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公益社団法人新潟県介護福祉士会 

令和元年度 事業活動報告書 

 

令和元年度 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。子ども・高齢者・障がい者など全

ての人々が地域、暮らし、生きがいを共に創り、高めあうことできる「地域共生社会」の実現を

目指すなかで、介護福祉士の役割についても幅広く議論されることになるでしょう。 

このような中、福祉人材確保専門委員会の報告書においては、介護人材の中核的役割を担うの

は介護福祉士であり、介護職チームリーダーとしての役割を求めることが明示化されました。ま

た、「経験・技能のある介護福祉士」に重点的な更なる処遇改善が昨年１０月に行われました。 

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

る社会的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、本会としては介護従事者のキャリアアップ支援のため、新潟県からの受託事業であ

るキャリア形成訪問支援事業を引き続き実施し、県内１９６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。今後も提供できる新しいカリキュラムを検討していきま

す。 

 介護のイメージアップ戦略としては、県内の小中高等学校に「介護の魅力」を伝える出前講座

（学校訪問）を実施しました。会員が直接に赴き、働きかけることで、少しでも介護福祉への理

解が広まることを目的としています。また、朱鷺メッセで開催された「福祉・介護・健康フエア

ー」内で、「新潟県介護技術コンテスト」を同時開催しました。最も優れた団体及び個人を「県

知事賞」として表彰しました。地元メディアにも大きく取り上げられ、介護の魅力や素晴らしさ

を広く一般県民にも情報発信しました。 

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、基本研修、

ファーストステップ研修、現任研修、介護福祉士養成施設実習指導者研修会を実施しました。更

に、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）を県看護協会の協力を得て実施しました。 

 また、介護人材の養成体系の変更に伴い、実務者研修（通信課程）を１コース実施しました。 

外国人介護人材の取り組みとしては、技能実習制度に介護職種が追加されたことを踏まえ、介

護実践現場で技能実習生の指導に当たることになる技能実習指導員の講習会を開催しました。介

護分野もグローバル化の波が押し寄せています。 

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。 

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と共催で「介護の日 県民のつどい」を朱鷺メッセで開催

し、認知症サポーター養成講座やフットケア体験、介護体験コーナー等を始め、幅広く介護の知
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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要望を行いました。 

また、新潟県国際課の要請により「黒龍江省との共同プロジェクト」に大井副会長が参画し、黒

龍江省の高齢者施設を２泊３日で視察し、現地の介護職員と意見交換を行いました。 

 組織体制としては、委員会の統合を図るとともに理事 2 名を追加し、役割分担を可視化して組

織強化を図りました。 

 年度末になり、新型コロナウイルスの感染拡大にともない、各種研修会及び会議を中止または

書面決済での対応としました。今後は、オンライン会議の実施や感染防止策を図りながら事業を

展開していきます。 

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 
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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班 

 

５ 会員の状況（令和２年３月末日現在の登録会員数 ） 

区 分 当期末数 前期末数 前期末比増減 

継続会員 １，３５４名 １，３９７名 -４３ 

新入会員 ４０名   ７８名 -３８ 

合  計 １，３９４名 １，４７５名 -８１ 

賛助会員 １５名 １７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 ﾒｰﾙ kaigo@sage.ocn.ne.jp 

  

http://www.kaigo-niigata.or.jp/
mailto:kaigo@sage.ocn.ne.jp
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７ 役員等に関する事項（令和２年３月末日現在 内・外役員５０字音順） 

 理事氏名（ふりがな） 現職等 

１ 入山 八江（いりやまやえ） 新潟県栄養士会 会長 

２ 川合 千尋（かわいちひろ） 新潟県医師会 理事 

３ 熊倉 範雄（くまくらのりお） 新潟県手をつなぐ育成会 副理事長 

４ 光村 利寛（こうむらとしひろ） 新潟県老人クラブ連合会 会長 

５ 佐々木 勝則（ささきかつのり） 新潟県介護支援専門員協会 会長 

６ 等々力 務（とどりきつとむ） 認知症の人と家族の会新潟県支部 副代表 

７ 遁所 直樹（とんどころなおき） 社会福祉法人自立生活福祉会 理事 

８ 中川  泉（なかがわいずみ） 常磐大学 看護学部 教授 

９ 中野 正昌（なかのまさあき） 新潟県老人福祉施設協議会 理事 

１０ 星井 勝博（ほしいかつひろ） 新潟県社会福祉士会 会長 

１１ 秋山 武司（あきやまたけし） 新潟県介護福祉士会 副会長 

１２ 大井 秀行（おおいひでゆき） 新潟県介護福祉士会 副会長 

１３ 大越 幸栄（おおこしゆきえ） 新潟県介護福祉士会 理事（上越ブロック長） 

１４ 菊池 美恵子（きくちみえこ） 新潟県介護福祉士会 理事（佐渡ブロック長） 

１５ 関  好子（せきよしこ） 新潟県介護福祉士会 理事（中越ブロック長） 

１６ 田辺 妙子（たなべたえこ） 新潟県介護福祉士会 理事 

１７ 中村 和弘（なかむらかずひろ） 新潟県介護福祉士会 副会長 

１８ 西本  円（にしもとまどか） 新潟県介護福祉士会 副会長 

１９ 樋口 和磨（ひぐちかずま） 新潟県介護福祉士会 理事 

２０ 樋口 美和子（ひぐちみわこ） 新潟県介護福祉士会 理事（下越ブロック長） 

２１ 宮崎 則男（みやざきのりお） 新潟県介護福祉士会 会長 

２２ 山田 美恵（やまだみえ） 新潟県介護福祉士会 理事 

 監事氏名（ふりがな） 現職等 

１ 神林 輝夫（かんばやしてるお） 神林輝夫税理士事務所 税理士 

２ 倉茂 浩司（くらしげこうじ） 新潟県介護福祉士会 監事 

 

８ 職員に関する事項（令和２年３月末日現在） 

区  分 性  別 勤続年数 

常勤職員 男性  ８年７ヶ月 

常勤職員 男性  ８年３ヶ月 

非常勤職員（パート６時間） 女性 ６年 

非常勤職員（パート４時間） 女性 ４年 
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Ⅱ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 

〇介護実践報告会 

令和２年 3 月 14 日に新潟ユニゾンプラザにおいて開催する予定であったが、コロナウイル

ス感染拡大防止のため中止した。 

イ 介護福祉に関る情報を県民に提供する為の事業 

本年も新潟県からの委託を受けて、「介護の魅力情報発信事業」を実施した。その一環として、

県内の小中高等学校等で「介護の魅力」を伝えるべく学校訪問を実施した。また、１１月１７日

の朱鷺メッセで開催された「福祉・介護・健康フェアー」内で、「第４回新潟県介護技術コンテ

スト」や「介護の日県民の集い」を同時開催し、介護技術の素晴らしさや介護に関する情報を広

く県民に情報発信した。「広報誌かけはし」を、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２月末に作成配布した。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。 

 

○第 4 回新潟県介護技術コンテスト 

   １期  日 令和元年１１月１７日（日） 

   ２会  場 新潟市 朱鷺メッセウェブマーケット（来場者１７，７９５人） 

３実施内容 介護職員が日ごろの業務で身に付けた介護技術を発表し、 

その技術の高さや専門性を特別会場で披露し競った。３つの分野ごとにテー

マを決めて実施 

４参 加 者 県内１０事業所 合計３０名（１事業所３名） 

 

○介護の日県民の集い 

   １期  日 令和元年１１月１７日（日） 

   ２会  場 新潟市 朱鷺メッセウェブマ―ケット（来場者約１７，７９５人） 

   ３内  容 １１月１１日は国が定めた「介護の日」であるため、制定日を記念としたイ

ベントを行った。本年も「認知症サポーター養成講座、フットケア体験コー

ナー」を実施した。 

３参 加 者 認知症サポーター養成講座 １０８名 

       フットケア体験コーナー ３６名 

 

○介護の魅力情報発信事業 学校訪問 出前講座 

   １期  日 令和元年５月～令和２年２月末日現在 ７９件受託 

   ２会  場 県内の小・中・高等学校にて 小学校４３件 中学校２３件 高校１３件 

         実施訪問数 ７８件 
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３実施内容 「介護・福祉とはなにか」等の講義授業と車椅子体験、高齢者疑似体験等の

実技体験 

 

○広報誌「かけはし等」の作成発行 

   １期  日 ５０号発行（２月２８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 ３，２００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ている。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・連絡し公開した。 

 

○公開講演会による介護福祉啓発活動 

   １開 催 日 令和元年６月８日（土）１４：４５~１６：１５ 

   ２場  所 新潟市ユニゾンプラザ４階 大会議室 

   ３講  師 フリーアナウンサー 岩佐まり 氏 

   ４講演内容 「若年性アルツハイマーの母と生きる」をテーマに介護従事者にむけて、介

護福祉を語ってもらった。 

   ５参加人数 ７６名 

 

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、本年も

国家資格である介護福祉士取得への受験必須要件である実務者研修（通信課程）や国家試験受験

対策である筆記模擬試験を実施した。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福

祉用具専門相談員指定講習会実施、毎年好評であるキャリア形成訪問支援事業も継続実施してい

る。本年は新たな試みとして新潟県から受託を受けて介護初心者むけに「介護に関する入門的研

修」事業を実施した。 

 

○介護福祉士国家試験対策 筆記模擬試験（日本介護福祉士会主催） 

   １開 催 日 令和元年１２月８日 

   ２場  所 新潟ユニゾンプラザ大会議室 

   ３内  容 介護福祉士国家試験対策模擬試験 

   ４受 講 者 国会試験受験予定者 合計６９名（会場受験者５２名、自宅受験者１７名） 
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○介護福祉士実務者研修（通信課程） 

   １開催期間 令和元年５月２６日から１１月２４日 

   ２場  所 特別養護老人ホームこうめの里 

   ３内  容 介護福祉士国家試験（受験必須要件）対策としての講習会 

   ４受 講 者 １５名 修了済 

 

○福祉用具専門相談員指定講習会 ２コース実施 

   １開 催 日 第１回 令和元年５月１１日～６月２日の間 計７日間 

         第 2 回 令和 2 年 2 月 8 日～２月２３日の間 計７日間 

   ２場  所 新潟ユニゾンプラザ４階 研修室３、研修室１ 

   ３内  容 福祉用具貸与販売事業所において設置義務付けられている相談員養成のた

めの講習会であり、５０時間以上の講習及び１時間の修了評価試験が義務付

けられている。 

   ４受 講 者 第１回 １５名 修了済 

         第２回 ２２名 修了済 

 

○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 

「新潟調理師専門学校」介護職員初任者研修 1 コース、他介護食士講座へ講師派遣 

「新潟県シルバー人材連合会」介護職員初任者研修１コース講師派遣 

    「新潟県社会福祉協議会」  

新潟県シニアカレッジ（認知症サポーター養成講座）へ講師派遣 

県民介護（介護技術）へ講師派遣 

    「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 

       疑似体験インストラクター講師派遣 

    「加茂市社会福祉協議会」 中学生サマースクール講座へ講師派遣 

    「県立テクノスクール」腰痛予防研修へ講師派遣 

 

○キャリア形成訪問支援事業 

   １開催時期 令和元年４月から令和２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受 託 数 １９９事業所 

５訪 問 数 １９６事業所 

 

○介護に関する入門的研修 
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 これまで介護と関わりがなかった方を対象に、介護に関する基礎的な知識をみにつけるととも

に、介護業務に携わる基本的な技術等を学ぶものである。県内４地区４会場で同日開催を実施し

た。 

１開催日 

上越会場 ９月２２日、２９日、１０月１３日、２０日（開催実施） 

長岡会場 ９月２１日、２８日、１０月１２日、１９日（開催実施） 

新潟会場 ９月２２日、２９日、１０月１３日、２０日（開催実施） 

佐渡会場 ９月２１日、２８日、１０月１２日、１９日（開催実施） 

２開催会場 

上越会場→上越市市民プラザ（２日間）、上越テクノスクール（２日間） 

長岡会場→長岡介護福祉専門学校あゆみ（全日） 

新潟会場→新潟市産業振興センター、新潟ユニゾンプラザ、新潟テルサ、新潟県庁 

佐渡会場→アミューズメント佐渡、両津公民館、トキのむら元気館（２日間） 

３申込者数 ９１名 

４修了者数 ８５名 

５実施内容 

介護に関する基礎知識、介護の基本、基本的な介護の方法、老化の理解、認知症の理解、

基本的な介助の方法、障害の理解、介護における安全対策等の２１時間講習 

 

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、高齢者施設や障がい者施設の

福祉サービス第三者評価を実施した。同じく、地域密着型サービス事業所（グループホーム）

の質の向上を図るべく外部評価も実施した。 

 

○福祉サービス第三者評価 指定評価機関事業 

   １受審件数 ７事業所 

   ２受審種別 特別養護老人ホーム４件、通所介護３件 

   ３第三者評価員 ４１名 

 

  第１回評価調査者内部研修 

１開催日 令和元年６月１６日 

   ２会 場 新潟ユニゾンプラザ 小研修室１ 

   ３参加数 １２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 
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１開催日 令和元年８月３１日 

   ２会 場 新潟ユニゾンプラザ 小研修室４ 

   ３参加数 １２名 

   ４内 容 訪問調査時における手順、確認事項について 

 

  第３回評価調査者内部研修 

１開催日 令和元年１１月３０日 

   ２会 場 新潟ユニゾンプラザ 小研修室１ 

   ３参加数 １４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 グループホーム５５事業所 

   ２訪問調査実施事業所数 ５４事業所（１件、コロナウイルス感染拡大防止のため延期） 

   ３外部評価調査員 ４６名 

   

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ている。 

今回、新潟県からの依頼を受け、「中国黒龍江省との共同プロジェクト」高齢者福祉分野「研

究会」実施にあたり、副会長大井秀行が同行メンバーとして中国黒龍江省へ現地施設等の視察

と今後の交流、意見交換のため、訪問実施してきた。 

また、10 月には朱鷺メッセを会場に「新潟健康ビジネス会議」が開催され、理事樋口和磨が

「介護現場の現状や求められている製品等」の紹介、意見交換会を実施した。 

 

 １新潟県関係 

  〇新潟県国際課 黒龍江省訪問メンバー同行 

  〇新潟県産業振興課 新潟健康ビジネス会議 

  ○新潟県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事業者説明会 

○新潟県肢体不自由児協会評議員会 

 

 ２新潟市関係 
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  ○新潟市障がい程度区分認定等審査委員会 

 

 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 

  ○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 

 

 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 

  ○介護労働安定センター 新潟県介護労働懇談会 

  ○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、多様

の研修を実施している。介護職員を対象とした喀痰吸引等研修（第３号研修）も継続実施した。 

日本介護福祉士会の生涯学習制度の枠組みで現任研修、ファーストステップ研修も実施してい

る。本年も実習指導者特別研修会を継続実施している。また、外国人の技能実習生の技能習得が

円滑に図られるよう、「介護職種の技能実習指導員講習会」も昨年に続き開催実施した。 

 

○介護福祉士現任研修 

（１）知的障がいと強度行動障害について その特性を理解していますか？ 

  １開 催 日 令和元年５月２９日（水） 

  ２場  所 長岡市立劇場 ３階 大会議室 

  ３講  師 新潟県コロニーにいがた白岩の里 企画相談室 様 

  ４内  容 障がいの特性及び他障がいとの違いについて、知的障がい者との関わり方、

強度行動障害の理解について、その他講義及び演習 

  ５受講者数 ２７名（会員９：非会員１８） 
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（２）在宅介護における報告連絡相談（多職種連携・内部連携の視点から） 

  １開 催 日 令和元年６月２４日（月） 

  ２場  所 新潟ユニゾンプラザ ５階 中研修室 

  ３講  師 特別養護老人ホームまおろしの郷 次長 菊入 理 氏 

  ４内  容 在宅介護における報告連絡相談の重要性、外部関係機関との連携・連絡調

整・情報共有、内部連携における報告連絡相談、効率的な情報共有等につい

て 

  ５受講者数 ３０名（会員７：非会員２３） 

 

（３）感情労働と不適切ケアから見た高齢者虐待について 

  １開 催 日 令和元年７月２７日（土） 

  ２場  所 新潟ユニゾンプラザ ４階 大研修室 

３講  師 新潟医療福祉大学社会福祉学部社会福祉学科 教授 吉田 輝美 先生 

４内  容 高齢者虐待の定義、高齢者虐待防止法、事例紹介、何が不適切なケアなのか、感

情労働とはなにか、その他講義演習 

   ５受講者数 ８２名（会員２１：非会員６１） 

 

（４）介護現場のメンタルヘルスと職場の健康 

  １開 催 日 令和元年８月３１日（土） 

  ２場  所 新潟ユニゾンプラザ 2 階 女性財団交流室２ 

  ３講  師 新潟県労働衛生医学協会常務理事 産業カウンセラー 大西 金吾 氏 

  ４内  容 「笑い」がもたらす健康増進効果、いきいきと生活に輝きを、楽しく働く、

メンタルヘルスがもたらす職場の健康、発想の転換とモチベーションアップ

の視点について等他講義及び演習 

  ５受講者数 ２９名（会員１１：非会員１８） 

 

（５）人を育てるコミュニケーションスキルについて 

  １開 催 日 令和元年９月２１日（土） 

  ２場  所 新潟ユニゾンプラザ 5 階 特別会議室 

  ３講  師 東京工芸大学芸術学部 教授 大島 武 先生 

  ４内  容 現代の若者を伸ばしていくためには、介護福祉士に必要とされるコミュニケ

ーションスキルについて、その他講義及び演習 

  ５受講者数 ２５名（会員１６：非会員９） 

 

（６）ネクストリーダーのマネジメントスキル 

  １開 催 日 令和元年１０月１９日（土） 

  ２場  所 新潟ユニゾンプラザ 2 階 女性財団交流室２ 
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  ３講  師 株式会社 ひと組織研究所 代表取締役 田中 成子 氏 

  ４内  容 自職場の課題解決に向けた取り組み方とリーダーとしての心得について 

  ５受講者数 ２０名（会員８：非会員１２） 

 

（７）外国の方に理解しやすい日本語の伝え方 

  １開 催 日 令和元年１１月２日（土） 

  ２場  所 新潟ユニゾンプラザ ５階 特別会議室 

  ３講  師 国立三重大学教育学部 特任教授 神山 英子 先生 

  ４内  容 外国の方に理解しやすい日本語の伝え方とは。私たちが理解すべき「言葉の

理解」について 

  ５受講者数 １９名（会員１３：非会員６） 

 

○介護福祉士養成実習施設実習指導者研修会 

 １開 催 日 第１回 令和元年６月２６日、２７日 ７月１０日、１１日 

       第２回 令和元年９月１７日、１８日 １０月１日、２日 

 ２場  所 第１回、第２回 新潟ユニゾンプラザ 

 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 実習指導者研修指導専任講師 

５受講者数 第１回３７名（会員９：非会員２８） 

第２回４２名（会員２：非会員４０） 

 

○喀痰吸引等研修（第３号研修） 

   １開 催 日 第１回 令和元年７月６日、７日（全２日間） 

         第２回 令和元年９月７日、８日（全２日間） 

         第３回 令和元年１０月 6 日、7 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修了者数 第１回３７名、第２回２１名、第 3 回３５名 

 

○介護福祉士ファーストステップ研修（実施分） 

１開催日と講義内容 

 【Ⅰ領域実施日】 

６月 １日 → 利用者の全人生、尊厳の実践的理解と展開 

６月２１日→ 介護職の倫理の実践的理解と展開 

７月１３日、８月３日→ コミュニケーション技術の応用的な展開①② 
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８月２５日、９月１４日→ ケア場面での気づきと助言①② 

 

【Ⅱ領域実施日】 

１０月 ６日→ 家族や地域の支援力の活用と強化 

１０月２８日→ 職種間連携の実践的展開 

１１月２２日→ 観察・記録の的確性とチームケアへの展開 

【Ⅲ領域実施日】 

１２月１４日→ チームのまとめ役としてのリーダーシップ 

１月１２日→ セーフティマネジメント 

  ２月 １日→ 問題解決のための思考法 

  ２月２２日→ 介護職の健康・ストレスの管理 

  

 ２場  所 新潟ユニゾンプラザ４階 小研修室１・２・３ 

 ３受 講 者 ９名 

 ４内  容 日本介護福祉士会生涯学習制度におけるファーストステップカリキュラム

に沿って実施した。 

 

〇介護職種の技能実習指導員講習会（新潟会場） 

 介護職種の技能実習生の技能の習得が円滑に図られるよう、適切な実習体制を確保するこ

とを目的として、日本介護福祉士会が全国都道府県にて実施したものであり、昨年に引き

続き新潟県では当会が委託を受けて開催した。 

 １開 催 日 令和元年１０月１４日（日）１０：００～１８：４５ 

 ２会  場 新潟ユニゾンプラザ 特別会議室 

 ３講  師 宮崎会長・西本副会長・大井副会長 

４参加者数 ３４名（会員１５：非会員１９（技能実習指導員及び受入団体担当者）） 

 

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、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

施している。まだ、介護についての相談・問題をホームページや電話にて相談対応を実施した。 

 

○介護についての相談窓口事業 

１実施期間 土・祝祭日を除く通年 

２対応時間 ８：３０～１７：３０ 

３場  所 新潟ユニゾンプラザ３階 本会事務局（電話相談・メール等） 

４内  容 介護職や介護についての相談お困りごとについての相談対応 
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５対 応 者 正・副会長 

６相談件数 １件 

 

〇新潟市福祉入浴へのボランティア派遣事業 

   １実 施 日 令和元年１０月１０日 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講  師 本会運営委員 

   ４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 

   ５参 加 者 １８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実施時期 ４月 県内介護福祉士養成施設入学式 臨席 

   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 

 

○会務の運営状況 

１ 定時総会 

１開 催 日 令和元年６月８日（土）１３：００～１４：３０ 

２会  場 新潟ユニゾンプラザ 大会議室 

３出席者数 ８３３名（参加・委任含む） 

４議  案 第１号 平成３０年度事業活動報告及び決算報告について 

５報  告 第１号 令和元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 

 

２ 理事会 

 

第１回理事会 

１開 催 日 令和元年５月１８日（土）１０：００～１１：４０ 

２会  場 新潟ユニゾンプラザ２階 女性財団交流室１号室 

３出席者数 理事１６名、監事２名 

４議  案 第１号 平成３０年度事業活動報告及び決算報告について 



 

15 

 

第２号 任期満了における役員改選新理事及び新監事候補者承認について 

第３号 顧問職選任承認について 

第４号 正会員及び賛助会員の新入会承認について 

第５号 給与規程改正承認について 

 

第２回理事会 

１開 催 日 令和元年６月８日（土）１４：００～１４：１５ 

２会  場 新潟ユニゾンプラザ４階 小研修室２ 

３出席者数 理事１８名、監事２名 

４議  案 第１号 新会長（代表理事）及び新副会長選定について 

 

第３回理事会 

１開 催 日 令和元年１０月１日（土）書面評決 

２出席者数 理事２２名、監事２名 

３議  案 第１号 正会員及び賛助会員の新入会承認について 

      事業実施報告（中間職務執行状況報告） 

 

  第 4 回理事会 

１開 催 日 令和２年３月２０日（金）書面評決 コロナウイルス感染拡大防止のため 

   ２出席件数 理事２２名、監事２名 

   ３議  案 第１号 令和２年度 事業計画案について 

         第２号 令和２年度 収支予算書案について・資金調達及び見込案について 

         第３号 正会員入会者及び賛助会員の新入会承認について 

 

３ 運営委員会 

 

第１回運営委員会   

１開 催 日 平成３１年４月２７日（土）１０：００～１５：００ 

２会  場 新潟ユニゾンプラザ４階 小研修室３ 

３出席者数 ３８名（内委任者１２名） 

４議  題 運営委員委嘱について 

事務局職員及び体制について 

役員改選について 

平成３０年度事業実施報告等について 

      平成３１年度事業計画・事業活動について 

      各種主要事業（県受託事業）への取組みについて 

      平成３１年度定時総会・公開講演会について 
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      事務局職員業務分担及び体制について 

      各専門委員会の組織形態について 

      日本介護福祉士会主催事業について 

 

第２回運営委員会  

１開 催 日 令和元年７月１３日（土）１０：００～１５：００ 

２会  場 新潟ユニゾンプラザ ４階 小研修室３ 

３出席者数 ３８名（内委任者１０名） 

４議  題 運営委員会及び各専門委員会名簿について 

令和元年度定時総会及び公開講演会について 

令和元年度主要各事業進捗状況について 

新規 「介護に関する入門的研修」について 

全国高校生介護技術コンテスト 会場ブース参加について 

      第４回介護技術コンテストについて 

介護の日県民の集いについて 

外国人の介護職種の技能実習指導員講習について 

第２６回関東・甲信越ブロック研修会について 

第２６回日本介護福祉士会全国大会 

第１７回日本介護学会石川大会について 

日本介護福祉士会今後の活動について 

 

第３回運営委員会 

１開 催 日 令和元年９月１４日（土）１０：００～１５：００ 

２会  場 新潟ユニゾンプラザ 女性財団交流室２ 

３出席者数 ３８名（内委任者８名） 

４議  題 令和元年度各種事業進捗状況について 

「介護に関する入門的研修」について 

全国高校生介護技術コンテスト 会場ブース参加について 

      第４回介護技術コンテストについて 

介護の日県民の集いについて 

外国人の介護職種の技能実習指導員講習について 

第２６回関東・甲信越ブロック研修会について 

第２６回日本介護福祉士会全国大会 

第１７回日本介護学会石川大会について 

 

第４回運営委員会 

１開 催 日 令和元年１１月９日（土）１０：００～１５：００ 



 

17 

 

２会  場 新潟ユニゾンプラザ 4 階 小研修室２ 

３出席者数 ４０名（内委任者９名） 

４議  題 令和元年度各種事業進捗状況について 

第２６回関東・甲信越ブロック研修会について 

外国人の介護職種の技能実習指導員講習について 

「介護に関する入門的研修」について 

全国高校生介護技術コンテストについて 

      第４回介護技術コンテストについて 

介護の日県民の集いについて 

第２６回日本介護福祉士会全国大会について 

第１７回日本介護学会石川大会について 

 

第５回運営委員会 

１開 催 日 令和２年１月１１日（土）１０：００～１５：００ 

２会  場 新潟ユニゾンプラザ 小研修室２ 

３出席者数 ３８名（内委任者１５名） 

４議  題 令和元年度各種事業進捗状況について 

      第４回介護技術コンテストについて 振返りについて 

      実践報告会について 

「介護に関する入門的研修」について 

次年度定時総会・公開講演会について 

青年部からの報告と依頼について 

全国高校生介護技術コンテストについて 

日本介護福祉士会からの報告ついて 

 

４ 各専門委員会等 

 

（生涯教育委員会） 

第１回生涯教育委員会 

１開 催 日 平成３１年４月２７日（土）１３：１５～１５：００ 

２会  場 新潟ユニゾンプラザ ４階 小研修室３ 

３出席者数 １６名 

４議  題 平成３１年度活動内容・委員長・副委員長について 

      講師養成研修について 

ファーストステップ研修のスタッフ調整について 

初任者研修について 

実技すり合わせ会について 
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介護技術コンテストについて 

 

第２回生涯教育委員会 

１開 催 日 令和元年７月１３日（土）１３：２０～１５：００ 

２会  場 新潟ユニゾンプラザ ４階 小研修室３ 

３出席者数 １３名 

４議  題 ケアコンテスト課題選定について 

      講師養成研修について 

次年度のケアコンテストの課題について 

 

第３回生涯教育委員会 

１開 催 日 令和２年１月１１日（土）１３：１５～１５：１５ 

２会  場 新潟ユニゾンプラザ ４階 小研修室２ 

３出席者数 ７名 

４議  題 令和 2 年度生涯教育委員会 事業計画について 

      講師養成研修について 

ファーストステップ研修について 

介護福祉士会基本研修について 

介護技術コンテスト運営について 

介護技術セミナーについて 

 

（研修委員会） 

第１回研修委員会 

１開 催 日 平成３１年４月２７日（土）１３：１５～１５：００ 

２会  場 新潟ユニゾンプラザ ４階 小研修室３ 

３出席者数 ８名 

４議  題 年間予定、研修計画、研修スタッフの確認について 

スタンプカードについて 

実践報告会について 

広報活動について 

現任研修時の課題について 

 

第２回研修委員会 

１開 催 日 令和元年７月１３日（土）１２：００～１２：１５ 

２会  場 新潟ユニゾンプラザ ４階 小研修室３ 

３出席者数 ５名 

４議  題 現任研修スタッフの人数について 



 

19 

 

ポイントカードの記載方法について 

      実践報告会の周知について 

 

第３回研修委員会 

１開 催 日 令和元年９月１４日（土）１３：００～１４：００ 

２会  場 新潟ユニゾンプラザ ２階 女性財団交流室２室 

３出席者数 ６名 

４議  題 次年度研修の在り方、今後の方向性について 

ポイントカードの利用について 

実践報告会のアナウンスについて 

研修案内の発信方法について 

「かけはし」について 

      次年度研修案について 

 

第４回研修委員会 

１開 催 日 令和元年１１月９日（土）１１：００～１２：００ 

２会  場 新潟ユニゾンプラザ ４階 小研修室２ 

３出席者数 １０名 

４議  題 次年度ブロック研修について 

次年度研修の在り方、今後の方向性について 

 

第５回研修委員会 

１開 催 日 令和元年１１月９日（土）１１：００～１２：００ 

２会  場 新潟ユニゾンプラザ ４階 小研修室２ 

３出席者数 １０名 

４議  題 次年度現任研修について 

      ポイントカードについて 

      次年度実践報告会について 

 

（組織委員会） 

第１回組織委員会 

１開 催 日 平成３１年４月２７日（土）１３：１５～１４：３０ 

２会  場 新潟ユニゾンプラザ ４階 小研修室３ 

３出席者数 １１名 

４議  題 副委員長決めについて 

      新組織委員会の事業内容について 

      ケアコンテストにむけて 
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広報誌「かけはし」の作成内容について 

 

第２回組織委員会 

１開 催 日 令和元年７月１３日（土）１３：１５～１４：３０ 

２会  場 新潟ユニゾンプラザ ３階 小研修室３ 

３出席者数 １０名 

４議  題 ケアコン介護の日のスタッフ役割分担について 

体験ブースの内容について 

ケアコン参加賞について 

ケアコン課題ごとの準備について 

来年度のケアコンテストについて 

 

第３回組織委員会 

１開 催 日 令和元年９月１４日（土）１３：００～１５：３０ 

２会  場 新潟ユニゾンプラザ ２階 女性財団交流室２号室 

３出席者数 ７名 

４議  題 介護の日について 

ケアコン参加チームのアピールタイムについて 

ケアコンモデルインカムについて 

ケアコン採点手法、会場設営について 

 

第４回組織委員会 

１開 催 日 令和元年１１月９日（土）１１：３０～１２：００ 

２会  場 新潟ユニゾンプラザ ２階 女性財団交流室２号室 

３出席者数 ８名 

４議  題 介護技術コンテストについて 

介護の日県民の集いについて 

ケアコン採点手法、会場設営について 

当日準備について 

 

公益社団法人日本介護福祉士会会議及び事業 

〇日本介護福祉士会代議員総会 

１開 催 日 令和元年５月２５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（委任１名） 

 

  〇第 26 回公益社団法人日本介護福祉士会全国大会・第 17 回日本介護学会 in いしかわ 
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１開 催 日 令和元年１１月１５日・１６日 

２会  場 石川県金沢市 石川県立音楽堂・ホテル金沢  

３参加者数 ６名 

 

  〇第 26 回公益社団法人日本介護福祉士会 関東・甲信越ブロック研修会 in 千葉 

１開 催 日 令和元年１０月２６日（土） 

２会  場 千葉県千葉市 幕張メッセ 

３参加者数 ９名 

 

各ブロック事業報告（令和元年度 4/1から 3/31まで開催実施） 

上越ブロック事業報告 

実施日 事業名 会場 参加人数 

６月２２日 リフレッシュ研修（アロマ等） 上越市福祉交流プラザ １０名 

７月６日 介護技術研修会（基礎編第１回） 上越市福祉交流プラザ １２名 

１０月１９日 レクリエーション研修 上越市市民プラザ １０名 

 

中越ブロック事業報告 

実施日 事業名 会場 参加人数 

６月２９日 介護技術研修会 
長岡介護福祉専門学校あ

ゆみ 
１１名 

１２月１日 持ち上げない介護技術研修会 
長岡介護福祉専門学校あ

ゆみ 
３４名 

 

下越ブロック事業報告 

実施日 事業名 会場 参加人数 

５月１８日 
介護技術研修 

移乗・移動に関する福祉用具の活用 
新潟ユニゾンプラザ １３名 

７月６日 
栄養管理研修 

食事と飲み物の取り方で脱水症を防ぐ 

新潟市南区 

白根健康福祉センター 
１４名 

９月２９日 介護技術研修 
新潟ユニゾンプラザ 

介護実習室 
１７名 
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佐渡ブロック事業活動報告 

実施日 事業名 会場 参加人数 

４月１８日 
佐渡市家族介護教室 

「認知症について」 

金井コミュニティ

センター 
１５名 

５月９日 
佐渡市家族介護教室 

「介護保険制度・転ばない足の話」 

金井コミュニティ

センター 
９名 

５月２２日 ハンドトリートメント研修 トキのむら元気館 １１名 

６月６日 
佐渡市家族介護教室 

「身体の動かし方・ベッド上の移動」 

金井コミュニティ

センター 
８名 

６月２２日 
佐渡市家族介護教室出前 

「介護保険・認知症について」 

佐和田地区 

地域の茶の間 
１６名 

７月４日 
佐渡市家族介護教室 

「認知症について」 
両津公民館 

０名 

（スタッフのみ） 

７月１８日 介護技術研修 やはたの里 １１名 

７月２６日 
佐渡市家族介護教室出前 

「介護保険・認知症について」 

金井地区 

地域の茶の間 
１３名 

８月１日 
佐渡市家族介護教室 

「介護保険制度・転ばない足の話」 
両津公民館 １名 

９月５日 
佐渡市家族介護教室 

「身体の動かし方・ベッド上の移動」 
両津公民館 １名 

９月２３日 親子でピラティス トキのむら元気館 １０名 

１０月１０日 
佐渡市家族介護教室 

「認知症について」 
トキのむら元気館 ２名 

１１月７日 
佐渡市家族介護教室 

「介護保険制度・転ばない足の話」 
トキのむら元気館 ２名 

１２月１２日   
佐渡市家族介護教室 

「身体の動かし方・ベッド上の移動」 
トキのむら元気館 

０名 

（スタッフのみ） 

 


