに必要なこと②
7.ターミナルケアに必要なこと
(1)明日から取り組めること
(2)将来に向けて取り組み始めること
「精神疾患の基礎的理解」
＜医療法人静心会 桶狭間病院 藤田こころケアセンター
平成26年11月14日(金)
医療福祉相談室
髙山 延晃＞
名古屋市総合社会福祉会館
10：00-16：30
大会議室
1.講義「精神疾患の基礎的理解」
2.グループワーク
3.発表、フィードバック、総評
「感染症研修」
1.講義「高齢者施設・在宅で注意すべき感染症とその対策」
平成26年11月27日(木)
名古屋市医師会館
＜名古屋大学大学院医学系研究科 臨床感染統御学
13:30～16:45
６階 講堂
生体管理医学講座
教授
八木 哲也＞
2.グループワーク
3.総括
「転倒および転落のリスクマネジメント研修」
＜公益社団法人愛知県理学療法士会 代表理事
鳥山 喜之＞
1.講義「入所・通所施設での転倒・転落予防」
平成26年12月4日(木)
パラマウントベッド株式会社
名古屋支店 6階 604会議室 2.転倒・転落を予防する福祉用具の活用
14:00～17:30
3.グループワーク「転倒・転落を予防するためのKYT」
4.発表・総括
「介護人材確保の具体的な方策について」
1.名古屋市からの説明
平成26年12月17日(水)
老人保健施設 瑞穂
18:00～19:30
2.グループワーク
3.発表
日時

場所
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6/9
参加会員数

参加人数

-

119

-

101

39

63

28

49

-

24

平成２６年度
内容

第6回例会

名古屋市介護職員等キャ
リアアップ研修
テーマ別研修Ⅲ（精神疾
患の基礎的理解）

名古屋市介護職員等キャ
リアアップ研修
テーマ別研修Ⅲ（ケアプ
ラン作成研修）

名古屋市介護職員等キャ
リアアップ研修
スキルアップ研修Ⅲ
（サービス提供責任者業
務の基礎的理解）

名古屋市介護職員等キャ
リアアップ研修
テーマ別研修Ⅲ（口腔ケ
ア研修）

名介研例会・研修等開催状況
名古屋市介護サービス事業者連絡研究会活動実績報告
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参加会員数 参加人数
議題
1.講演：「新しい総合事業における国のガイドラインと名古屋市の検討状況について2」
＜名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護保険課＞
2.名古屋市事務連絡
(1)「はつらつ長寿プランなごや2015」（案）の概要とパブリックコメントの募集につ
伏見ライフプラザ 5階
平成26年12月18日(木)
名古屋市高年大学
155
384
いて
14:00～17：00
鯱城ホール
(2)高齢者向け情報誌「歩っとふる」の配布について
(3)第9回介護予防における口腔機能向上研修会「健康長寿と口の健康」の開催について
(4)社会貢献文化促進イベントぼらチャリvol.3について
3.事務局連絡
「精神疾患の基礎的理解」
＜医療法人静心会 桶狭間病院 藤田こころケアセンター
平成27年1月16日(金)
医療福祉相談室 主任
玉腰 聡樹＞
名古屋市国際会議場
10：00-16：30
97
会議室224
1.講義「精神疾患の基礎的理解」
2.グループワーク
3.発表、フィードバック、総評
「ケアプラン作成研修」
＜ケアタウン総合研究所 所長 高室 成幸＞
平成27年1月20日(火)
名古屋市医師会館
1.講義～ワンパターンにならない！～「本人らしさ」を活かした実践的ケアプラン作成法
10：00-16：30
79
６階 講堂
（1）「ケアプラン」の悩み
（2）「本人らしさ」を尊重した「ケアプラン」
第1部「運営基準概要－訪問介護における注意点－」
＜名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護保険課＞
第2部「サービス提供責任者の業務とは」
平成27年1月23日(金) 名古屋市高齢者就業支援セ
55
＜名介研 訪問介護研修委員会＞
13:00～17:00
ンター 大会議室
(1)サービス提供の流れ
(2)グループワーク
(3)まとめ
「口腔ケア研修」
＜藤田保健衛生大学医学部 麻酔・侵襲制御医学講座講師、
歯科医師 医学博士
下村 泰代＞
平成27年1月27日(火) 名古屋市高齢者就業支援セ 1.口腔ケア講義
72
10:00-16:30
ンター 大会議室
2.口腔ケア実習
3.高齢者の口腔ケア
4.高齢者・要介護者の口腔ケア実習
5.災害時の口腔ケア

日時

場所
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平成２６年度
内容

日時

場所

第7回例会

平成27年2月12日(木)
14:00～17:30

伏見ライフプラザ 5階
名古屋市高年大学
鯱城ホール

第2回介護支援専門員研修

平成27年2月17日(火)
13:30～17:30

名古屋市医師会館
６階 講堂

【拡大開催】第1回施設
サービス事業部会（愛知
県医療ソーシャルワー
カー協会との共催）

平成27年2月19日(木)
14:00～17:30

名古屋市医師会館
６階 講堂

名介研例会・研修等開催状況
名古屋市介護サービス事業者連絡研究会活動実績報告
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参加会員数
議題
1.講演「平成27年度介護保険制度改正・介護報酬改定について」
＜厚生労働省老健局振興課 課長補佐 蛭田 俊明＞
2.「名古屋市在宅医療・介護連携推進事業」現状報告
＜名古屋市医師会理事 真野 寿雄＞
3.「主治医と介護保険事業者との円滑な連携を進める懇談会」報告
4.平成26年度企画運営会議の取り組み報告
5.災害対策部会からの情報提供
247
6.名古屋市介護サービス事業者連絡研究会 平成27年度事業計画案説明
7.名古屋市からの情報提供
① 平成２７年度地域包括ケアシステム・介護保険制度改正主な施策について
② 名古屋市特別養護老人ホーム入所指針について
③ 介護保険指定事業者講習会（集団指導）の実施について
④ 福祉用具専門相談員の資格要件について
8.事務局連絡
「医療的視点からのケアマネジメント」
1.講義「人工透析について」
＜医療法人生寿会 かわな病院 副院長 石田 治、ＭＳＷ 岩田 基志＞
2.デモンストレーション：退院に向けての話し合い
39
3.振り返り
4.グループワーク
5.発表
6.質疑応答
7.総括
「医療と介護をむすぶ地域連携～法改正を踏まえて～」
1.情報提供1「地域包括ケア病棟の現状と在宅医療連携拠点推進事業について」
＜医療法人生寿会 かわな病院 守口 由紀＞
＜医療法人生寿会 かわな居宅介護支援事業所 管理者
高野 雅子＞
2.情報提供2「（仮）平成27年度介護保険制度改正に係る名古屋市の対応について」
＜名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護保険課＞ 57
3.情報提供3「特別養護老人ホームの重点化に向けた現状と今後の課題について」
＜社会福祉法人愛知育児院 特別養護老人ホーム南山の郷 施設長
古川 忠利＞
4.グループディスカッション
5.発表
6.総括
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参加人数

662

62

名介研
会員110
名、MSW
協会会
員37名

平成２６年度
内容

日時

第2回訪問入浴サービス研
修

平成27年2月20日(金)
19：00～22：45

名古屋市介護職員等キャ
リアアップ研修
テーマ別研修Ⅱ（ターミ
ナルケア研修）

平成27年2月25日(水)
10：00-16：30

第2回施設サービス事業部
会

平成27年3月19日(木)
19：00-20：00

第8回例会

平成27年3月27日(金)
14:00～17:00

第1回
名古屋市介護サービス事
業者自己評価・ユーザー
評価 検討委員会

平成27年3月31日(火)
14:00～16:00

名介研例会・研修等開催状況
名古屋市介護サービス事業者連絡研究会活動実績報告
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参加会員数
議題
「訪問入浴サービスにおける接遇・マナー研修」～利用者のハートをつかむヒント～
1.講義「訪問入浴サービスにおける接遇・マナー研修」
＜合資会社あすわひのき あすわひのきケアプランセンター 管理者 下鶴 紀之＞
タキビル４階 第２会議室
6
2.情報交換会
3.発表
4.総括
「その人らしい最期を生きぬくためのターミナルケア」
＜愛知医科大学 看護学部 准教授 佐々木 裕子＞
＜特定非営利活動法人 介護研究会 笑 代表理事
黒田 敬＞
1.生きること死ぬことを考える
2.ケアに必要なこと①
愛鉄連厚生年金基金会館 3.ホームヘルプ実践の中でターミナルケアとして考えること・大切にしてきたこと
４階大会議室
4.死のシミュレーション
5.グループワーク ～課題共有～
6.ケアに必要なこと②
7.ターミナルケアに必要なこと
(1)明日から取り組めること
(2)将来に向けて取り組み始めること
「通所サービス 意見交換＆懇親会」～平成２７年度介護保険制度改正に向けて～
1.介護保険制度改正の概要について
世界の山ちゃん本丸ホール
21
(1)通所介護
４階 セミナールーム
(2)通所リハビリテーション
2.グループディスカッション
1.講演「制度改正及び報酬改定（Q&A）について」
＜名古屋市＞
2.平成27年度名介研事業計画案及び会則案説明
名古屋市中小企業振興会館
3.平成27年度名介研予算案説明
吹上ホール ７階
193
4.組織再編と委員募集について
メインホール
5.名古屋市からの情報提供
6.事務局連絡
1.平成26年度評価事業実施概要について
(1) 評価事業の実施概要まとめ
(2) 平成26年度評価事業決算見込み
2.平成26年度評価事業変更点について
名介研事務局会議室
(1) Webでの実施
3.事業者からのご意見・ご要望について
4.平成27年度ユーザー評価事業実施に向けての改善案について
5.その他事項

場所
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参加人数

会員27
名、非
会員4名

113

41

384

8

