
 

 

公益社団法人新潟県介護福祉士会 

平成２７年度 事業活動報告書 

 

平成２７年度 事業活動総括 

 

少子・高齢化の急速な進展や核家族化、経済情勢の変化、雇用環境などにより、経済的困窮者

や社会的孤立、虐待など様々な福祉課題が顕在化しています。 

このような中、３月３１日に通常国会に提出されていました社会福祉士法等の一部を改正する

法律案が衆議院本会議において可決されました。これにより、介護福祉士養成施設卒業者に、平

成２９年度試験（第３０回試験）から国家試験の受験資格が付与され、平成３４年度試験（第３

５回試験）から受験が義務付けられることになります。 

前述のとおり介護福祉士は、質の向上が一層求められていますが、一方では、介護労働に対す

る評価は十分とはいえず、介護現場における人材不足が大きな課題となっています。 

 そのため、本会としては福祉・介護人材の雇用促進を図るために、新潟県の受託事業として潜

在有資格者等養成支援事業を、都市部を中心に実施しました。内容は、従来の３日間のコースに

加えて１日の短期コースを設けて実施し、職場復帰に向けて現場実習を取り入れた、より実践的

な内容で取り組みました。また、新潟県立テクノスクールから受託の初任者研修は、２コース実

施しました。更に介護人材の養成体系の変更に伴い、介護福祉士実務者研修（通信課程）を開講

しました。 

 加えて、介護従事者のキャリアアップの支援のため、新潟県からの受託事業であるキャリア形

成訪問指導事業も引き続き実施し、県内１２９事業所に会員講師を派遣し、介護福祉士会ならで

はの研修会を行いました。今後も、新しいカリキュラムを加え実施してまいります。 

さて、専門分野に関する研修事業としては、日本介護福祉士会生涯学習プログラムに従い、介

護福祉士初任者研修、現任研修、介護福祉士養成施設実習指導者研修会、介護職員が在宅サービ

ス利用者に適切な医療的ケアが提供されるように喀痰吸引等研修（第３号研修）を新潟県看護協

会の協力を得て実施しました。また、専門委員会の組織体制の見直しを行い、生涯研修委員会か

ら生涯教育委員会へと名称を変更して活動していきます。 

調査・評価事業としては、「福祉サービス第三者評価事業」・「地域密着型サービス外部評価事

業」を評価機関として継続実施しました。また、評価調査員としてのスキルアップを図るための

継続研修も実施しました。 

社会的活動としては、１１月に社会全体で「介護」という仕事に大きな関心と理解を深めるた

め、新潟県及び新潟県社会福祉協議会、日本介護福祉士養成施設協会関東信越ブロック新潟県部

会と共催で「介護の日 県民のつどい」を朱鷺メッセで開催し、県民アンケート調査や高齢者疑

似体験、フットケア等を始め、幅広く介護の知識や技術の啓発活動を行いました。  

行政機関への働きかけとしては、新潟県社会福祉協議会の協力を得て、新潟県知事と面会し社

会福祉施策の意見交換及び予算、福祉人材育成について新潟県介護支援専門員協会と共同要望を

行いました。 



 

 

調査・研究事業については、各ブロックで介護実践報告会を行い、成果として関東・甲信越ブ

ロック研修会において発表し、助言者の先生より高い評価を頂きました。 

以上、事業総括をいたしましたが、介護サービスの充実のためにも、これらの課題を着実に解

決し、生涯にわたって目標とやりがいが持てるよう「介護福祉士」を魅力ある職業として確立す

るために、職能団体が中心となって取り組んでいくことが大切です。今後とも、皆さんのご協力

をよろしくお願いいたします。 

 

公益社団法人新潟県介護福祉士会 

会 長  宮 崎 則 男 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ⅰ 法人の概況 

１ 設立年月日   公益社団法人  平成２５年 ４月 １日（公益社団移行日） 

社団法人    平成１７年１０月１４日（法人設立登記日） 

任意団体    平成 ５年１１月２０日設立 

 

２ 定款に定める目的 

本会は介護福祉士の職能団体として、介護福祉士の向上のための事業を展開することによ

って、県民に対し介護に関する理解と知識の普及を図り、また、要介護者・その家族・地域

等を支援するとともに、介護福祉士の専門性の確立を目指し、もって福祉の増進に寄与する

ことを目的とする。 

 

３ 定款に定める事業内容 

（１） 介護福祉の向上のための調査・研究事業 

（２） 介護福祉に関わる情報を県民に提供するための事業 

（３） 介護従事者等のための相談及び研修等事業 

（４） 介護保険制度をより充実させるための事業 

（５） 介護福祉の援助を必要とする新潟県民の生活と権利擁護に関する制度をより充実させる

ための事業 

（６） 介護福祉士としての専門性を確立させるための事業 

（７） 介護福祉活動をとおして社会に貢献するための事業 

（８） その他公益目的を達成するために必要な事業 

 

４ 所轄官庁に関する事項 

新潟県福祉保健部福祉保健課地域福祉係 

 

５ 会員の状況（平成２８年３月末日現在） 

区 分 当期末数 前期末数 前期末比増減 

継続会員 １，５４８名 １，５６３名 -１５ 

新入会員 ８９名   １０９名 -２０ 

合  計 １，６３７名 １，６７２名 -３５ 

賛助会員 １２名 １０名 ＋２ 

 

６ 主たる事務所の状況 

   〒９５０－０９９４ 新潟県新潟市中央区上所２丁目２番２号 新潟ユニゾンプラザ３階 

TEL ０２５－２８１－５５３１  FAX ０２５－２８１－７７１０ 

HP http://www.kaigo-niigata.or.jp MAIL kaigo@sage.ocn.ne.jp 

  

http://www.kaigo-niigata.or.jp/
mailto:kaigo@sage.ocn.ne.jp


 

 

７ 役員等に関する事項（下記参照 平成２８年３月末日現在 内・外役員 50字音順） 

理事氏名 現職等 

市井 栄吉 新潟県老人福祉施設協議会 会長 

片桐 宣嗣 新潟県手をつなぐ育成会 理事長 

川﨑 悌吉 新潟県老人クラブ連合会 会長 

柴田 光榮 ㈱モアクリエイション 代表取締役 

等々力 務 認知症の人と家族の会新潟県支部 副代表 

富田 紘子 新潟県栄養士会 顧問 

遁所 直樹 社会福祉法人自立生活福祉会 理事 

中川 泉 ＮＰＯ法人ナースネット上越 理事 

星井 勝博 新潟県社会福祉士会 会長 

吉沢 浩志 新潟県医師会 副会長 

大越 幸栄 新潟県介護福祉士会 上越ブロック長 

大塚 トシ子 新潟県介護福祉士会 副会長 

菊池 美恵子 新潟県介護福祉士会 佐渡ブロック長 

倉茂 浩司 新潟県介護福祉士会 副会長 

関 好子 新潟県介護福祉士会 中越ブロック 

田辺 妙子 新潟県介護福祉士会 下越ブロック長 

中村 和弘 新潟県介護福祉士会 副会長 

西本 円 新潟県介護福祉士会 副会長 

宮崎 則男 新潟県介護福祉士会 会長 

吉田 サチ子 新潟県介護福祉士会 中越ブロック長 

監事氏名 現職等 

小川  健 税理士法人 小川会計 代表社員・税理士 

荒川 正直 新潟県介護福祉士会 監事 

 

８ 職員に関する事項（平成２８年３月末日現在） 

区  分 性  別 勤続年数 

常勤職員 男性  ４年７ヶ月 

常勤職員 男性  ４年３ヶ月 

非常勤職員（パート５時間） 女性 ２年 

  

 

 

 

 



 

 

Ⅱ事業の状況 

１ 事業の実施状況 

 

公益目的事業執行状況 

ア 介護福祉の向上のための調査研究事業 

 介護職員の日頃の実践報告、研究課題等をもとに介護福祉サービスの質の向上を目指すために

実施した。本年は６月の定時総会時に実践報告会として新潟市で開催した。また１０月１０日に

は、日本介護福祉士会関東・甲信越ブロックの中で開催するブロック研修会が長野県軽井沢市で

開催され、本会会員が事例発表を行った。 

 

○実践報告会 

  ①期  日 平成２７年６月７日（土）１４：４５～１６：４５ 

   ②会  場 新潟ユニゾンプラザ大研修室 

   ③内  容 定時総会後に４事例の研究テーマの実践報告会を開催。講評者として日本介

護福祉士会副会長内田千恵子先生をお招きして講評をいただいた。 

   ④参加者  ７９名（会員７２：非会員７） 

＜各ブロックにて＞ 

  上越地区 平成２７年１１月２８日（土）１０：００～１２：００ 

        上越市福祉交流プラザ  発表者２名 

  中越地区 平成２７年１１月２８日（土）１３：３０～１５：００ 

        長岡市中之島文化センター 発表者２名 

  下越地区 平成２７年１１月２１日（土）１７：００～１８：３０ 

        新潟ユニゾンプラザ 発表者２名 

  佐渡地区 平成２７年１１月２７日（金）１９：００～２０：３０ 

        佐渡市トキのむら元気館 発表者４名 

 

○第２２回（公社）日本介護福祉士会関東・甲信越ブロック研修会 

  ①期  日 平成２７年１０月１０日（土） 

   ②会  場 長野県軽井沢市 軽井沢プリンスホテル 

   ③内  容 関東甲信越１０都県より「専門職 介護福祉士の役割」を基本テーマに３つ

の分科会（施設介護における役割・在宅介護における役割・人材育成・教育

における役割）研修会が開催され、当会よりは事例発表者として、上越ブロ

ック会員宮越由佳理が発表した。 

④参加者  ２３名（会員・非会員合計） 

 

イ 介護福祉に関る情報を県民に提供する為の事業 

広報誌「かけはし」の内容を、広報委員会を中心で検討し、より多様な情報提供と興味・関心



 

 

の持てる内容へと工夫を取り入れ作成配布した。ホームページも随時更新し、当会の事業活動の

案内を２４時間発信した。 

 

○ 高齢者疑似体験インストラクター派遣 

   ①期  日 平成２７年７月６日（月）１０：３５~１２：１０ 

   ②会  場 阿賀野市立山手小学校（車いす体験、高齢者疑似体験） 

③参加者  小学生１５名 会員講師１名 

 

   ①期  日 平成２７年７月２日（木）１３：３０~１６：００ 

   ②会  場 新潟大学歯学部口腔生命福祉学科（高齢者疑似体験・介護体験学習） 

         新潟ユニゾンプラザ（介護実習室） 

③参加者  大学生２２名 会員講師２名 

 

   ①期  日 平成２７年９月１日（火）１０：３０~１２：００ 

   ②会  場 巻老人福祉協会 白寿荘西 「家族介護者教室」 

         「高齢者疑似体験」～気持ちが分れば介護が変わる 

③参加者  ２５名 会員講師２名 

 

○ 広報誌「かけはし等」の作成発行 

   ①期  日 １回目 平成２７年４月１日 

２回目 平成２８年１月４日 

   ②内  容 介護をテーマにした情報提供や会員相互の交流、研修の案内に関すること 

③対  象 正会員、賛助会員及び介護施設 ３，５００部 

 

○ ホームページによる広報活動 

①公開期間 ２４時間対応 

②内  容 通年公開し、今後も多様な事業案内や報告、会員相互の交流の場としての情

報発信源となることを目指した。また、各種新規情報の掲載における更新作

業は広報担当者と随時、協議連絡し実施した。 

 

○ 公開講演会による介護福祉啓発活動 

   ①時  期 平成２７年６月７日（土）１３：００~１４：３０ 

   ②場  所 新潟ユニゾンプラザ大研修室 

   ③講  師 日本介護福祉士会副会長 内田千恵子  

   ④講演内容 「介護保険制度改正と介護福祉士の行方」 

   ⑤参加人数 ７９名（会員７２：非会員７） 

 



 

 

ウ 介護従事者等のための相談及び研修事業 

介護福祉士や介護職を目指す後継者の育成及び県民への幅広い啓発活動を目的として、国家試

験対策の試験準備講習会、筆記模擬試験等を実施した。さらには、平成２８年度から介護福祉士

国家試験受験者には取得が必須となった「介護福祉士実務者研修」も新潟県より指定を取得し実

施した。また、各種関係機関が主催する講座等に対する講師派遣や若年層等を対象とした福祉事

業所への就職支援及び雇用促進のための介護職員養成講座等の実施、加えて、潜在的有資格者等

への支援事業及び昨年も好評であったキャリア形成訪問指導事業も実施した。 

    

○ 介護福祉士国家試験対策 試験準備講習会 

   ①時  期 平成２７年８月２日から１１月１日の５日間 

   ②場  所 新潟ユニゾンプラザ４階 小研修室２ 

   ③内  容 介護福祉士の国家試験（筆記試験）対策としての講習会 

   ④参加者  ２７名 

 

○ 介護福祉士国家試験対策 全国一斉筆記模擬試験 

   ①時  期 平成２７年１２月６日（日） 

   ②場  所 新潟市朱鷺メッセ 

   ③内  容 介護福祉士の国家試験対策模擬試験 

   ④参加者  １１０名 

 

○ 介護福祉士国家試験対策 弱点克服セミナー 

   ①時  期 平成２７年１２月２３日（祭日） 

   ②場  所 新潟ユニゾンプラザ  

   ③講  師 新潟医療福祉大学  教授 松山茂樹 先生 

   ④内  容 介護福祉士の国家試験対策講義 

   ⑤参加者  ３０名 

 

○ 介護福祉士国家試験対策（実技試験）介護実技セミナー 

   ①時  期 平成２７年１２月２０日（日） 

   ②場  所 上越テクノスクール（上越） 

         長岡こども福祉カレッジ（中越） 

         新潟ユニゾンプラザ（下越） 

   ③内  容 介護福祉士の国家試験（実技試験）対策としての実技セミナー 

   ④参加者  各地区合計 １９名 

 

○ 介護福祉士国家試験対策実技模擬試験 

   ①時  期 平成２８年２月７日（日） 



 

 

   ②場  所 上越テクノスクール（上越） 

         長岡こども福祉カレッジ（中越） 

         新潟ユニゾンプラザ（下越） 

   ③内  容 介護福祉士の国家試験（実技試験）対策としての実技模擬試験を県内４会場

にて同日開催 

   ④参加者  各地区合計 ２６名 

 

○ 介護福祉士実務者研修 通信課程 

平成２８年度から介護福祉士国家試験を受験するためには、３年の実務経験の他、「介護福

祉士実務者研修」が必須要件となった。当会は通信課程を設定し実施した。 

   ①時  期 平成２８年３月１日 開講（スクーリング７日間実施初日） 

   ②場  所 新潟ユニゾンプラザ小研修室３ 

   ③内  容 介護福祉士国家試験受験資格必須の研修プログラム内容であり、自宅学習、

スクーリング等 

   ④参加者  非会員 ２４名 

 

○ 福祉用具専門相談員講習会 

   ①時  期 平成２８年２月６日から２月２１日（計７日間実施） 

   ②場  所 新潟ユニゾンプラザ小研修室３、介護実習室 

   ③内  容 法律において定められた科目及び実技講習福祉用具の専門的知識を身に付

け、的確なアドバイスができる福祉用具専門相談員資格取得の養成講座を実

施した。 

   ④参加者  非会員 ３３名 

 

○ 他団体及び学校事業における介護職員初任者研修事業等への講師派遣 

   ①派遣先機関  

「新潟県シルバー人材連合会」 

・介護補助員研修等  

上越市会場、糸魚川市会場、柏崎市会場、南魚沼市会場、魚沼市会場、十日町市会

場、村上市会場、阿賀野市会場、阿賀町会場、新潟市会場、長岡市会場、見附市会

場、三条市会場、新発田市会場、佐渡市会場 

「新潟調理師専門学校」 

 介護職員初任者研修１コース、介護食士講座、認知症サポーター養成講座 

    「新潟県社会福祉協議会」 

      高齢者大学、県民介護、福祉職場説明相談会、はじめよう！福祉の仕事～マンパワ

ー講習会 

    「新潟市地域包括支援センター」 



 

 

      家族介護者教室 （体にやさしい移動介助） 

    「日本こども福祉専門学校」 

      介護における職能団体の活動の実際 

    「新潟大学教育学部」 

      福祉施設等における介護体験について 

    「新潟大学工学部」 

      老化と高齢者介護について 

    「新潟大学歯学部」 

      口腔生命福祉学科の介護体験学習について 

    「加茂市社会福祉協議会」 

      中学生サマースクール及び障がい者サポーター講座 

    「新潟県ホームヘルパー協議会」 

      介護技術研修（体位交換・体位保持について） 

    「県立新潟テクノスクール」 

      介護職員のための腰痛予防について 

    

○ キャリア形成訪問指導事業 

   ①時  期 平成２７年６月から平成２８年２月 

   ②場  所 県内各地（派遣要請事業所にて実施） 

   ③内  容 介護技術等における各種講師派遣と介護職員の資質向上に向けた研修カリ

キュラムの提案 

   ④訪問数  １２９事業所 

 

○ 福祉事業所への就職支援及び雇用促進のための介護職員養成受託事業 

   ①時  期 第１回 平成２７年６月２４日～９月１８日 

         第２回 平成２７年１０月２８日～１月２７日 

   ②会  場 特別養護老人ホームこうめの里、新潟ユニゾンプラザ 

   ③内  容 新潟県立テクノスクールによる若年層等を対象とした福祉事業所への就職

支援及び雇用促進に向けた介護職員養成受託訓練事業 

④受講者  第１回１２名  第２回１５名 

 

○ 潜在的有資格者介護職員再就業支援事業 

（１）コース１ 介護職員復職支援コース（３日間コース） 

介護職の資格を取得した方、介護職に過去に従事していたが、退職して暫く介護現場よ

り離れている方を対象に、最新の介護技術等の実践指導を実施することで、介護職復帰に

向けての支援を行う研修である。 

佐渡会場 



 

 

    ①開催日  平成２７年９月３日、４日 

    ②会 場  トキのむら元気館 

    ③参加者  合計１名 

   下越会場 

    ①開催日  平成２７年１１月５日、６日 

    ②会 場  新潟ユニゾンプラザ 

    ③参加者  合計２名 

 

コース２ 介護職員復職支援コース（１日間コース） 

直接実習先の施設において、午前中はスクーリングと介護技術を受講し、午後からは

施設実習を行う１日だけの体験コースである。 

上越会場  

    ①開催日  平成２７年８月２６日、１０月２８日、１２月２２日 

    ②会 場  ふれあいの杜 上越 

    ③参加者  合計３名 

下越会場 ① 

    ①開催日  平成２７年９月２９日、１１月２４日 

    ②会 場  特別養護老人ホームこうめの里 

    ③参加者  合計４名 

下越会場 ② 

    ①開催日  平成２７年８月３日、１０月５日、１２月７日 

    ②会 場  あかりデイサービス 

    ③参加者  合計４名 

下越会場 ③ 

    ①開催日  平成２７年８月２０日、１０月２２日 

    ②会 場  ふれあいの杜 

    ③参加者  合計４名 

 

（２）コース３ 介護職員現場体験選択コース 

介護職の資格を取得した方、介護職に過去に従事していたが、退職して暫く介護現場

より離れている方を対象に、現在の介護サービス体系を紹介し、どのようなサービス

が受講者自身に合っているかを経験してもらい、実際に直接実習先の施設において、

１日だけの施設実習を体験するコースである。 

上越会場   

    ①開催日  平成２７年１０月１７日 

    ②会 場  上越保健医療福祉専門学校 

    ③参加者  １名 



 

 

中越会場   

    ①開催日  平成２７年７月１３日 

    ②会 場  長岡介護福祉専門学校あゆみ 

    ③参加者  １名 

下越会場 

    ①開催日  平成２７年７月２７日、１０月２０日 

    ②会 場  特別養護老人ホームこうめの里 

    ③参加者  合計４名 

  

（３）コース４ 介護職員介護技術選択コース 

介護職の資格を取得した方、介護職に過去に従事していたが、退職して暫く介護現場

より離れている方を対象に、最新の介護技術の基本を確認していただき、介護現場復

職への動機付けとなるような実技マスターコースである。移動・移乗・食事・排泄・

入浴・睡眠等の各場面における実技実習を行う。 

下越会場   

    ①開催日  平成２７年９月２８日、２９日、３０日 

    ②会 場  新潟ユニゾンプラザ 

    ③参加者  合計９名 

 

エ 介護保険制度等をより充実させるための事業 

県内の介護サービス事業所の質の向上を図ることを目的として、高齢者施設・障がい者施設、

地域密着型サービス事業所の依頼により実施調査を行う福祉サービス第三者評価及び地域密着

サービス外部評価を実施した。 

○ 「福祉サービス第三者評価」指定評価機関事業 

   ①受審件数 ２件 

   ②受審種別 特別養護老人ホーム１件、訪問介護１件 

  第１回評価調査者内部研修 

   ①開催日 平成２７年７月５日 

   ②会 場 新潟ユニゾンプラザ 小研修室３ 

   ③参加数 １６名 

   ④内 容 訪問調査時における手順、確認事項について 

  第２回評価調査者内部研修 

   ①開催日  平成２７年９月６日 

   ②会 場  新潟ユニゾンプラザ 小研修室４ 

   ③参加数  １０名 

   ④内 容 訪問調査時における手順、確認事項について 

 



 

 

  新潟県主催評価調査者フォローアップ研修 

   ①開催日 平成２７年１１月５日と１１月１１日 

   ②会 場 自治会館 

   ③参加数 １６名 

   ④内 容 訪問調査時における手順、確認事項について 

 

○ 「地域密着型サービス外部評価」指定評価機関事業 

   ①受審件数 ３０件（実施済） 

   ②受審種別 グループホーム３０件 評価確定 ２８件 

評価調査者フォローアップ研修 

   ①開催日 平成２８年３月２４日 

   ②会 場 新潟ユニゾンプラザ  

   ③参加数 １２名 

   ④内 容 認知症サポートセンター講師を招いての講義演習 

 

   

オ 介護福祉の援助を必要とする県民の生活と権利擁護に関する制度を充実させるため

の事業 

県民の権利擁護に関する制度を充実させることを目的として、新潟県社会福祉協議会等の行政

機関・福祉団体が開催する協議会、委員会等への委員を派遣した。 

 １新潟県関係 

  ○介護人材確保対策会議 

  ○福祉サービス第三者評価推進委員会 

  ○福祉サービス第三者評価機関意見交換会 

  ○福祉サービス第三者評価機関事業者説明会 

 

 ２新潟市関係 

  ○新潟市日常生活自立支援事業連絡会議 

  ○新潟市障がい程度区分認定等審査委員推薦 

  ○新潟市在宅医療・介護連携推進協議会 

 

 ３新潟県社会福祉協議会関係 

  ○評議員会 

  ○福祉団体等懇談会 

  ○介護福祉士等修学資金貸付審査等運営委員会 

○新潟県福祉人材センター運営委員会 

  ○平成２７年度社会福祉関係知事要望活動 



 

 

  ○県担当課長と福祉団体との意見交換会 

  ○福祉団体とマスコミ懇談会 

  ○介護支援専門員実務研修指導者連絡会 

  ○新潟県民福祉大会 

  ○災害福祉広域支援ネットワーク構築検討会議 

  ○新潟ユニゾンプラザ入居者団体連絡会 

  ○新潟ユニゾンプラザ消防訓練合同会議 

 

 ４新潟市社会福祉協議会関係 

  ○評議員会 

 

５その他県内団体関係 

  ○新潟県医師会医療推進協議会 

  ○新潟県医師会定例総会 

  ○新潟県栄養士会食生活学会 

  ○新潟県老人福祉施設協議会 理事会、総会 

  ○新潟県社会福祉士会 理事会、総会 

  ○新潟県介護支援専門員協会 理事会 

  ○新潟県老人福祉施設研究大会 

○新潟県肢体不自由児協会評議員会 

  ○介護労働安定センター 新潟県介護労働懇談会、啓発実践推進委員会 

  ○ＪＡバンク新潟県信連創立５０周年記念ホームヘルパー支援基金運営委員会 

 

カ 介護福祉士等の専門性を確立させるための事業 

 介護職員等の専門性の向上、後継者の育成、介護福祉人材のスキルアップを目的として、介護

福祉士生涯学習研修の実施、喀痰吸引等研修（第３号研修）の実施、その他スキルアップのため

の多様の研修を実施した。 

 

○ 介護福祉士初任者研修 

  日本介護福祉士会規定に基づき、定められたカリキュラムでの研修を実施 

   ①時  期 平成２７年７月４日（土）、８月１日（土）、９月６日（日） 

   ②場  所 新潟ユニゾンプラザ 小研修室２ 

   ③内  容 日本介護福祉士会規定カリキュラムに沿って実施 

   ④受講者数 ２２名（会員１０：非会員１２） 

 

○ 介護福祉士現任研修 

（１）介護職員におけるメンタルヘルスとは 



 

 

  ①時  期 平成２７年５月１５日（金） 

  ②場  所 新潟ユニゾンプラザ 大研修室 

  ③講  師 新潟医療福祉大学 社会福祉学科 教授 伊東 正裕 先生 

  ④内  容 介護現場で必要とされるメンタルヘルスとは何か、講義及び演習 

  ⑤受講者数 ６７名（会員３１：非会員３６） 

 

（２）介護記録の書き方と活用法について 

  ①時  期 平成２７年６月５日（金） 

  ②場  所 長岡市立劇場 小ホール 

  ③講  師 株式会社ねこの手 代表取締役 伊藤 亜記 先生 

  ④内  容 介護記録の書き方及び活用法について、講義及び演習 

  ⑤受講者数 ８６名（会員２７：非会員５９） 

 

（３）高齢者虐待予防リーダーの視点から考える 

  ①時  期 平成２７年７月２６日（日） 

  ②場  所 新潟ユニゾンプラザ 大研修室 

③講  師 長崎県 有限会社あんのん 代表取締役 白仁田 敏史 先生 

  ④内  容 高齢者虐待の現状や法律の正しい理解をもとに、また、 リー

ダーの視点から虐待予防の意識付けについての報告を検証し、

高齢者の生活環境への提言、虐待予防について の講義及び演習 

  ⑤受講者数 １３０名（会員４３：非会員８７） 

 

（４）口腔ケアと嚥下指導 ～誤嚥性肺炎を予防するために～ 

  ①時  期 平成２７年１０月３日（金） 

  ②場  所 新潟ユニゾンプラザ 大研修室 

  ③講  師 新潟県歯科医師会 理事 木戸寿明 先生 

  ④内  容 誤嚥性肺炎は唾液の中の細菌を肺の中に誤って飲み込むことによって引き

起こされるといわれている。口腔領域での嚥下指導についての講義及び演習 

  ⑤受講者数 ７８名（会員３１：非会員４７） 

 

（５）はじめて学ぶグリーフケア 

  ①時  期 平成２７年１０月２４日（土） 

  ②場  所 新潟ユニゾンプラザ 大研修室 

  ③講  師 日本グリーフケア協会 代表 宮林幸江 先生 

  ④内  容 今注目されているグリーフケアについての講義及び演習 

  ⑤受講者数 １０１名（会員４６：非会員５５） 

 



 

 

（６）伝える力 

  ①時  期 平成２７年１１月２１日（土） 

  ②場  所 新潟ユニゾンプラザ 大研修室 

  ③講  師 東京工芸大学 教授 大島 武  先生 

  ④内  容 介護現場で求められるプレゼンテーション力についての講義演習 

  ⑤受講者数 ８９名（会員４４：非会員４７） 

 

（７）高次脳機能障害とは 

  ①時  期 平成２７年１２月５日（土） 

  ②場  所 新潟ユニゾンプラザ 大研修室 

  ③講  師 新潟医療福祉大学 教授 能登真一 先生 

  ④内  容 障害種別の理解、「高次脳機能障害」についての講義及び演習 

  ⑤受講者数 ９４名（会員４３：非会員５１） 

 

○ 介護福祉士養成実習施設実習指導者特別研修 

 ①時  期 ①平成２７年６月３日、４日、１７日、１８日 

       ②平成２７年７月２日、３日、２１日、２２日 

       ③平成２７年１０月７日、８日、２１日、２２日 

 ②場  所 ②③新潟ユニゾンプラザ、①長岡市立劇場大会議室 

 ③内  容 制度改正に向けた、福祉施設における介護福祉士実習指導者養成及び指導受

け入れ体制の強化を目指した必要な知識の習得 

  ④講  師 実習指導者特別研修指導専任講師 

⑤受講者数 ①５５名（会員１１：非会員４４）、②５０名（会員８：非会員４２） 

      ③６０名（会員７：非会員５３） 

 

○ 実習指導者特別研修修了者フォローアップ研修 

  ①時  期 平成２８年３月１３日（日） 

  ②場  所 新潟ユニゾンプラザ 中研修室 

  ③講  師 新潟医療福祉大学 教授 岡田史 先生 

  ④内  容 研修修了者に向けてのフォローアップ講義及び演習 

  ⑤受講者数 ５９名（会員１８：非会員４１） 

 

○ 喀痰吸引等研修（第３号研修） 

   ①時  期 第１回 平成２７年９月１９日、２０日（全２日間） 

         第２回 平成２７年１０月１７日、１８日（全２日間） 

         第３回 平成２７年１１月２８日、２９日（全２日間） 

   ②場  所 第１回・第３回 新潟ユニゾンプラザ 



 

 

         第２回 上越市教育プラザ 

   ③内  容 痰の吸引等を行うことができる介護職員等を養成することを目的とし、講

義・シミュレーター演習、現場演習を実施した。 

   ④参加者数 第１回 ４０名、第２回 ３４名 第３回 ３６名 

 

キ 介護福祉活動を通して社会に貢献するための事業 

県民からの介護に関する悩みや相談に応じて、介護従事の負担軽減を図ることを目的とし、定

期的な介護相談や地域交流お茶の間クラブ活動への講師派遣の実施、新潟市浴場組合からの依頼

による入浴ボランティア講師派遣を行い、入浴介助・助言相談等を実施した。 

 

○ 地域ふれあい交流事業「デイクラブさつき」 

①時  期 毎月第１水曜日 

②場  所 在宅介護研修センター（新潟市中央区本馬越） 

③内  容 地域交流事業及び介護についての講習及び交流 

 

○ 地域介護相談事業 

①時  期 毎月第１水曜日 

②場  所 在宅介護研修センター（新潟市中央区本馬越） 

③内  容 地域での介護相談 

 

○ 新潟市浴場組合福祉入浴へのボランティア派遣事業 

①時  期 平成２７年９月１７日（木）、１０月１５日（木）１０：００～１２：００ 

②場  所 千鳥湯 新潟市中央区西湊町通３の町３３１０ 

③内  容 障がい者及び虚弱高齢者の入浴介助及び介護に関する相談助言 

④参加者  ３０名 会員講師４名 

 

法人事業執行状況 

 

日本介護福祉士会と連動した組織拡大や体制強化に向けた事業 

○会員組織拡大に向けた事業 

 組織拡大に向けた普及啓発事業（新規会員数増大に向けて） 

  ①時  期 ４月 県内介護福祉士養成施設入学式日 

   ②内  容 介護福祉士養成施設校への入学式出席 

         新規入会パンフレット作成 

 

○第 22回（公社）日本介護福祉士会関東・甲信越ブロック研修会 

   ①時  期 平成２７年１０月１０日（土） 



 

 

   ②場  所 長野県 軽井沢プリンスホテル 

   ③参加者数 ２１名 

 

○会務の運営状況 

１ 定時総会    

①時  期 平成２７年６月７日（土）１０：００～１２：００ 

②会  場 新潟ユニゾンプラザ 大研修室 

③出席者数 ９０１名（参加・委任含む） 

④議  案 第１号 平成２６年度事業活動報告及び決算報告について 

      第２号 役員改選における新理事及び新監事選任案について 

⑤報  告 第１号 平成２７年度事業計画及び収支予算書について 

          資金調達及び設備投資の見込について 

      第２号 顧問職選任の報告について 

 

２ 理事会 

第１回理事会 

①時  期 平成２７年５月９日（土）１０：００～１２：００ 

②会  場 新潟ユニゾンプラザ 小研修室 ３ 

③出席者数 理事１６名、監事１名 

④議  案 第１号 平成２６年度事業活動報告及び決算報告について 

      第２号 役員改選における新理事及び新監事承認案について 

第３号 顧問職選任承認の件について 

      第４号 会員新入会承認の件について 

       

第２回理事会 

①時  期 平成２７年６月７日（土）１１：３０～１１：４０ 

②会  場 新潟ユニゾンプラザ 講師控室 

③出席者数 理事１６名、監事１名 

④議  案 第１号 新会長及び副会長選定について 

     

第３回理事会 

①時  期 平成２７年１２月１０日（土） 

②採  決 書面決議 

③出席者数 理事２０名、監事２名 

④議  案 会員新入会承認について 

⑤報告事項 事業実施状況について 

 



 

 

第４回理事会 

①時  期 平成２８年３月５日（土）１３：３０～１５：３０ 

②会  場 新潟ユニゾンプラザ ２階 女性財団交流室２ 

③出席者数 理事１６名、監事１名 

④議  案 第１号 平成２８年度事業計画案について 

      第２号 平成２８年度収支予算書案について 

      第３号 会員新入会承認について 

      第４号 特定個人情報取扱規程制定について 

      第５号 就業規程改正について 

⑤報告事項 事業実施状況について 

 

３ 運営委員会     

第１回運営委員会   

①時  期 平成２７年４月１１日（土）９：３０～１２：００ 

②会  場 新潟ユニゾンプラザ 小研修室２ 

③出席者数 ４４名 

④議  題 平成２６年度事業実施報告等について 

      平成２７年度事業計画について 

      平成２７年度定時総会及び実践報告会について 

      平成２７年度役員改選について 

      潜在的有資格者支援事業について 

      キャリア形成訪問指導事業について 

      運営委員名簿変更について 

 

第２回運営委員会   

①時  期 平成２７年８月８日（土）９：３０～１２：００ 

②会  場 新潟ユニゾンプラザ  特別会議室 

③出席者数 ３９名 

④議  題 平成２７年度定時総会及び公開講演会・実践報告会について 

      役員改選報告について 

      平成２７年度各種事業進捗状況について 

      第２２回関東・甲信越ブロック研修会について 

      介護の日県民のつどいについて 

      各ブロック実践報告会について 

全国会長会議等について 

 

第３回運営委員会   



 

 

①時  期 平成２７年１０月３日（土）９：３０～１２：００ 

②会  場 新潟ユニゾンプラザ  特別会議室 

③出席者数 ４４名 

④議  題 宮崎会長 海外研修報告について 

平成２７年度各種事業進捗状況について 

      第２２回関東・甲信越ブロック研修会について 

      介護の日県民のつどいについて 

各ブロック実践報告会について 

各ブロック交流会ついて 

平成２８年度定時総会及び（公開講演会・実践報告会）について 

次年度に向けての組織編成について 

 

第４回運営委員会   

①時  期 平成２７年１２月１２日（土）９：３０～１２：００ 

②会  場 新潟ユニゾンプラザ 小研修室２ 

③出席者数 ３８名 

④議  題 平成２７年度各種事業進捗状況について 

      第２２回関東・甲信越ブロック研修会について 

      介護の日県民のつどいについて 

各ブロック実践報告会について 

日本介護福祉士会代議員選挙について 

平成２８年度定時総会・実践報告会について 

平成２８年度研修計画について 

次年度に向けて、運営委員会組織編成について 

 

第５回運営委員会   

①時  期 平成２８年２月１３日（土）９：３０～１２：００ 

②会  場 新潟ユニゾンプラザ 小研修室２ 

③出席者数 ３９名 

④議  題 平成２７年度各種事業進捗状況について 

平成２８年度定時総会・実践報告会について 

マイナンバーについて 

平成２８年度研修事業計画について 

組織編成について 

日本介護福祉士会全国選出理事について 

 

 



 

 

４ 各専門委員会等 

 

 （生涯研修委員会） 

第１回生涯研修委員会 

①時  期 平成２７年４月１１日（土）１３：００～１４：３０ 

②会  場 新潟ユニゾンプラザ 小研修室２ 

③出席者数 ６名 

④議  題 平成２７年度年間予定、事業内容、役割分担の確認について 

      実技擦り合わせについて 

      初任者研修について 

      各ブロック担当者選出について 

生涯研修委員長について 

 

第２回生涯研修委員会 

①時  期 平成２７年８月８日（土）１３：００～１４：００ 

②会  場 新潟ユニゾンプラザ 特別会議室 

③出席者数 ６名 

④議  題 初任者研修について 

      初任者研修役割分担の確認と時間割について 

      実技模擬試験の問題作成について 

その他 

 

第３回生涯研修委員会 

①時  期 平成２７年１０月３日（土）１４：００～１５：００ 

②会  場 新潟ユニゾンプラザ 特別会議室 

③出席者数 ７名 

④議  題 初任者研修報告について 

      初任者研修アンケート集計・反省・課題について 

      実技擦り合わせの確認について 

      実技模擬試験問題について 

      実技模擬試験の過去問の選定について 

      

第４回生涯研修委員会 

①時  期 平成２７年１１月１４日（土）９：３０～１６：００ 

②会  場 新潟ユニゾンプラザ 介護実習室 

③出席者数 ２０名 

④議  題 実技模擬試験内容の確認について 



 

 

 

第５回生涯研修委員会 

①時  期 平成２８年２月１３日（土）１３：３０～１４：３０ 

②会  場 新潟ユニゾンプラザ 小研修室２ 

③出席者数 ７名 

④議  題 実技模試振返りについて 

      次年度初任者研修について 

      生涯教育委員会への移行について 

 

 （広報委員会） 

第１回広報委員会 

①時  期 平成２７年４月１１日（土）１３：００～１３：４５ 

②会  場 新潟ユニゾンプラザ 小研修室２ 

③出席者数 ８名 

④議  題 実践報告会の事例発表について 

平成２７年度かけはし発行について 

      企画・内容について 

その他 

 

第２回広報委員会 

①時  期 平成２７年１０月３日（土）１３：００～１４：１５ 

②会  場 新潟ユニゾンプラザ 特別会議室 

③出席者数 ２名 

④議  題 「かけはし」内容・役割分担等について 

実践報告会について 

下越ブロック→時間変更について 

 

第３回広報委員会 

①時  期 平成２７年１２月１２日（土）１２：３０～１２：４５ 

②会  場 新潟ユニゾンプラザ 小研修室２ 

③出席者数 ３名 

④議  題 「かけはし」内容・役割分担等について 

      研修のアンケート集計について 

 

第４回広報委員会 

①時  期 平成２８年２月１２日（土）１３：３０～１４：３０ 

②会  場 新潟ユニゾンプラザ 小研修室２ 



 

 

③出席者数 ３名 

④議  題 「かけはし」の校正、編集等の見直し検討について 

      原稿依頼の方法の見直しについて 

      マニュアルの見直しについて 

      研修委員のアンケート集計について 

 

 （研修委員会） 

第１回研修委員会 

①時  期 平成２８年２月１３日（土）１３：３０～１４：３０ 

②会  場 新潟ユニゾンプラザ 小研修室２ 

③出席者数 ５名 

④議  題 平成２８年度計画案進捗状況について 

      看取りケア研修内容検討 

      平成２８年度研修委員調整について 

      司会マニュアル、研修案内、スタッフ服装について 

 

 （組織委員会） 

第１回組織委員会 

①時  期 平成２７年４月１１日（土）１３：００～１５：１５ 

②会  場 新潟ユニゾンプラザ 小研修室２ 

③出席者数 ８名 

④議  題 副委員長の変更について 

      組織委員会の役割についての再確認について 

      潜在有資格者支援事業について 

      組織拡大事業について 

      災害ネットワーク協議会について 

      新人歓迎会について 

その他 

 

○公益社団法人日本介護福祉士会会議及び事業 

１ 総会 

①時  期 平成２７年５月３０日（土）１２：３０～１６：３０ 

②会  場 東京都中央区 損保ジャパン日本興亜日本橋ビル２０３会議室 

③参加者数 ８名（代議員） 

         

２ 第２２回関東・甲信越ブロック研修会 

①時  期 平成２７年１０月１０日（土） 



 

 

②会  場 長野県軽井沢市 軽井沢プリンスホテル 

③参加者数 ２３名（会員・非会員合計） 

 

  ３ 関東・甲信越ブロック会議 

 ①時  期 平成２７年１０月１０日（土） 

 ②会  場 長野県軽井沢市 軽井沢プリンスホテル にれの木ホール 

 ③参加者数 ２名 

 

４ 日本介護学会 

①時  期 平成２７年１０月３０日（金）、３１日（土） 

②会  場 千葉県教育会館 

③参加者数 １名 

 

５ 全国都道府県会長会議 

 第１回都道府県会長会 

 ①時  期 平成２７年７月２４日（金）、２５日（土） 

 ②会  場 北とぴあ 第２研修室 東京都北区王子 1-11-1 

 ③参加者数 １名 会長 

 

第２回都道府県会長会 

 ①時  期 平成２８年２月１２日（金）１３：００～１７：００ 

 ②会  場 北とぴあ 第２研修室 東京都北区王子 1-11-1 

 ③参加者数 １名 会長 

 


