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 近年の異常気象により今年度も地震、大雨、台風の襲来により日本列島各地に甚大な被害

をもたらしました。特に 10 月に上陸した東日本台風では、長野県各地に大きな被害をもた

らしその災害支援については、長野県災害福祉ネットワークの構成団体と共に連携協働し災

害支援活動に取り組みました。 

当士会においては、災福ネットの要請を受け福祉避難所における要配慮者の生活支援、自

衛隊の仮設風呂での入浴支援を災害ボランティア登録者６６名、約５０日間行い、その体制

づくりの重要性と災害時における生活支援の専門家として、介護福祉士の役割が問われるこ

とを実感しました。 

今回災害支援活動を終え、災害時に迅速に災害救援活動に取り組めるよう日頃から有事に

備えた対応ができる組織体制づくりが重要であることが活動の結果として得られ、今後災害

救援マニアルを見直すための検討を行うこととしました。 

今年度も学び、つながり合い、介護の専門性を高めるとともに介護福祉の普及啓発、関係

機関との連携等に取り組み、７月には介護福祉士会に対する理解や介護職員に対する処遇、

労働環境改善等について健康福祉部と意見交換を行い県との関係を深めました。 

会の中心的な事業である研修では、生涯研修を中心に専門分野別の各種研修を行い、中で

も実習指導者研修では介護福祉士養成教育内容の見直しが行われたことから、新カリキュラ

ム対応のためのフローアップ研修を実施。また、外国人技能実習生の支援においては長野県

から外国人介護人材受け入れ支援事業の補助金を受け、日本の介護現場で適切な介護の提供

を行うためにコミュニケーション技術、生活支援技術の研修を実施し、技能実習生１２名が

受講しました。 

介護の仕事の理解や魅力を伝える活動として、介護カフェ、介護の魅力伝えたい、ふくシ

ニア、介護福祉士養成校への訪問等を行い、介護福祉士の価値の発信・イメージ転換に努め

ました。 

 会の現状は会員数の減少という厳しい現実がありこの現実を真摯に受け止めつつ、現会

員が会にとどまり、新入会員拡大につながるためにと様々な工夫や改善をしてまいりました。       

今年度は台風災害、新型コロナウイルスの感染症などで後半の活動に大きく影響し、とり

わけ新型コロナウイルス感染拡大防止のため研修、会議の中止や延期をせざるを得ない状況

になっており、会の活動の停滞が懸念されますが状況を見ながら進めていきたいと思います。 

今後につきましても皆様からの積極的なご意見ご提案をいただきながら、魅力ある介護福

祉士会を目指して参りますのでよろしくお願いします。 



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

R2.3.14（土）

６日間

 

 

　

R1.12.7（土）

（中止）

R2.3.14(土）

（中止）

　

R1.7.20(火）
 ～

24日間

事　業　名 事　業　内　容

(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

・松本短期大学　　6回開催　　参加人員　延136名
・内容　「残存機能と介護技術の実際」「対人関係とコミュニケー
ション」「要介護者の口腔ケアの実際」「第1回事例検討悩みを解
決しよう」「認知症ケア」「第2回事例検討悩みを解決しよう」

② 論文研究事業 R1.8.10(土）
～

R2.3.29(日）
７日間

・松本市なんなん広場他　5回開催　受講者　延10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総会等
での発表を目的に実施

(2) 社会福祉に関する啓発
     事業・情報提供事業 R１.6.22(土）

・安曇野市　穂高みらい　参加者　114名
・定時社員総会の後開催
・演題　「これからの福祉の姿と介護の担う役割」① 講演会

② 講師派遣事業

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60個所 　 講師延102名
・広域連合介護認定審査会に審査委員49名を派遣

③ 広報活動事業

年間

・「ケアワーク信濃」１４６号～１５１号　偶数月に発行
・「ケアワーク信濃」１４７号～１５２号　編集会議（5月～2月）
・インターネットHPの運営及び更新

④ 共催事業 　

 　「介護の日」県民のつど
い

R1.11.9（土） ・岡谷市男女共同参画センターあいとぴあ　　　　参加者86名
・認定介護福祉士2名　実践発表
・講師；落語家　三遊亭多歌介氏
・演題「楽し、ウレシ、介護福祉士」～感謝の気持ちから喜びが生
まれる

(3)　介護福祉士の専門性
      を高める事業

・松本市勤労者福祉センター　　受講者　１７名
・内容　「ナチュラルリズムの恩恵ケア～「自分らしく」を難しく感じ
た時に」

① 専門部会研修等

ア　施設部会研修(中信）

イ  在宅部会研修

② 部門部会研修

ア　認定介護福祉士養成研修
・長野市　ＪＡ長野県ビル　　受講者　21名
・内容　I類　「認定介護福祉士養成研修導入」「医療に関する領
域」「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・社会的支援に関する領
域」「生活支援・介護過程に関する領域」

ウ　地域福祉部会研修 〇研修交流会

エ　サービス提供責任者部会

R1.12．８(日)

・サ責の未来を語り合う研修　

・場所　松本市　松本なんなん広場　受講者 12名
・内容　「同じサ責という立場の仲間と語り合い、サ責の未来につ
いて考える」

 長野市JA長野ビル
・演題「一人ひとりが輝ける笑顔講座｝「交流会」
・地域福祉部会　7回実施

　
　

R1.８.31（土）
～



期　　日事　業　名 事　業　内　容

R1.5.17(金）

 ～

R2.2.25(火）

16日間

　

　

　

R1.7.29(月） 　
R1.9.12(木）
R1.10.2(水）
R1.10.21(月）

R2.2.21(金）

R1.5.24(金）
R1.6.18(火）
R1.7.5(金）
R1.7.18(木）
R1.8.21(水）
R1.10.19(土）

6日間

R1.9.3(火）

R1.10.29(火）

R1.11.14(木）

R1.12.5(木）

４日間

R1.11.19(火）

R1.11.20(水）

２日間

イ ファーストステップ研修 ・長野市　ＪＡ長野県ビル　受講者　25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」

キ 認知症研修 R2.1.18（土）

R2.3.17(火)
　　(中止）
　

〇認知症の医学的理解
・松本市　勤労者福祉センター　受講者26名
・内容　「認知症の原因疾患・中核症状・認知症の類似症状診断
と治療」
〇認知症総合研修
・JA長野県ビル　12階１２D会議室
・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
本理念について学ぶ」「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」

　

　

ウ 実習指導者研修 ・長野市　ＪＡ長野県ビル　受講者91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」「実習フォローアップ研修指
導者に対する期待」
〇新カリキュラム対応実習指導者研修
「介護福祉士養成課程見直しの全体像」「介護実習に含むべき事項」

 オ 介護福祉士基本研修 ・長野市　JA長野県ビル、　受講者 60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」

カ　リーダー(講師養成)
　　研修

・長野市　JA長野県ビル　受講者 　15名

・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」　

エ サービス提供責任者 ・長野市  JA長野県ビル 、塩尻総合文化センター　受講者　40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

 

ク リスクマネジメント研修 R1.5.15(水）

R1.6.5(水）

〇初級編
・長野市　ＪＡ長野県ビル　受講者　６７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　４９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」

     (初級編、中堅編)

　



期　　日事　業　名 事　業　内　容

R1.10.18(金）

　

R2.2.18(火）

（中止）

R1.4.25(木）

　

R2.1.11(土）

　

R1.12.18(水）

　

R1.5.1（水）
～

R2.3.31(火）

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）

ケ 介護技術研修 R1.6.29（土）

R2.2.13（木）
R2.3.12（金）

（中止）
R2.3.1（日）

（中止）

〇生活支援技術講習会（指導者スキルアップ）
・長野市　フランスベッド長野　受講者23名
・内容「移動・移乗の介助」
〇外国人介護人材生活支援技術研修　塩尻市12名
〇外国人介護人材生活支援技術研修　千曲市

〇　リハビリテーション介護技術
・長野市　長野保健医療大学　中止
・内容　「リハビリテーション介護とは」「関連職種の連携」「生活支
援に必要な運動学【筋】と【てこ】のはなし」「日常生活の中のリハビ
リテーション」

コ　介護記録・課題の書き
方
　　講習会

・長野市　JA長野県ビル　受講者　94名
・内容　「介護記録は何のために、ポイントを押さえた書き方」「介
護記録に何も書くことが無いとき、時間短縮の書き方」「課題の書
き方の基本ルール」

サ 他職種連携に関する
　　研修

・長野市　JA長野県ビル
・内容　「他職種連携を行うための介護福祉士の役割、専門性の
再確認」「他職種の理解、相手の専門性を引き出す」「グループ
ワークの進め方」

シ プリセプター養成
    (新人育成)研修

・長野市　JA長野県ビル　受講者　９０名
・内容　「介護を取り巻く現状と新人教育」「プリセプターとは何か」
「新人教育に求められる体制」「専門性伝達手法」「目標管理と新
人育成」他

ス 災害ボランティア基礎
　　研修

・松本市　なんなん広場　受講者　35名
・内容　「介護福祉士が行う災害ボランティアの基礎知識」「長野県
災害福祉広域支援ネットワーク」台風19号災害支援「福祉避難所
ボランティア活動を振り返える」ワークショップ
・災害ボランティア登録者数　27名

ソ ターミナルケア研修
R２.1.27(月）

・長野市　ＪＡ長野県ビル　受講者　４３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」

③支部研修・ブロック研修

セ 技能実習指導員講習会 ・塩尻市総合文化センター　受講者　58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」

　

タ　虐待防止・成年後見
　　制度・権利擁護研修

R2.3.12(木)
　（中止）

・松本市　松南地区公民館　2F　第4会議室
・テーマ　虐待防止・成年後見制度・権利擁護研修

北信支部研修　2回・ブロック研修　17回　受講者　312名
東信支部研修　2回・ブロック研修　9回　受講者　178名
中信支部研修　3回・ブロック研修　10回　受講者　253名
南信支部研修　4回・ブロック研修　 6回　受講者　201名

※　（中止）は全て新型コロナウィルス感染防止のため

④ 受験対策事業

 ア 全国一斉模擬試験 R1.12.8 ・郵送のみ　　受験者数　19名



期　　日事　業　名 事　業　内　容

(１)　諸会議の開催
 ① 定時社員総会

 ② 理事会　

 ③ 委員会 　 ・松本市　なんなん広場

　ア 運営委員会 R1.4.13(土）

R1.6.7(金）

R1.7.27(土）

R1.9.28(土）

R1.11.2(土）

R1.1.11(土）

６回

　イ 広報委員会

H31.4.7(火）

R1.6.9(日）

R1.8.8(火）

R1.10.9(月）

R1.12.5(日）

R2.2.10(日）

６回

　ウ 研修委員会 R1.6.7(金）

R1.12.8(日）

２回

R1.6.22(土） ・第２回理事会　・安曇野市穂高みらい
審議事項
正副会長選定について

・第１回理事会　長野市　JA長野ビル
・内容　「平成30年度事業報告・収支決算」「定款施行細則の一部
改正」「会費免除規程」「社員総会招集」審議、承認

R1.12.7(土） ・第３回理事会　長野市　JA長野ビル
・内容　2019年度上半期執行状況報告について(４月～９月)

R２.3.28(土） ・第４回理事会　長野市　JA長野ビル
(1) 令和2年度事業計画（案）について
(2) 令和２年度収支予算（案）について
(3) 令和２年度資金調達及び設備投資の見込みについて
(4)  令和２年度会長表彰(案)について
審議、承認

・組織強化、定時社員総会、役員活動費等について等協議

・組織強化、令和元年「公開セミナー」について、介護福祉士養成施設との連携等協議

R1.6.22(土）
・安曇野市穂高みらい　　参加者114名
・内容　「会長表彰」「平成30年度事業報告」「収支決算」審議、承
認　「平成31年度事業計画・収支予算」報告

・組織強化、定時社員総会、キャリア形成訪問指導事業等協議

「ケアワーク信濃」１４６号～１５１号の編集会議を年間６回開催

・来年度の研修計画作成ほか

・組織強化、入会キャンペーン、全国大会・日本介護学会について等協議

・組織強化、2020年度定時社員総会・公開セミナーの講師選定等協議

・編集会議 ・掲載内容：H31事業計画・認定介護福祉士シンポジュウム・地域
福祉部会交流会他研修情報・多職種連携（理学療法士）
・支部総会と役員紹介・支部、ブロック研修・介護カフェinながの・
多職種連携（栄養士）
・会長挨拶、新執行部紹介・運営委員会ワークショップ・県健康福
祉部懇談会・介護の魅力伝え隊・介護カフェinながの報告・多職
種連携（介護支援専門員）
・ふくシニア・東信、南信、北信、支部研修・なんなんフェスタ・台
風19号被災者支援福祉避難所・多職種連携（言語聴覚士）
・介護の日公開セミナー・全国大会、関ブロ研修報告・災害ボラ活
動報告・東信ブロック研修報告
・災害ボランティア振り返り研修・中信支部研修報告・介護カフェin
岡谷・認知症の医学的理解・NO虐待・研修委員会アンケート・多
職種連携（医師）

・今年度の研修会の運営・企画案作成、課題検討

・組織強化、2020年度支部会計決算及び研修実施について協議

　

R1.6.2(日）



期　　日事　業　名 事　業　内　容

　エ 組織委員会

　オ 倫理委員会 　　―

④ 三役会 H31.4.5(金）

R1.5.30(木)

R1.7.12(金）

R1.9.18(水）

R1.10.16(水）

R1.11.25(月）

R1.12.20(金）

R2.2.17(月）

R2.3.12(木）

9回

(2)　その他  

① 日本介護福祉士会総会

R1.4.13（土）
R1.5.16（木）
R1.7.13(土）

R1.7.28（日）

R1.8.7（水）

R1.9.07(木）

R1.10.31(月）

R1.12.8 (火）

R2.1.18(木）

R21.28日～
　　　3月3日

R2.3.21（土）
（中止）

・委員会開催事案なし

② 日本介護福祉士会第25
　　回全国大会・第16回日
　　本介護学会

R1.11.15(金）
～

R1.11.16(土)

・石川県　石川県立音楽堂　参加者　１４名
・基調講演、記念講演、分科会

③ 第25回関東甲信越
    ブロック研修会

R1.10.26(土）
・千葉県　幕張メッセ　参加者　３２名
・基調講演、分科会

・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

R1.5.25(土）
・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12名出席
・議案審議、講演

・支部役員会において、国家資格合格者、加入者への入会依頼
・入会状況について、今年度事業計画について
・入会状況について、介護カフェINながの企画確認、
今年度活動方針の検討
・介護カフェ２０１９inながの開催（権堂イーストプラザ）
テーマ「こんな介護福祉士になりたい」　参加者数22名
介護の魅力伝え隊結成
・介護の魅力を次世代に伝えていきたい仲間が集まり活動開始
　隔月1回開催
組織委員会
・事業所訪問持参セットの見える化、養成校文化祭参加について
・介護カフェin岡谷開催計画作成
組織委員会
・介護カフェin岡谷について
介護カフェ２０１９in岡谷
　テーマ「つながり、希望、まわりのハッピーについて語り合う」
組織委員会
・入会状況について・介護カフェinながの振り返り・次回のカフェに
ついて・養成校卒業生勧誘について・意識調査について
養成校勧誘のための学校訪問
・養成校8校訪問
・信州スポーツ医療福祉専門学校でのワークショップ
　テーマ：「対人援助職として優れたコミュニケーションについて考
えよう」
組織委員会
・養成校訪問の反省・意識調査のテーマ

　


