公益社団法人長野県介護福祉士会令和２年度事業報告
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今年度「実践力を高め、求められる介護福祉士像を目指そう」を目標に、介護福祉士が
実践力を高め介護現場で中核的役割が担えるための資質向上研修、介護福祉の普及啓発活動、
行政や多職種とともに地域包括ケアに関する取り組みを行い、連携促進を目指して取り組ん
できました。
昨年から拡大している新型コロナウイルス感染症により、社会全体が自粛生活を余儀なく
され、人とひとの接触を避けなければならず、会の事業展開にも大きく影響を与えました。
本士会ではこのような状況下にあっても、会員の学ぶ機会をできるだけ確保しようとオン
ラインを活用した研修を推進するべく取り組みました。
職能団体の役割である制度政策への提言や介護従事者の働く環境を改善するための活動と
して、新型コロナウイルス感染症予防に必要な衛生用品や防護服の確保や特別手当の支給の
要望書を県知事に提出、長野県第 8 期高齢者プラン作成に当たっては、県担当課と介護福祉
士会代表者で懇談を行い職能団体として意見を述べています。
委員会活動では、今年度新たに 2 つの委員会が立ち上がり、災害対策委員会では、災害時
の対応マニアルを検討し始めています。
介護福祉の普及啓発、関係職種との連携では、第 1 回信州ふっころフェスティバルで県社
会福祉協議会、一部関係団体と協力し、会が提案した介護技術コンテストを開催、介護を目
指す学生や介護職員の姿を介護技術コンテストという形で発信し、介護に対する正しい理解
や介護現場の活性化につなげる第一歩となりました。
11 月以降、介護現場のリーダー的介護職員の人材育成として、県が予算化した「介護職チ
ームケア実践力推進事業」を受託した事業所に、外部コンサルタントとして出向き相談・指
導を実施しました。次年度につなげたいと思います。
コロナ禍により今年度計画していた事業が予定通り実施することができませんでしたが、
会員にできる限り入会している価値を感じてもらえるよう、映画ピアのオンライン上映、フ
ェイスブック・ホームページ・ケアワークでの情報提供を行ってきました。
長野県介護福祉士会は、会員が守るべき基本理念と 5 つの基本視点に基づいて活動展開を
してまいりました。最大の目的はすべての人々が住み慣れた地域で安心して暮らすことがで
きる社会の実現であり、それを目指すためには職能団体としての組織基盤強化を図り、より
発展的に機動性を持つことが必要です。
感染症の影響で新たな形での事業展開が求められています。会員一人ひとりにとって魅力
ある会とすべく創意・工夫・改善に努めてまいります。

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）
事 業 名

期

日

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

② 実践ラボ事業

非開催
2.7.25(土）
2.9.5（土）
2.10.17（土）
2.12.26（土）
3.1.23（土）
3.2.27（土）
3.3.20（土）

介護福祉実践ラボ
・松本市なんなん広場他 7回開催 受講者 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
①オンライン上映会

3.2.8(月) ～
映画 ピア～まちをつなぐもの～
14日(日)

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11個所 講師延20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」１５２号～１５７号 偶数月に発行
・「ケアワーク信濃」１５３号～１５８号 編集会議（5月～2月）
・HP・Facebookの運営及び更新

④ 共催事業
県社会福祉法人経営者協議会・長野県社協・長野県介護福祉士
長野県ふっころフェスティバル 2.11.3（火）
会共同主催による介護技術コンテスト（オンライン開催）
「介護の日県民の集い」
(3) 介護福祉士の専門性を
高める事業
①専門部会研修等
ア サービス提供責任者部会

中止

サービス提供責任者研修受講者のフォローアップ

イ 認定介護福祉士実践発表

中止

総会・公開セミナー等で実践発表

②部門部会研修

ア 認定介護福祉士養成
研修

3.1.16（土）
3.1.30（土）
3.2.6（土）
3.2.13（土）
3.2.20（土）
3.2.28（日）
3.3.28（日）

イ ファーストステップ研修

中止

Zoomによるオンライン研修 各3H7回
受講者 17名(県外者6名）
認定介護福祉士としての役割や使命を果たすために必要な知識・
技術を獲得し、実践力を身に着けた介護福祉士を養成する

小規模チームのリーダーや初任者の指導係りとして期待できる者ま
た、介護現場における的確な判断、対人理解に基づく尊厳を支える
ケアの実践ができる指導的職員を養成する

事 業 名

期

日

事 業 内 容

ウ 介護福祉士基本研修

長野市 生涯学習センター 会員20名 非会員4名受講者２４名
2.9.2(水）
根拠に基づいた介護を実践するために、求められる介護福祉士
2.9.17(木）
像、生活支援としての介護の視点、自立支援の考え方、求められる
2.10.8(木）
知識と技術、介護過程の基本的理解、介護過程の展開の実際

エ 介護福祉士実習指導者
研修

長野市 ＪＡ長野県ビル 受講者４２名
2.8.6（木）
「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
2.8.27（木）
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
2．10．2(金)
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
2.10.28(水)
研修指導者に対する期待」

オ サービス提供責任者研修

中止

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、
他職種との連携及びコミュニケーション、事業所内で部下を指導教
育する方法、サービス提供責任者に必要な医療知識や緊急時対応
等を学ぶ

カ 生活支援技術講習会
（指導者養成）

中止

生活支援技術の講師として、統一した基本技術の確認と、状況に合
わせた技術が提供できるよう学ぶ

キ リーダー養成研修

中止

中堅職員を対象として、指導者・講師として活躍していくために、
ティーチング・コーチング技術を学ぶ
長野市 JA長野県ビル 受講者３５名（会員１２名 非会員２３名）
「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

ク プリセプター養成研修

2.7.3(金）

ケ リスクマネジメント研修
2日間の予定を1日に変更

長野市 ＪＡ長野県ビル 受講者２３名（会員１３名 非会員10名）
「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
2.6.12(金） ズレというリスク」「事故の再発防止の取り組み」「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」ほか

コ 介護記録・課題の書き方
講習会

中止

介護記録のポイントを押さえた書き方等、統一した介護を行うための
基本を学ぶ

サ 認知症研修

中止

認知症についての理解を深め、その場の状況に応じた尊厳のある
かかわり方の基本から応用まで習得する

シ ターミナルケア研修

中止

人生の最終章をその人らしく支えるために、終末期の身体の状態を
理解し、利用者・家族等との関わり方、他職種との連携について学
ぶ

ス 介護現場に必要な医学的
知識の研修

中止

状態の変化や状況を把握し、スムーズに医療へ繋ぐことができるよう
に、フィジカルアセスメント等の知識や技術を習得する

セ リハビリテーション介護
技術

中止

日常生活を意識したリハビリテーションの意義を学び、実技を通して
技術を習得する

ソ 多職種連携に関する研修

中止

住み慣れた地域社会で自分らしい生活を最期まで続けられるよう
に、多職種連携、協同して総合的に支援していくことを学ぶ

事 業 名

期

タ 権利擁護・虐待防止研修

日

事 業 内 容

Zoomによるオンライン研修 受講者17名
3.3.15(月) 利用者の一番身近なところで関わっている福祉専門職として、権利
擁護のための基礎知識、虐待防止や成年後見制度等を習得

チ 災害ボランティア基礎
研修

中止

模擬訓練を通して、生活支援の専門家として、介護福祉士が災害
時にどのようにかかくぁることができるのかを学ぶ

ツ キャリア形成訪問指導
事業講師合同研修

中止

一定レベルの研修内容が提供できるよう、各々が講義している内容
を共有し学び合うとともに、講師を養成するためのスキルも学習する

テ 外国人技能実習指導員
講習会

ト 外国人介護人材
生活支援技術集合研修

JA長野県ビル 受講者 ５１名
「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
2.11.6（金） 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」
3.2.4（木）
中止
3.3.5（金）

塩尻市 信州介護福祉専門学校
千曲市 サクラケア千曲
受講者 技能実習生14名
「コミュニケーション技術・更衣・排泄の介助」
技能実習生及び介護における1号特定技能外国人の生活支援技
術の向上と、県内全域で働く仲間との交流を図った

Zoomによるオンライン研修 受講者22名
3.１.30(土） 医療現場で働く認定介護福祉士から、日々の実践から介護現場に
活かせる感染防御について

ナ 感染症研修

③ 支部・ブロック企画研修

支部研修・ブロック研修

2.5.1～
3.3.31

北信支部研修
東信支部研修
中信支部研修
南信支部研修

１回・ブロック研修
2回・ブロック研修
１回・ブロック研修
２回・ブロック研修

１回
2回
２回
２回

受講者 ２３名
受講者 53名
受講者１０９名
受講者 ７９名

④ 受験対策事業
全国一斉模擬試験

2.12.8(火） 郵送のみ

受験者数 10名

※ （中止・非開催）は、全て新型コロナウイルス感染症予防のため
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）
事 業 名

期

日

事 業 内 容

(１) 諸会議の開催
① 定時社員総会

小諸市文化センター 参加者50名
2.6.20(土） 「会長表彰」「2019年度事業報告」「収支決算」審議、承認 「2020年
度事業計画・収支予算」報告

事 業 名

期

日

事 業 内 容

2.5.27(水） ・第１回理事会 書面決議による理事会
「2019年度事業報告・収支決算」「社員総会招集」審議、承認
2.12.19(土）

② 理事会

③ 委員会

・第２回理事会 書面決議 審議事項
上半期執行状況の報告 事務所移転について

3.3.27(土） ・第3回理事会 Zoomによるオンライン会議（本部は長野市JAビル）
(1) 令和3年度事業計画（案）について
(2) 令和3年度収支予算（案）について
(3) 令和3年度資金調達及び設備投資の見込みについて
(4) 令和3年度会長表彰(案)について
審議、承認
松本市 なんなんひろば
2.4.11(土） 中止

ア 運営委員会
2.6.5(金）

・組織強化、支部役員の各員会の役割、役員活動費等について

2.7.27(土） ・組織強化、技能実習指導員講習について、介護福祉士養成施設
との連携等
2.9.28(土） ・組織強化、入会キャンペーン、外国人介護人材受け入れ事業に
ついて、Zoomの使い方勉強会について
2.11.7(土） ・組織強化、2020年度定時社員総会・Facebook,映画「ピア」オンラ
イン上映について
3.1.9(土） Zoomによるオンライン会議
・組織強化、キャリア形成訪問指導補助事業、令和3年度定時社員
総会について
3.3.13(土） ・組織強化、令和3年度定時社員総会について、事業計画について

「ケアワーク信濃」１５２号～１５７号の編集会議を年間６回開催
4月未実施 ・新型コロナウイル感染に対する要望書を長野県知事に提出。介護
支援課との懇談 ・会員の活動報告「アナザー・コロナ」
2.6.11(木） ・Zoomで挑戦！オンラインミーティング ・2020年長野県介護福祉
士会定時社員総会、会長挨拶、総会に寄せられた質問と意見, 新
支部長挨拶・感染予防して研修会再開
2.8.7(火）
イ 広報委員会
編集会議

・災害対策委員会発足 第一回災害対策委員会報告 災害から1
年「被災が教えてくれたこと」・Zoomの活用拡大中！・特典付き入会
キャンぺーン実施中 ・長野県介護技術コンテスト初開催 ・介護事
業者向け新型コロナウイル感染症対策

2.10.8(木） ・介護技術コンテスト長野県で初開催 受賞者の声 ・各支部研修
報告 ・オンライン上映会「ピア～まちをつなぐもの」
2.12.3(木） ・養成校の取り組み ・研修報告 ・令和3年度介護報酬改定の概要
3.2.5(金）

ウ 研修委員会

未実施

・定時社員総会記念公演、講師の紹介 ・介護福祉士養成校訪問・
災福ネット活動報告 ・令和3年度事業計画 ・収支予算書、内訳表
・令和3年度年間計画
研修サポート実施

事 業 名

期

日

事 業 内 容

4月～7月

エ 組織委員会

オ 地域福祉委員会

カ 災害対策委員会

キ 倫理委員会

④ 三役会

・国家試験合格者向け入会促進（HPにてお祝いメッセージ掲載、事
業所宛入会案内通知送付） ・新型コロナウィルス感染症対応事例
収集（投稿を集め紹介、課題や提案をHPで公表）
2.7.11（土） ・組織委員会 役割と活動計画、事業所訪問活動、介護カフェの開
催計画について協議
2.9.5（土） ・オンライン会議 事業所訪問実績の確認 オンライン介護カフェ
開催に向けての検討
2.9.29(土） ・オンライン会議 コロナ禍における養成校との連携方法の検討、
Zoom体験
2.11.23(月） ・オンライン会議 Zoomで介護カフェ詳細打ち合わせ、養成校への
誘活動(入会説明)について
2.11.27（金） ・Zoomで介護カフェ開催 コロナ禍だからこそ繋がろう ～今、介護
職の小さな幸せみつけよう！語り合おう！20名参加
12～1月 ・ライン会議 Zoomで介護カフェ振り返り、各養成校への説明会方
法や日程の確認
・コロナ禍のため入会説明の訪問ができず郵送にて入会申込書を
2月
配布し担当教諭に説明依頼
・養成校卒業生勧誘のための学校訪問、多様化する介護業界の紹
3月
介と自分が起業するならこんな介護の仕事をテーマにワークショッ
プ開催等
・養成校卒業生へのお祝いメッセージ作成・送付

2.7.29（水） ・コロナ禍での活動の在り方協議
2.11.21（土） ・研修交流会、研修旅行は中止とした
3.1.31（日） ・文集作成を企画、内容を検討し、原稿の募集を開始した
6月～9月 ・委員会立ち上げ準備
2.9.12（土） ・委員会の役割について確認
2.11.7（土） ・災害救援マニュアルの見直し
・災害ボランティア基礎研修について
―

・委員会開催事案なし

2.4.26(日）
2.5.18(月)
2.7.9(木）
2.8.26(水）
・運営委員会、理事会等に付託する事項協議
2.10.21(水）
・研修会、本会の運営等協議
2.11.30(月）
2.12.21(月）
3.2.25(木）
3.3.13(土）

(2) その他
① 日本介護福祉士会総会
② 日本介護福祉士会
第2５回全国大会
日本介護学会

2.6.28(日） 書面表決書提出 代議員17名
中止

