公益社団法人新潟県介護福祉士会
令和２年度
令和２年度

事業実施報告書

事業活動総括

現下の新型コロナウイルス感染拡大に際し、感染拡大を最前線で予防しながら要介護
者等の生活を支えるために、日夜懸命な対応を行っている介護福祉士をはじめとする介
護職の皆様に心から敬意と慰労の念を表します。
令和２年度は、
「ウィズ・コロナ」という未曽有の難局に直面し、事業自体は円滑に進
めることができませんでした。年度初めの各種研修会及び会議、事業は中止または書面
決済での対応としました。９月以降については、感染状況を踏まえながら、随時各関係
機関と協議し、「標準感染予防」「新しい生活様式」を取り入れつつ、各種研修会及び会
議、事業を行いました。
今後は、コロナ禍においても介護現場における中核的役割を担う介護福祉士の活躍を
後押しできる研鑽の場、研究の場を、オンラインや映像コンテンツを活用する等、感染
防止策を図りながら事業を展開していきたいと思います。
新型コロナウイルス感染症が流行する中、社会を維持していく上で必要な職業である、
医療、福祉、小売業、流通、交通、ライフライン等に従事するエッセシャルワーカーと
して介護福祉士もその一つと認識され、改めて職業の重要性が認められ、敬意や感謝を
伝える動きが広がりました。その声に、私たちは応えていかなければなりません。
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」に重点的に、処遇改善が行われました。そして、
介護保険制度改正では、サービス提供体制加算において介護福祉士の占める割り合いに
よって、更に評価される仕組みになりました。
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や後継者育成が大
きな課題となっています。
私たち介護福祉士の存在価値は、国民生活を守ることにあり、コロナ禍であっても専
門職として安全性をできる限り担保しながら、この役割をしっかり果たしていかなけれ
ばなりません。それぞれの立場で、今出来ることを精一杯努力し、この未曽有の難局を
乗り越えて参りましょう。今後とも、皆様のご協力をよろしくお願いいたします。
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法人の概況
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任意団体

平成 ５年１１月２０日設立

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介護人材確保係
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会員の状況（令和３年３月末日現在の登録会員数
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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
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kaigo@sage.ocn.ne.jp
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役員等に関する事項（令和３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 前会長

２ 川合

千尋（かわいちひろ）

新潟県医師会 副会長

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）
７ 亡

認知症の人と家族の会新潟県支部 副代表

遁所 直樹（とんどころなおき）

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

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）

８

理事

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

職員に関する事項（令和３年３月末日現在）
区

分

性

別

勤続年数

常勤職員

男性

９年７ヶ月

常勤職員

男性

９年３ヶ月

非常勤職員（パート６時間）

女性

３ヶ月

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

令和３年３月に実践報告会を実施予定であったが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため実
施しなかった。

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」を策定している。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。しかし、
新型コロナウイルス感染防止のため、開始時期が１０月からとなった。ホームページは新たに
リニューアルし、見やすさを心がけて随時更新し事業活動の案内を２４時間発信している。
○介護の魅力情報発信事業

学校訪問 出前講座

１期

日

令和３年３月末日受託件数

２会

場

県内の小・中・高等学校等

７０件

小学校５７件、中学校７件、高校３件、支援学校３件
３訪 問 数 ３月末日で７０件
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（数種類のプログラムから選択協議で実施する）
○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

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

容

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・連絡し公開している。
○広報誌「かけはし等」の作成発行
１期

日

第５１号発行（８月１日）

２内

容

今回は「新型コロナウイルスに負けるな」をテーマに情報提供や会員相互間
の交流などの記事を主体に掲載した。

３対

象

正会員、賛助会員及び介護施設へ３，１００部

○公開講演会による介護福祉啓発活動
当初計画では下記日程で開催予定であったが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

となった。
１開 催 日

令和２年６月８日（土）１４：４５~１６：１５

２場

所

長岡市立劇場 大会議室

３講

師

森 啓

４講演内容

ウ

氏（予定）

「認知症の医療と介護」

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

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）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等を実施
した。しかし多くの研修、講習会等が新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から延期や中止
となった。実施する場合も３密対策と定員数減の中で実施した。
○介護福祉士実務者研修（通信課程）
当初５月開講予定であったが７月開講で実施された。
１開催期間

令和２年７月１８日から１２月２７日

２場

所

新潟ユニゾンプラザ 各研修室及び介護実習室等

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

９名

○福祉用具専門相談員指定講習会（第１回・第２回）
第１回は当初５月開講予定であったが９月開講で実施された。
１開 催 日

第１回

令和２年９月１９日～１０月４日の間 計７日間

第２回

令和３年２月６日～３月７日の間 計７日間

２場

所

新潟ユニゾンプラザ 特別会議室、介護実習室、女性財団交流室等

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時間以上の講習が義務付けられている。

４受 講 者

第１回２７名、

第２回１９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
例年依頼を頂いている団体様からの講師派遣等も新型コロナウイルス感染拡大防止から、事
業キャンセル、延期、縮小が相次いだ。
１派遣先機関
「新潟県シルバー人材連合会」
認知症サポーター養成講座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
「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

○キャリア形成訪問支援事業
新潟県からの受託事業で例年実施しているが、本年は新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め、実施時期が新潟県からの指示で１０月からとなった。しばらく実施出来ない状態が続いた。
１開催時期

令和２年１０月から令和３年３月

２場

県内各地（派遣要請事業所にて実施）

所

３訪問件数

８件訪問済み（１３件受託するが感染症予防のため５件キャンセルになる）

４内

介護職員向けに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

容

ラムの提案
〇介護出前講座事業
キャリア形成訪問支援事業の代替案として当会独自の事業として友好関連施設等に周知を
図って行った。
１開催時期

令和２年６月から令和３年３月

２場

所

事業所、施設から指定される会場にて実施

３内

容

介護職員向けに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実施数

５件受託

○介護に関する入門的研修
新潟県からの受託事業であり、本年も昨年に引き続き実施した。新型コロナウイルス感染拡
大防止のため、開催スケジュールが延期になり、各地区１１月以降の実施となった。
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身に付けるとと
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５会場で開催を実施し
た。
１開催日
佐渡市会場

１１月１４日、１２月６日、１９日、２０日

上越市会場

１１月２１日、２９日、１２月１２日、２０日

長岡市会場

１２月５日、６日、１９日、２０日

新潟市会場 A １１月２３日、２８日、１２月５日、１２日
新潟市会場 B １月９日、１６日、２３日、３０日
２開催会場
佐渡市会場→ かないコミュニテイセンター（全日）
上越市会場→ 上越市市民プラザ（全日）
長岡市会場→ 長岡介護福祉専門学校あゆみ（全日）

新潟市会場 A・B→ 新潟ユニゾンプラザ（全日）
３申込者数

１５７名

修了者数１３３名

４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

へ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を実施した。コロナ禍の影響もあり受審件数が減少してい
る。
○福祉サービス第三者評価
１受審契約件数 ６件
２受審種別

指定評価機関事業
内事業年度内訪問調査件数 ３件

特別養護老人ホーム５件、障害者支援施設１件

○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３８事業所

２既実施事業所数 ３８事業所

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。
１

新潟県 関係

○新潟県介護人材確保対策会議
○新潟県高齢者保健福祉推進協議会

○福祉サービス第三者評価推進委員会
○新潟県肢体不自由児協会評議委員会
２

新潟市関係

○新潟市在宅医療・介護連携推進協議会
○新潟市介護人材確保対策協議会

○新潟市障がい程度区分認定等審査委員会
３ 佐渡市
○佐渡市高齢者等福祉保健審議会

４

新潟県社会福祉協議会関係

○県社協評議員会
○県社協企画総合委員会

５

新潟市社会福祉協議会関係

○新潟市社協評議員会
６

その他県内団体関係
○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
○新潟県介護支援専門員協会 理事会

○ＪＡバンク新潟県信連ホームヘルパー支援基金運営委員会
○ささえあいあわやま 運営推進委員会

カ

介護福祉士等の専門性を確立させるための事業
例年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、

多様の研修を実施予定であったが、新型コロナウイルス感染拡大防止のために多くの研修を中
止した。そうしたコロナ禍の中で介護職員を対象とした喀痰吸引等研修（第３号研修）など継
続実施したものもあった。また、初めて新潟県喀痰吸引等指導者養成事業を受託し、介護職員
を指導する看護師等の養成事業も行った。実習指導者研修会は１回目を中止し２回目を開催し
た。
○介護福祉士現任研修
下記の６つの現任研修を予定し周知を図っていたが、新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め、開催を中止した。
テーマ 介護職が働きがいを持てる働き方改革について（５月３０日開催予定）
テーマ 認知症の正しい理解～虐待防止～ について（６月２０日開催予定）
テーマ 介護施設における生活支援のあり方について（７月４日開催予定）
テーマ 認知症との共生ケアについて（８月２８日開催予定）
テーマ 介護施設にける災害対策について（９月５日開催予定）
テーマ 正しい日本語の伝え方について（１０月２４日開催予定）
○介護福祉士養成実習施設実習指導者研修
１開 催 日

第１回 令和２年６月２３日～７月８日を予定したが中止した。
第２回 令和２年９月２３日、２４日、１０月７日、８日は開催した。

２場

所 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 実習指導者特別研修指導専任講師

５受講者数

第２回のみ ２４名修了

○喀痰吸引等研修（第３号研修）
１開 催 日

第１回

令和２年９月１２日、１３日（全２日間）

第２回

令和２年１０月３日、１１日（全２日間）
上越市教育プラザ、第２回 新潟ユニゾンプラザ

２場

所

第１回

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１８名、

第２回５４名

〇新潟県喀痰吸引等指導者養成事業
１開 催 日

講 義

令和２年１０月３１日（土）１３：００～１６：３０

演習日

令和２年１１月４日、５日、６日の３日間

２場

所

新潟ユニゾンプラザ大会議室（講義）、介護実習室（演習３日間とも）

３内

容

喀痰吸引等指導者講習を実施することにより喀痰吸引等研修の講師役とし
て介護職員を指導する看護師等を養成するものである。

４修了者数

看護師２４名

○介護福祉士基本研修
日本介護福祉士会の研修制度の下、カリキュラムに沿って予定し周知を図っていたが、新型
コロナウイルス感染拡大防止のため開催を中止した。
○介護福祉士ファーストステップ研修
日本介護福祉士会の研修制度の下、カリキュラムに沿って予定し周知を図っていたが、新型
コロナウイルス感染拡大防止のため開催を中止した。
○講師養成研修ステップ１
本会員の中での講師育成を図るために実施予定であったが新型コロナウイルス感染拡大防
止のため開催を中止した。
○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２年１２月１３日（日）９：３０～１８：１０
２会

場 新潟ユニゾンプラザ

３講

師 宮崎則男会長・山田美恵理事・樋口美和子理事

４参加者数

キ

中研修室

４０名（会員１１：非会員２９（技能実習指導員及び受入団体担当者））

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、

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。今後はメールでの
相談対応や、ｚｏｏｍアプリを用いてのオンライン相談を図って行く予定である。
新しい事業として新潟市から委託を受けて「認知症サポーターキャラバン事業事務局」を４
月から実施した。従来、新潟市各区が実施していた「認知症サポーター養成講座」等の開催や
申込、受付、実施報告等の事務作業を当会が新潟市と連携しながら行うものである。事務連絡
等ではキャラバンメイトや地域包括支援センター、新潟県、新潟市とのネットワーク構築を図
っていくことが重要となっている。介護の中での「認知症」を理解し、認知症の人や家族を見
守り、手助けをする「認知症サポーター」を養成し、認知症になってもできる限り住み慣れた
地域で安心して暮らせるまちづくりをサポートするというコンセプトの上で積極的に情報提
供を行っていく。コロナ禍の中でも１０５件の講座が開催された。
○認知症サポーターキャラバン事業事務局（認知症サポーター養成講座実施について）
１開催件数

１０５件（令和３年３月）

２場

所

新潟市内各地区

３講

師

キャラバンメイト

○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

⑤対 応 者

正・副会長

⑥相談件数

３件

○各ブロックでの介護に関する研修事業
本会は新潟県を４つのブロック（上越・中越・下越・佐渡）に分けて、地域密着型のミニ研
修を例年数多く実施してきたが、本年はコロナウイルス感染拡大防止の観点から、いずれの研
修も開催できなかった。

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）
４月県内介護福祉士養成施設入学式への臨席は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、全て
臨席中止となった。

○会務の運営状況
１

定時総会
１開 催 日

令和２年６月１３日（土）１３：３０～１４：３０

２会

場

長岡介護福祉専門学校あゆみ４階 大会議室

３出席者数

７２０名（当日参加１０名・委任７１０名）

４議

案

第１号 令和元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２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（コロナウイルス感染拡大防止のため書面表決）
１報 告 日 令和２年５月２２日
２出席者数

理事２２名、監事２名

３議

第１号 令和元年度事業報告及び決算書について

案

第２号 正会員及び賛助会員入会承認の件
第３号 地域福祉ボランティア事業基金取り崩し承認について
第４号 新理事候補者推薦選出承認について
第２回理事会（コロナウイルス感染拡大防止のため書面表決）
１報 告 日 令和２年１１月４日
２出席者数

理事２２名、監事２名

３議

第１号 正会員及び賛助会員入会承認の件

案

第２号 役員改選選挙管理委員会設置承認の件
４報告事項

第1号

事業報告

第３回理事会（コロナウイルス感染拡大防止のため書面表決）
１報 告 日 令和３年２月１２日
２出席者数

理事２２名、監事２名

３議

第１号 正会員及び賛助会員入会承認の件

案

４報告事項

第１号 事業報告

第４回理事会
１報 告 日 令和３年３月１３日
２出席者数

理事１４名、監事２名

３議

第 1 号 令和３年度事業計画案について

案

第２号 ・令和３年度収支予算書案承認について
・資金調達及び設備投資の見込案承認について
第３号 正会員及び賛助会員入会承認の件
４報告事項
３

第1号

事業報告

正・副委員長会議
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、本年は対面会議を行なわずｚｏｏｍアプリ等を

用いてのオンライン会議を実施しており、約１ヶ月に１回ほどのペースで実施している。内
部理事および各委員長・副委員長が構成メンバーとなっている。
第１回（オンライン会議）
１開 催 日

令和２年４月３日（金）１８：３０～１９：３０

２会

新潟ユニゾンプラザ３階事務局（ホスト）

場

３出席者数

５名（会長及び副会長）

４議

新型コロナウイルス対応について

題

ファーストステップ研修の予定について
コロナ禍での当会主催研修開催の有無について
第２回（オンライン会議）
１開 催 日

令和２年４月１７日（金）１８：３０～１９：３０

２会

新潟ユニゾンプラザ３階事務局（ホスト）

場

３出席者数

５名（会長及び副会長）

４議

新型コロナウイルス対応について

題

定時総会・講演会対応について
各地区ブロック研修について
今後の各種の研修、講習会開催について
今後の事務局体制の対応について
第３回（オンライン会議）
１開 催 日

令和２年５月９日（土）１０：００～１１：００

２会

新潟ユニゾンプラザ３階事務局（ホスト）

場

３出席者数

１０名（会長・副会長・副委員長等）

４議

実務者研修開催延期について

題

福祉用具専門相談員講習会中止について
今後のオンライン会議の在り方について
オンラインの活用について
定時総会の中止について
認知症サポーターキャラバン事業について
介護技術コンテストの開催について
学校訪問出前講座について
実習指導者研修について
第４回（オンライン会議）
１開 催 日

令和２年５月２２日（金）１８：３０～１９：３０

２会

新潟ユニゾンプラザ３階事務局（ホスト）

場

３出席者数

１０名（会長・副会長・副委員長等）

４議

実務者研修開催新日程について

題

実習指導者の研修講師について
法人運営について
９月以降の研修について
感染症の研修について
広報誌かけはし発行について
サイボウズシステムの今後の活用方法について
第５回（オンライン会議）
１開 催 日

令和２年６月５日（金）１８：３０～１９：３０

２会

新潟ユニゾンプラザ３階事務局（ホスト）

場

３出席者数

４名（会長・副会長・副委員長等）

４議

定時総会の開催確認について

題

当会フェイスブックについて
ＶＲ職場体験動画の協力依頼について
第６回（オンライン会議）
１開 催 日

令和２年６月１９日（金）１８：３０～１９：３０

２会

新潟ユニゾンプラザ３階事務局（ホスト）

場

３出席者数

７名（会長・副会長・副委員長等）

４議

かけはし作成（内容）について

題

内部理事によるオンライン研修案について

その他委託事業の状況について
ホームページの修正について
第７回（オンライン会議）
１開 催 日

令和２年８月５日（水）１８：３０～１９：３０

２会

新潟ユニゾンプラザ３階事務局（ホスト）

場

３出席者数

３名（会長・副会長・等）

４議

８/８運営委員会開催について確認

題

第８回（オンライン会議）
１開 催 日

令和２年８月３１日（月）１８：３０～１９：３０

２会

新潟ユニゾンプラザ３階事務局（ホスト）

場

３出席者数

５名（会長・副会長等）

４議

介護の日県民のつどい参加コーナーについて

題

介護に関する入門的研修について
オンラインでの介護相談コーナー設置について
第９回（オンライン会議）
１開 催 日

令和２年１０月５日（月）１８：３０～１９：３０

２会

新潟ユニゾンプラザ３階事務局（ホスト）

場

３出席者数

７名（会長・副会長等）

４議

次年度研修計画について

題

感染症研修について
役員等への講師謝金支払いについて
介護に関する入門的研修について
オンラインでの介護相談コーナー設置について
新潟市委託事業について
４

運営委員会（各ブロック運営委員）
従来の県内各地の運営委員を構成メンバーとしており、５０名ほどが定数となっている。当
会の運営協力メンバーとなっている。従来は２ヶ月に１回、会議を実施しているが、本年はコ
ロナ禍の中で集合できずオンライン会議での参加をお願いした。
第１回（オンライン会議）
１開 催 日

令和２年７月１１日（土）１０：００～１２：００

２会

新潟ユニゾンプラザ３階事務局（ホスト）

場

３出席者数

２３名（会長・副会長・他運営委員）

４議

令和３年度の役員改選について

題

介護技術コンテスト・介護の日県民の集い参加について
介護職種の技能実習指導員講習について
新型コロナウイルスのガイドライン作成について
感染症研修について
新型コロナウイルスのアンケートについて
会報誌かけはしについて
今年度の講師料等について
事務局職員及び体制について
ホームページ、フェイスブックについて
今後の会議の在り方について
日本介護福祉士会主催事業について
第２回（オンライン会議）
１開 催 日

令和２年８月８日（土）１０：００～１２：００

２会

新潟ユニゾンプラザ３階事務局（ホスト）

場

３出席者数

１９名（会長・副会長・他運営委員）

４議

令和３年度の役員改選について

題

新型コロナウイルスのガイドライン作成について
感染症研修について
各ブロックでのオンライン会議について
第３回（オンライン会議）
１開 催 日

令和２年９月１２日（土）１０：００～１２：００

２会

新潟ユニゾンプラザ３階事務局（ホスト）

場

３出席者数

２０名（会長・副会長・他運営委員）

４議

令和３年度の役員改選について

題

選挙管理委員会委員選出のお知らせ
新型コロナウイルスのガイドライン作成について
感染症研修について
介護に関する入門的研修実施について
介護相談ルーム開設について
日本介護福祉士会主催事業について
第４回（オンライン・面談会議）
１開 催 日

令和２年１０月１０日（土）１０：００～１２：００

２会

新潟ユニゾンプラザ４階 大会議室（ホスト）

場

３出席者数

１８名（会長・副会長・他運営委員）

４議

題

介護の日県民の集い参加について
介護相談ルーム開設報告について
今年度後期の研修計画について
次年度研修計画について
感染症研修について
介護に関する入門的研修進捗状況について
新潟県喀痰吸引等指導者講習事業スタッフについて
日本介護福祉士会主催事業について

第５回（オンライン・面談会議）
１開 催 日

令和３年２月２０日（土）１３：３０～１６：００

２会

新潟ユニゾンプラザ５階 特別会議室（ホスト）

場

３出席者数

１７名（会長・副会長・他運営委員）

４議

次年度内部理事候補者について

題

次年度運営委員会メンバーについて
次年度事業計画について
定時総会について
感染症研修について
日本介護福祉士会主催事業について
今後の年会費について

○公益社団法人日本介護福祉士会会議及び事業（オンライン会議 宮崎会長参加）
・第 1 回常任理事会

令和２年７月７日 開催

・第２回常任理事会 令和２年８月１１日 開催
・第３回常任理事会 令和２年９月７日 開催
・第４回常任理事会 令和２年９月２８日 開催
・第１回全国都道府県会長会議 令和２年１０月１５日 開催

