
１　介護福祉の向上及び福祉の増進に寄与する事業(公益目的事業）　　　　

期　　日

６日間

29.9.8(金）

29.9.22(金）

2日間

　

29.11.19(水）

　

　 　

 
29.8.27(日）

　

年間

② 介護福祉士に関する
    調査事業

③ 論文研究事業

(2) 社会福祉に関する啓発
     事業・情報提供事業

・長野市　長野県社会福祉総合センター　受講者　48名
・内容　「多職種連携による食事支援」

⑤ 介護相談事業

・内容　「認知症支援の動向」「グループホームに求められる役割」

②  公開セミナー
29.11.11(土）

・上田市　上田創造館　参加者　150名
・認知症啓発活動講座　「人形と語る認知症講座」
・講演会　演題　「脳活性化リハビリで認知症の進行を防ごう！！」

・長野市　松代文化ホール　参加者　128名
・定時社員総会の後開催
・演題　「これからの介護福祉士に求められるもの」

ア 第三者等評価事業

年間

・施設、事業所が行う研修に対し、要請に応じて講師を派遣
　施設、事業所延62個所 　 講師延87名
・広域連合介護認定審査会に審査委員49名を派遣

年間

⑥　第三者等評価事業

29.11.11(土）

　

「福祉サービス第三者評価基準」

「評価調査員の役割と考え方」

事　業　名

③ 講師派遣事業

④ 広報活動事業

30.1.27(土）

事　業　内　容

(3)　介護福祉士の専門性
      を高める事業

① 専門部会研修

 ア　施設部会研修(北信）

(1) 介護福祉の向上のた
     めの啓発・調査事業
① 介護の質を高める事業

介護福祉士意識調査(28年度実施)  回答数　360名
・28年度
 介護現場で働く介護福祉士のおかれている現状や専門職として
の意識と職能団体である介護福祉士会に関する意識調査を実施
・29年度
 調査に基づき、介護福祉士の就労実態や処遇、生涯学習に関
する課題を把握分析し報告書を作成

29.5.19(金）
～

30.2.16(金）
９日間

・松本市なんなん広場、エムウイング　９回開催　受講者　延43名
・調査研究計画書を作成し、介護現場の事例研究をまとめ学会等
での発表を目的に実施

・「ケアワーク信濃」134号～139号　偶数月に発行
・「ケアワーク信濃」135号～140号　編集会議（5月～2月）
・インターネットHPの運営及び更新

・上田市　上田創造館
「公開セミナー」に合わせて介護相談を開催

・松本短期大学　　6回開催　　参加人員　延185名
・内容　「シナプソロジーの特徴と介護予防」「ひとの身体の動きを
考えた介護」「人間関係を磨く」「関わりの手段としてのアクティビ
ティ」「認知症ケアの最新の動向」「事例検討」

29.6.24(土）

・松本市　長野県看護協会会館　受講者　55名
・内容　「私たち、このままで大丈夫　地域と未来に求められる介
護福祉士とは」

イ　第三者評価事業調査員

① 講演会

29.7.15(土）
～

30.3.24(土）

ウ　外部評価評価調査員 ・塩尻市　長野県総合教育センター　受講者　３名

30.1.15(月)
～

30.3.26(月)

・登録調査員　3名
・外部評価　1施設実施
　認知症対応型共同生活介護「にこにこハウス」

　　フォローアップ研修

・長野市　長野県社会福祉総合センター　受講者　２名

・塩尻市　長野県総合教育センター　　　　受講者　１名

・内容　「第三者評価の実施状況」

「第三者評価の現状と課題」「ロールプレイング」

 イ 在宅部会研修(中信)

　　継続研修



期　　日事　業　名 事　業　内　容

29.12.13(水）

30.3.10(土）

・認知症レク部会開催　佐久市交流センター　　　９名

30.3.4(日）

 

29.7.22(土) ・サービス提供責任者部会開催  松本市地域交流センター他  16名

29.9.9(土）

29.11.23(木）

　3回

　

29.4.25(火）
 ～

　 研修 30.3.20(火）

23日間

29.4.24(月)

 ～

29.12.26(火）

16日間

　

　

　

29.6.10(土） 　
29.6.29(木）
29.7.10(月）
29.7.31(月）

4日間

29..5.16(火）
29.5.30(火）
29.6.16(金）
29.7.14(金）
29.8.4(金）
29.8.24(木）

6日間

29.7.29(土）

29.8.22(火）

29.9.21(木）

29.10.17(火）

４日間

29.7.1(土）
～

29.8.28(月）

8日間

エ　認知症レクリエーション

　

・長野市　ホテル信濃路　受講者　54名
・演題　「語り合おう熱い思い、私たちのすべきこと、そして未来
へ」　「幸せ上手」
・地域福祉部会　4回実施

オ　サービス提供責任者

　 　
 　　部会 ・内容　「事例検討」「来年度の実施計画の検討」

　 　

ア 認定介護福祉士養成
・長野市　ＪＡ長野県ビル　　受講者　29名
・内容　「リハビリテーションに関する領域」「福祉用具と住環境に
関する領域」「認知症に関する領域」「心理・社会的支援の領域」
「生活支援・介護過程に関する領域」「マネジメントに関する領域」

 ウ 地域福祉部会研修

・松本市　松南地区公民館
・内容　「対人援助職の基本姿勢と職業倫理」「介護過程の展開」
「介護技術の基本的視点」「意見交換」

 (ｱ)  潜在介護福祉士就労
　　　支援研修

　

 オ 介護福祉士基本研修

エ サービス提供責任者 ・長野市  JA長野県ビル
・塩尻市　塩尻市塩尻総合文化ｾﾝﾀｰ　受講者　64名
・内容　｢介護保険法と訪問介護」「訪問介護計画、手順書の作成
及び記録」「事業所内で部下を指導、教育する方法」「他職種との
連携及びコミュニケーション」「サービス提供責任者に必要 な医療
知識や緊急時対応」「個別事例への関わり方」

　　研修

カ 実務者研修教員養成
　　講習会

・長野市　県社会福祉総合センター、JＡ長野県ビル 受講者23名
・内容　「実務者研修の目的」「介護教育方法」「介護過程の展開」
「評価方法」

② 部門部会研修

・長野市　JA長野県ビル、松本市　みやま荘　受講者 63名
・内容　「生涯研修制度における基本研修の位置づけ」「求められ
る介護福祉士像」「介護過程の基礎的理解」「介護過程の意義と
目的」「介護過程の展開と実際」

ウ 実習指導者研修 ・長野市　ＪＡ長野県ビル　受講者94名
・内容　「介護の基本」「実習指導の理論と実際」「介護過程の理
論と指導方法」「スーパービジョンの意義と活用及び学生理解」
「実習指導における課題への対応」「実習指導の方法と展開」「実
習指導者に対する期待」

 　　部会

イ ファーストステップ研修

・内容　「これからの活動について」　「作成したレクリエーションを
冊子にまとめる」「レクリエーション指導者として支部研修などに活
かしていく」

・長野市　ＪＡ長野県ビル　受講者　32名
・内容　「利用者の全人的理解、尊厳の理解と展開」「対人救助職
の倫理の理解と展開」「コミュニケーション技術の応用的展開(認
知症)　(全体)」「ケア場面の気づきと助言」「家族や地域の支援力
の活用と強化」「職種間連携の実践的展開」「的確な観察 ・記録と
チームケアへの展開」「中堅職員とし のリーダーシップ」「リスクマ
ネジメント」「問題解決のための思考法」 「介護職員の健康・ストレ
スの管理」「自職場の分析」「総合学習・修了課題」「認知症の医学
的知識」

 (ｲ) 研修交流会



期　　日事　業　名 事　業　内　容

29.10.13(金）

29.11.29(水)

29.11.30(木）

３日間

30.2.25(日）

 

 

30.2.9(金）
30.2.10(土）

２日間

30.2.21(水）

　

30.1.20(土）

　

　

　

29.5.14(日）
～

30.3.6(火）

・長野市　JA長野県ビル　受講者　28名
・内容　「介護福祉士が行う災害ボランティアの基礎知識」「熊本地
震における災害活動ボランティア」「災害広域ネットワーク」「長野
県介護福祉士会災害救援活動マニュアル」
・災害ボランティア登録者数　20名

　　研修

ク　高齢者レクリエーション

サ ICFに基づいた生活支
　　援技術　(指導者・講師
　　養成)講習会

・長野市　JA長野県ビル　受講者　50名
・内容　「口腔ケア技術の向上」「口腔ケアのポイント」ほか

 （ゥ） 看取り(ターミナルケア)

 セ 現任研修

　

　

 (ァ) 介護と薬
29.12.15(金）

・佐久市　佐久平交流センター　受講者　39名
・内容　「介護福祉士に必要な薬の知識」

シ 災害ボランティア基礎
　　研修

・長野市　フランスベット長野デイサービス　受講者　26名
・内容　「移動、移乗」「更衣・衣服の着脱」「食事介助」「排泄・振り
返り」

     (初級編、中堅編)

コ リスクマネジメント研修

　

ケ 認知症スキルアップ研修

〇初級編
・長野市　ＪＡ長野県ビル　受講者　30名
・内容　「介護サービスとリスク」「リスクマネジメントに必要なツー
ル」「認識のズレというリスク」「事故の再発防止の取り組み」

〇中堅編
・長野市　ＪＡ長野県ビル　受講者　41名
・内容　「リスクマネジメントシステム作り」「サービス管理とリスクマ
ネジメント」労務管理とリスクマネジメント」「大規模災害対応等近
年必要なリスク対策」

29.4.13(木）

29.5.18(木)

　

 （ィ） 口腔ケア

・長野市　ＪＡ長野県ビル　受講者　74名
・内容　「ターミナルケアの基本」「利用者、家族等に対する介護職
として適切な支援方法」「他職種との連携方法や協働のポイント」
ほか

〇基礎
・長野市　ＪＡ長野県ビル　受講者　36名
・内容　「生活支援における「生活」と目指すべき認知症介護の基
本理念」「支援を実施するためのポイント・事例」

〇リーダー
・長野市　ＪＡ長野県ビル　受講者　29名
・内容　「認知症高齢者の行動や心理について理解を深め実践
力をつける」「自らの実践を言語化する力をつけ、認知症介護の
専門性を高める」

29.11.22(水）

30.2.20(火)
30.3.6(火)

　

　

・内容　「講師初心者(ファーストフォローアップ)研修」「グループマ
イクロティーチング」「講師経験者マイクロティーチング」

・長野市　JA長野県ビル　受講者 　32名

③　支部研修・ブロック研修 北信支部研修　2回・ブロック研修　17回　受講者　406名
東信支部研修　1回・ブロック研修　12回　受講者　201名
中信支部研修　2回・ブロック研修　11回　受講者　310名
南信支部研修　3回・ブロック研修　  9回　受講者　236名

ス 技能実習指導員講習会 ・長野市　JA長野県ビル　受講者　57名
・内容　「技能実習指導員の役割」「移転すべき技能の倫理と指導
方法」「技能実習指導の方法と展開」「技能実習指導における課
題への対応」「理解度テスト」

30.1.17(水）

30.2.18(日）

　

キ　リーダー(講師養成)
　　研修

・松本市　松本大学　受講者 　46名

・内容　「身体機能の仕組みと向上、脳の活性化」「レクリエーショ
ンによる生活の質の向上」「実技」　



期　　日事　業　名 事　業　内　容

29.10.17(火）

29.10.31(火）

29.11.21(火）

3日間

２　その他本会の目的を達成するために必要な事業（法人会計）

期　　日

(１)　諸会議の開催
 ① 定時社員総会

 ② 理事会　

 ③ 委員会 　 ・長野市　県社会福祉総合センター、松本市　なんなん広場、みやま荘

　ア 運営委員会 29.4.15(土） ・会費納入状況、役員活動費、日本介護福祉士会全国大会等協議

29.6.17(土）

29.7.23(日）

29.9.2(土）

29.11.3(金）

30.1.13(土）

６回

　イ 広報委員会 29.4.9(日）

29.6.11(日）

29.8.6(日)

29.10.8(日）

29.12.17(日）

30.2.11(日）

29.9.2(土）

７回

　ウ 研修委員会 29.5.28(日）

29.12.10(日）

２回 ・来年度の研修計画作成ほか

　

 ア 介護福祉士筆記 ・塩尻市　長野県総合教育センター　受講者　23名
・内容　「介護の基本」「人間の尊厳と自立」「人間関係とコミュニ
ケーション」「発達と老化の理解」「認知症の理解」「障害の理解」
「生活支援技術」

30.3.17(土）

(４回)

・第４回理事会　長野市　長野バスターミナル
・内容　「平成30年度事業計画・収支予算」「資金調達、設備投
資」「会長表彰」「大規模災害支援積立金設置規程」審議、承認

 　　試験直前対策講座

29.6.24(土）

29.12.10(日） ・第３回理事会　長野市　長野バスターミナル
・内容　「平成29年度上半期執行状況報告」

・県下３支部３会場　　受験者数　75名29.12.3(日） イ 全国一斉模擬試験

・会員の資質向上のために研修委員会を年間2回開催

・「ケアワーク信濃」135号～140号の編集会議を年間６回開催

29.6.3(土） ・第１回理事会　長野市　長野バスターミナル
・内容　「平成28年度事業報告・収支決算」「役員改選」「社員総会
招集」審議、承認

・編集会議

・組織強化、地域ケア会議への介護福祉士の参画等協議

・今年度の研修会の運営・企画案作成、課題検討

事　業　名

・長野市　松代文化ホール　　参加者128名
・内容　「会長表彰」「平成28年度事業報告・収支決算」「役員改
選」審議、承認　「平成29年度事業計画・収支予算報告」

事　業　内　容

29.6.24(土） ・第２回理事会　長野市　松代文化ホール
・内容　「正副会長の選定」審議、承認

・組織強化、平成29年度公開セミナー、会ホームページ等協議

・組織強化、全国一斉模試、災害ボランティア基礎研修等協議

・組織強化、平成30年度定時社員総会講師選定等協議

・平成29年度定時社員総会、キャリア形成訪問指導事業等協議

・インターネット委員会

・掲載内容　定時社員総会(新会長・前会長挨拶)、各支部総会、
認定介護福祉士養成研修スタート、各種研修会、支部研修会、日
本介護福祉士会全国大会、公開セミナー、関東甲信越ブロック研
修会、災害支援研修会、入会理由を共有し未来を語り合うワーク
ショップ、新会員インタビューほか

・介護福祉士会ホームページの充実とブログ等を活用した、会員
相互の情報交換システムの構築等

④ 受験対策事業



期　　日事　業　名 事　業　内　容

　エ 組織委員会 29.6.16(金）

29.8.10(木）

29.9.29(金）

29.12.4(月）

30.2.3(土）

30.3.10(土）

６回

　オ 倫理委員会

④ 三役会 29.4.8(土）

29.5.21(日）

29.7.8(土）

29.8.19(土）

29.1021(土）

29.11.17(金）

30.1.6(土）

30.3.3(土）

８回

(2)　その他  

① 日本介護福祉士会総会

　
④ 介護の現場を守るため
　　の署名活動

29.10.2(月）
～

29.11.6(月)

・日本介護福祉士会の依頼を受け「介護の現場を守るための署
名」活動を実施
・署名筆数　3,178筆

② 日本介護福祉士会第24
　　回全国大会・第15回日
　　本介護学会

29.7.15(土）
～

29.7.16(日)

・富山市　富山県民会館　参加者　25名
・基調講演、記念講演、シンポジュウム

　

・組織強化のため委員会を年間６回開催
・養成校への訪問勧誘活動
・国家試験合格者への勧誘活動
・研修参加者への勧誘活動
・事業所への訪問勧誘活動
・新会員勧誘DVDを使用しての勧誘活動
・特典付き入会キャンペーンの実施(29.9.～30.3)
・介護福祉士会への入会理由を共有し未来を語り合うワークショッ
プの実施
・全国一斉模試での勧誘活動

・東京都中央区　損保ジャンパン日本興和日本橋ビル
  代議員  17名中13名出席
・議案審議、講演

29.5.27(土）

・運営委員会、理事会等に付託する事項協議
・研修会、本会の運営等協議

・倫理委員会委員の委嘱及び委員長の選任29.6.24(土）

③ 第24回関東甲信越
    ブロック研修会

29.10.28(土）
・山梨県　桃源文化会館　参加者　51名
・記念講演、グループディスカッション


