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平成 24 年度事業報告（公益社団法人） 

１．介護福祉士の職業倫理並びに専門的知識及び技術の向上に関する事業 

（１）介護福祉士の資質の向上のための研修 

～介護福祉士の資質の向上と尊厳を支えるケアの実践者の育成 

１）セミナーの開催（ 介護の日記念セミナー参照） 

２）スキルアップ研修の実施 

①認知症の人のケア（ 県補助金事業 ） 

・目  的： 脳科学に基づいた認知症の理解とケアの実際を学ぶ 

・研修内容 （1日目）脳科学と介護現場を結ぶ認知症介護の最前線 

         （2日目）脳科学に基づく認知症介護のコツ  

・講師 浜松聖隷クリストファー大学大学院教授 医学博士 中村 裕子氏 

・開催日 平成 24年 11月 23日・12月 2日（２日間）各日 10:00～16:00  

・実施場所 藤沢産業センター 

・受講者  48名 

②スーパービジョンの学習（ 県補助金事業 ） 

・目的：福祉の現場における中堅職員として必要な後進の指導方法を学ぶ 

・研修内容：ｽｰﾊﾟｰﾋﾞｼﾞｮﾝの理解と実際（講義と演習） 

・講師：医療ソーシャルワーカー・西片医療福祉研究会代表 山田美代子氏 

     ・開催日時： 平成 25 年 1月 20日・2月 25日・3月 1日（各日 10:00～16:30） 

・実施場所：ウイリング横浜  

・受講者：28名 

③たんの吸引、経管栄養に関する学習（ 県補助金事業  ） 

・目 的：「たんの吸引・経管栄養」についての基礎的な知識を学ぶ 

・研修内容：（社）日本会護福祉士会編「たんの吸引」「経管栄養」テキストを使用しての学習     

・講 師 ：横須賀老人ホーム 医務課 看護相談課長 山本匡子氏 

         横須賀老人ホーム 医務課 副看護師長 川合正美氏 

・開催日時：平成 25 年 2月 27日・3月 10日（各日 10:00～16:00） 

・実施場所：ウイリング横浜 

・受講者 ：83名（1 日目 44名・2日目 39名） 

④「介護過程の展開と個別ケア」の学習（県補助金事業） 

・目 的：尊厳を支え自立支援に配慮した介護サービスを提供するために必要な介護過程の展開 

の理解と実際を学ぶ 

・研修内容：ＩＣＦの考え方に基づいた介護過程の展開と個別支援計画の作成・（講義と演習） 

・講師： 浜松聖隷クリストファー大学大学院教授 中村 裕子氏 

・開催日時：平成 25 年 1月 26日・27日（２日間）（各日 10:00～16:30） 
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・実施場所：神奈川県立保健福祉大学  

・受講者：37名 

３）フォローアップ研修 の実施  

① “知っておきたい！いろいろなタイプの認知症 特発性正常圧水頭症” 

・研修内容：「特発性正常圧水頭症」について学ぶ 

・講師： ｼﾞｮﾝｿﾝ・ｴﾝﾄﾞ・ｼﾞｮﾝｿﾝ（株）ｺｯﾄﾞﾏﾝ事業部疾患啓発事業学術担当ﾏﾈｼﾞｬｰ佐々木博信氏 

・開催日時：平成 25 年 2月 20日・27日 

・実施場所： ウィリング横浜リング横浜 

・受講者：33名 

 ４）介護技術研修の実施   

 P９（２）介護職員の資質向上のための介護技術指導、P４（４）地域を中心とした研修参照 

 ５）日本介護福祉士会主催の各種研修会への参加 

・第 19回全国大会（H24.12/7・8 山梨県 甲府富士屋ホテル）に参加 

・第 10回日本介護学会（H24.9/28・29 滋賀県 ピアザ淡海）に参加 

・第 19回関東・甲信越ブロック研修会（H24.9/7・8 栃木県 鬼怒川温泉あさや）に参加 

   ・関東・甲信越ﾌﾞﾛｯｸﾘｰﾀﾞｰ研修会(H24.10/27 神奈川県県民センター)に参加 

 

（２）総合的なキャリアアップを目的とする研修の実施 

  ～日本介護福祉士会の生涯研修プログラムに則って実施 

１）介護福祉士初任者研修の実施 

目 的：初任者（資格取得後 1～2年）を対象に職業倫理および介護の基本を習得する。 

 
開催日 講師  内容 開催場所 参加者 

 

10/6 田口久美子氏 「開講式」「介護過程の展開」「記録と報告」 

ウィリング横浜 

 

18名 

 
10/8 

平野浩子氏 

 

野上薫子氏 

 

山本匡子氏 

「介護福祉士の基本的態度」「介護福祉士の仕事とコミ

ュニケーション」 

「介護福祉士の法律と関連する制度施策」「介護福祉士

の専門性と職業倫理」 

「介護福祉士の為の医学知識」「緊急時の対応」 

10/10 齊藤美貴氏 「介護福祉のための介護技術」「閉校式」 

 

２）介護福祉士ファーストステップ研修の実施 

目 的：介護福祉士資格取得後２年以上の現任者を対象に小規模チームのリーダーを養成する 

領域 開催日 講師 内容 開催場所 参加者 

Ⅰ（ケア） 10/11 熊谷真理子氏 「ケア場面での気づきと助言②」 
ウィリング 

横浜 
9名 

Ⅱ（連携） 

10/29 丸山タヱ子氏 職種間連携の実践的展開 
ウィリング 

横浜 
4名 11/13 平野浩子氏 観察・記録の的確性とチームケアへの展開 

11/27 峯尾武巳氏 家族や地域の支援力の活用と強化 
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Ⅲ（管理運

営基礎） 

12/24 永嶋昌樹氏 介護職の健康・ストレスの管理 

当会研修室 3名 

1/12 浦野直子氏 セーフティマネジメント 

2/3 熊谷真理子氏 チームのまとめ役としてのリーダーシップ 

2/16 岡田史氏 問題解決のための試行法 

3/9 野上薫子氏 自職場の分析  

3/24 野上薫子氏 総合学習 

＊ファーストステップ運営・評価委員会（５回） 

３）介護福祉士実習指導者講習会の実施 

目的：実習施設(Ⅱ)で必置の実習指導者に必要な知識・技術を付与する 

開催日 講師 内容 開催場所 参加者 

11/3 
野上薫子氏 オリエンテーション介護の基本 

ウィリング 

横浜 

50名 

（10/40） 

田口久美子氏 実習指導の理論と実際 

11/5 平野浩子氏 スーパービジョンの意義と活用及び学生理解 

11/12 田家英二氏 介護過程の理論と指導方法 

11/13 

浦野直子氏 実習指導における課題への対応 

杉崎チヅ子氏 実習指導の方法と展開 

野上薫子氏 実習指導者に対する期待 

      ＊実習指導者企画委員会・運営委員会（１回） 

４）実務者研修教員講習会を実施した 

  目的：介護福祉士国家試験の受験要件となる実務者研修の講師を養成する 

開催日 講師 内容 場所 参加者 

10/7 
野上薫子氏 実務者研修の目的・評価方法 

当会研修室 16名 

田口久美子氏 介護教育方法 養成教育の全体像 

10/3 田口久美子氏 介護教育方法 コミュニケーション技術 

10/20 田口久美子氏 介護教育方法 生活支援技術 

11/3 久保田紀子氏 介護過程の展開方法 

11/17 久保田紀子氏 介護過程の展開方法 

11/24 
久保田紀子氏 介護過程の展開方法 

田口久美子氏 介護教育方法 「人間と社会」 

12/15 田口久美子氏 介護教育方法 「こころとからだのしくみ」 

12/22 田口久美子氏 介護教育方法 「介護」 

 

（３）職域別の研修 

  目的：職域に特化した研修に参加し職場に即した実務力を身に付ける 

    介護支援専門員部会  

 
開催日 講師 内容 開催場所 参加者 

 
3/9 

弁護士  内嶋 順一氏 

社会福祉士 伊藤 久江氏 
高齢者の権利を積極的に擁護する 

ウィリング 

横浜 

28名 

（18/10） 
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（４）地域を中心とした研修 

目的：県内９支部（保健福祉圏）毎の研修を一層充実させネットワ～クを強める 

支部 開催日 講師 内容 開催場所 参加者 

横浜北 10/14 山崎清乃氏 介護技術「持ち上げない介護」 ウィリング横浜 
14名 

（5/9） 

川崎 1/19 矢口由子氏 アロマテラピーの基礎知識と活用方法 ミューザ川崎 
17名 

（8/9） 

湘南東 

10/21 
熊谷真理子氏 

阿部良子氏 
介護技術（基礎・応用編） 寒川ホーム 

20名 

（8/12） 

12/1 山崎泰子氏 
グループホームの利用者と一緒に「音楽療法」

を学ぶ 
偕老ホーム 

12名 

（12/0） 

2/2 湘南支部会員 
グループホームの利用者と一緒に「作業療法」

を学ぶ 
偕老ホーム 

7名 

（7/0） 

湘南西 2/17 德永久子氏 介護に係わる人への介護技術 移動と移乗 
大山伊勢原ホ

ーム 

9名 

（6/3） 

県西 2/16 露木千代子氏 移乗・杖歩行 
デンマーク IN

小田原 

12名 

（3/9） 

相模原 2/9 本多ちかこ氏 「紙芝居ほっこり座」 
ソレイユさが

み 
7名 

 

２. 介護福祉に関する調査研究に関する事業 

（１）研究会活動 

１）災害対策研究会 －有事にそなえ、災害時ボランテアの募集をし、３３名の希望者があった。 

２）ケアマネジメント研究会 － 施設版ケアマネジメント・ケアプラン（神奈川県版）について 

「関東甲信越ブロック大会（栃木県）」において浦野直子理事が研究発表をした。 

３）介護技術指導法研究会 － 神奈川県介護福祉士会編「尊厳を支え自立支援に配慮した介護技術

の基本マニュアル」の普及講師養成研修会を開催した。 

①介護技術指導者育成研修（３日間）（（県補助金事業） 

・目 的：介護保険法の理念でもある「尊厳を支え自立支援に配慮した介護技術」を県下に広め、

介護福祉の向上を図るため、保健福祉圏毎に介護技術の指導者を育成する 

・研修内容 

    （1日目）「尊厳を支え自立支援に配慮した介護技術の基本マニュアル」（神奈川県介護福祉士会

版）の学習 

（2日目）介護の基本、移乗・移動の介助についての指導方法 

（3日目）排泄・着脱衣・入浴・食事の介助についての指導方法 

・講師：介護技術講習主任指導者（野上薫子氏・田口久美子氏・久保田紀子氏・阿部良子氏） 

・開催日：平成 24年 10月 16日・11月 7日・14日（ 9:30～17:00 ） 

・実施場所：ウイリング横浜 介護実習室 

・受講者：27名 
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（２）日本介護福祉士会が行う「就労実態と専門性の意識に関する調査」に協力 

全回答者 3,530人中、神奈川県 113人で回答割合 3,2％） 

 

３. 介護福祉教育機関その他関係団体との連携及び協力に関する事業 

（１）保健・福祉・医療等の各団体および行政等との連携 

目的：各団体と連携して事業を進める事でより一層、県民の福祉の増進に寄与する 

１）社会活動（当会推薦） 

①かながわ福祉ｻｰﾋﾞｽ運営適正化委員会委員等候補者選考委員会委員 (野上薫子会長) 

②介護支援専門員実務研修指導者（野上薫子会長・浦野直子理事) 

③(NPO)神奈川県介護支援専門員協会理事 (平野浩子副会長) 

④川崎市介護認定審査会委員(野上薫子会長・中平禮子代議員･藤井慶子会員) 

⑤川崎市社会福祉協議会福祉サービス第三者評価機関運営・決定委員会委員(田口久美子理事) 

⑥神奈川県福祉･介護人材の確保・定着に係る検討会議(野上薫子会長) 

⑦相模原市障害程度区分判定等審査会委員（小野寺美代子元副会長・中條洋代議員） 

⑧かながわ福祉人材センター運営委員会委員(野上薫子会長) 

⑨神奈川県社会福祉協議会評議員(野上薫子会長) 

⑩公益社団法人かながわ福祉サービス振興会理事(野上薫子会長) 

⑪喀痰吸引等研修実施委員会委員(野上薫子会長) 

⑫かながわ感動介護大賞実行委員会委員(野上薫子会長) 

２）関係機関との連携 

①介護福祉士養成校卒業式出席 

（神奈川県立保健福祉大学・和泉短期大学・横浜国際福祉専門学校・神奈川社会福祉専門学校） 

②関係機関・団体総会及び祝賀会等出席 

（神奈川県主催「外国人看護師・介護福祉士候補者激励会」・神奈川県社会福祉協議会主催「新年

賀詞交歓会」・行政書士会主催「賀詞交歓会」・看護協会主催「新春の集い」 

・神奈川県立保健福祉大学１０周年記念式典・かながわ福祉サービス振興会総会） 

③保有会員資格 

（神奈川県社会福祉協議会第二種会員 ・NPO法人神奈川県介護支援専門員協会賛助団体会員） 

３）(社)日本介護福祉士会関係 

①会長会(H25.2/23･24)  

②関東甲信越ブロック会議(H24.10/17、12/1、H25.2/24)  

③調査研究委員会（H25.2/14、3/18）  
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（２）介護福祉士国家試験受験対策事業への協力 

①社会福祉法人百鷗 

開催日 講師 研修会名 開催場所 参加者 

2/8 久保田 紀子氏 介護福祉士実技試験対策講習会 葉山清寿苑 4名 

②川崎市社会福祉協議会 

開催日 講師 研修会名 開催場所 参加者 

2/23 
久保田紀子氏・品川京子氏 

郡司淑子氏 
介護福祉士資格取得準備講習 

川崎市高齢社会福

祉総合センター 
17名 

 

（３）介護福祉士国家試験（実技試験）の実地試験委員派遣協力 

   第 25回介護福祉士国家試験（実技試験）の実地試験委員１０名、モデル（１５名）を推薦した 

 

４. 介護福祉の普及啓発に関する事業  

（１）「介護の日」に関する事業 

  １）「介護の日」ひろめ隊の活動の実施（ 11月 11日 ） 

    ①JR横浜駅西口高島屋前広場でクリアファイル等を配布（600部） 

②JR横浜線橋本駅前でクリアファイル等を配布（200部） 

 

（２）「介護の日」記念セミナー及びイベントの開催（県委託事業） 

目的：「介護の日」（11月 11日）に向けて、介護の現状に関する公開講座と介護技術講習会を

実施し、介護従事者、介護サービス利用者及び介護家族を支援するとともに、利用者、家

族、介護従事者、それらを取り巻く地域社会への啓発を重点的に実施し、介護について理

解と認識を深め、より良い介護を考える機会とする 

１）第１部  公開講座 

介護従事者、介護サービス利用者や広く県民に介護に関する理解・啓発を図るため、 

介護の現状に関する公開講座を企画・実施 

①テーマ： 「世界中で一番生活しやすい国第一位」のデンマークにおける介護の現状につ

いて学ぶ 

   ②講 師： 日欧文化交流学院学院長  銭本隆行氏 

         ﾐﾄﾞﾙﾌｧｰﾄ市ｴｲﾎﾞｰ高齢者ｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰ長  マリアンヌ・クオーニング氏 

         ﾐﾄﾞﾙﾌｧｰﾄ市ｴｲﾎﾞｰ高齢者ｾﾝﾀｰ副施設長  ユッテ・ヨーセン氏 

    ③日 時： 平成 24年 11月 1日（ 10:00 ～ 12:00 ） 

    ④場 所： かながわ県民センターホール 

⑤参加者： ５８名 
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２）第２部  介護技術講習会 

介護技術の習得・向上を図るため、介護技術講習会を企画・実施した。 

   ①テーマ： デンマークにおける介護技術を学ぶ～利用者・介護者の身体にやさしい移乗・

移動の介助方法 

   ②講 師： ﾐﾄﾞﾙﾌｧｰﾄ市ｴｲﾎﾞｰ高齢者ｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰ長  マリアンヌ・クオーニング氏 

        ﾐﾄﾞﾙﾌｧｰﾄ市ｴｲﾎﾞｰ高齢者ｾﾝﾀｰ副施設長  ユッテ・ヨーセン氏 

日欧文化交流学院学院長  銭本隆行氏 

   ③日 時： 平成 24 年 11月 1日（ 13:00 ～ 15:30 ） 

   ④場 所： かながわ県民センター１２階第２会議室 

⑤参加者： 30名 

 

（３）介護相談事業の実施 

   目的：敬老の日・老人保健福祉週間や介護の日、地域の行事等に合わせて各支部において介護相談・

介護体験等を実施し、地域住民の介護力の強化に寄与する 

１）全国一斉介護相談 (県補助金事業)  

支部 
日時 場所 相談者 担当者 

横浜北 11月 3日（土） 中山まつり 9 名 8 名 

県央 11月 4日（日） 座間市民ふるさとまつり 26 名 17 名 

川崎 11月 10日（土） 元住吉ブレーメン商店街 27 名 9 名 

県西 11月 17日(日) イトーヨーカ堂 小田原鴨宮店 6 名 5 名 

湘南西 2 月 3 日（日） 秦野市保健福祉センター 3 名 8 名 

横浜南 3 月 13・17・18・19日 港南区日野第一連合会 14 名 2 名 

横須賀・三浦 2 月 10日 横須賀市まるなかﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 3 名 6 名 

計 88 名 55 名 

  

（４）地域毎に介護に関する普及・啓発セミナー等の実施（県補助金事業） 

  １）福祉・介護人材参入促進事業として実施 

①チャレンジ教室・横浜北 講演会 

開催日 講師 テーマ 開催場所  参加者 

11/18 荻野恭子氏 「おいしく食べて元気に生きる」 
岩崎学園横浜西口情報科

学専門学校 
 28名 

②チャレンジ教室・横浜南 講演会 

開催日 講師 内容 開催場所  参加者 

11/17 浅野聡氏 健康生活へのユーモアスキル ウィリング横浜  29名 
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③チャレンジ教室・川崎 講演会 

開催日 講師 内容 開催場所  参加者 

10/14 茂木立学氏 「むせや飲み込みにくくなるということは」 エポック中原  34名 

  ④チャレンジ教室・横須賀三浦 講演会 

開催日 講師 内容 開催場所 参加者 

1/20 小阪憲司氏 
他人事ではない認知症 知っていますか？レ

ビー小体型認知症 
ヴェルグ横須賀 80名 

  ⑤チャレンジ教室・湘南東 講演会 

開催日 講師 内容 開催場所 参加者 

1/26 安部白道氏 「死ュミレーション」 藤沢産業センター  31名 

  ⑥チャレンジ教室・湘南西 講演会 

開催日 講師 内容 開催場所  参加者 

10/27 品川博二氏 大切な人との死別の悲しみを超えて 平塚市民センター 50名 

⑦チャレンジ教室・県西 講演会 

開催日 講師 内容 開催場所  参加者 

12/1 原智代氏 タクティールケア 小田原社会福祉センター  35名 

  ⑧チャレンジ教室・相模原 講演会 

開催日 講師 内容 開催場所  参加者 

11/24 品川博二氏 
元気の出る心理学～人間関係からエネルギー

を貰う方法 
ソレイユさがみ  28名 

 

（５）神奈川県介護福祉士会会報「ほほえみ」の充実・発行（１回） 

   会報「ほほえみ」40 号発行（平成 24年 12月 25日発刊）   1,200 部 

   

              (６）ホームページによる情報提供 

 アクセス件数   6,245 件（のべ 100,681件） 

 

５. 福祉サービスの質の向上に関する事業 

（１）福祉サービス第三者評価事業 

～介護実務・保育の現場経験者の視点からのきめ細やかな評価をモットーに実施する 

名称：福祉サービス第三者評価機関 公益社団法人神奈川県介護福祉士会(H21.3/16認証 22号)   

  １）評価調査者研修(1回 ）  

保育項目研修会  平成 25年 2月 9日  於当会研修室  参加者 7名  
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２）第三者評価受審施設 5施設  

    ・社会福祉法人湘南アフタケア協会 神奈川後保護施設 

    ・社会福祉法人湘南アフタケア協会 重度神奈川後保護施設 

    ・社会福祉法人幸会 特別養護老人ホーム幸園 

    ・社会福祉法人たちばな会 天王森の郷 

    ・社会福祉法人地域福祉協会 逗子ホームせせらぎ 

３）障害者グループホーム等第三者評価 2施設 

    ・社会福祉法人かながわ共同会 愛名やまゆり園・あいなホーム 

    ・社会福祉法人かながわ共同会 愛名やまゆり園・オアシス 1 

（２）介護職員の資質向上のための研修及び介護技術指導等の委託事業の積極的な実施 

       ～「尊厳を支え・自立支援に配慮した介護技術」を実践するための知識・技術の普及・拡大・ 

充実を図る  

①横浜市社会福祉協議会 

開催日 研修会名 内容 開催場所 参加者 

12/5 専門力向上コース 自立支援のための介護技術研修２日目報告会 ｳｨﾘﾝｸﾞ横浜 30名 

1/18 通所介護計画作成研修 通所介護計画の作成について 

横浜市健康福

祉総合センタ

ー 

19名 

②神奈川県高齢者福祉施設協議会 

開催日 研修会名 内容 開催場所 参加者 

10/2 介護技術フォローア

ップ研修会 
○介護技術の復習 ○介護技術取得の確認 ｳｨﾘﾝｸﾞ横浜 

32名 

10/3 24名 

10/15 
県央東部 4市地区 

介護技術研修 

「尊厳を支え自立支援に配慮した」 

介護技術研修会 
道志会老人ホーム 22名 

10/23 

小田原足柄地区 

介護技術研修 

「尊厳を支え自立支援に配慮した」 

介護技術研修会 

陽光の園 20名 

10/25 
特別養護西湘老人

ホーム 
25名 

11/6 ルビーホーム 50名 

11/15 ひかりの里 28名 

11/20 秦野伊勢原地区 

介護技術研修 

「尊厳を支え自立支援に配慮した」 

介護技術研修会 

泉心荘 15名 

12/12 はだの松寿苑 18名 

11/21 
湘南地区 

介護技術研修 

「尊厳を支え自立支援に配慮した」 

介護技術研修会 

神奈川社会福祉専

門学校 
31名 

11/28 

11/29 

横須賀地区 

介護技術研修 

「尊厳を支え自立支援に配慮した」 

介護技術研修会 
横須賀老人ホーム 30名 

10/19 
藤沢地区 

介護技術研修 

「尊厳を支え自立支援に配慮した」 

介護技術研修会 
藤沢産業センター 21名 
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12/5 
茅ヶ崎・寒川地区 

介護技術研修 

「尊厳を支え自立支援に配慮した」 

介護技術研修会 

きくの郷 25名 

12/10 湘南くすの木 25名 

12/12 ハピネス茅ヶ崎 25名 

12/10 

1/28 

南湘南地区介護技術

研修 

「尊厳を支え自立支援に配慮した」 

介護技術研修会 
鎌倉清和由衣 20名 

3/5 3/8 
高齢協介護技術指導

者研修会 

「尊厳を支え自立支援に配慮した」 

介護技術 
ｳｨﾘﾝｸﾞ横浜 25名 

3/7 
相模原地区介護技術

研修 

「尊厳を支え自立支援に配慮した」 

介護技術研修会 
緑ＪＯＹ 20名 

3/13 
厚木・愛甲地区介護

技術研修 

「尊厳を支え自立支援に配慮した」 

介護技術研修会 

第二森の里 25名 

3/21 
睦合ホーム 

やすらぎ 
25名 

③藤沢市社会福祉協議会 

開催日 研修会名 内容 開催場所 参加者 

10/12 
訪問介護員 

2級養成研修 
「基本介護技術」について 

藤沢市保健医療セ

ンター 
41名 

12/14 
訪問介護員 

2級養成研修 
「共感的理解と基本的態度の形成」 

藤沢市保健医療セ

ンター 
38名 

1/18 
訪問介護員 

2級養成研修 
「基本介護技術」について 

藤沢市保健医療セ

ンター 
39名 

④神奈川ワーカーズ・コレクテｲブ連合会 

開催日 研修会名 内容 開催場所 参加者 

11/16 「転倒予防」講座 介護現場で介護者が行う介護予防 

神奈川ワーカー

ズ・コレクテｲブ連

合会会議室 

20名 

⑤神奈川県高齢者生活協同組合 

開催日 研修会名 内容 開催場所 参加者 

11/17 
サービス提供責任者研

修会 
サービス提供責任者の役割と実務 

神奈川高齢者生協

本部会議室 
9名 

⑥フジハウス 

開催日 研修会名 内容 開催場所 参加者 

2/25 

3/4 

3/11 

介護技術講習会 初任者研修生活支援技術 
フジハウスス

クール新横浜 
4名 
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（３）小規模事業所連携事業推進のためのコーディネーター設置事業（県委託） 

～小規模事業所連携事業の普及・推進と実施のための助言及びサポートの充実 

①コーディネーター  15名 

②コーディネートユニット数  16ユニット   

   ③コーディネーター連絡会（1回） 平成 25年 2月 13日 於当会研修室  

 

（４）介護職員のための相談、助言事業“介護職１１０番”の実施 

    ～介護福祉士会の役員が、ニーズに添った質の高い的確なアドバイスを行う 

介護職１１０番（電話相談） 相談件数７件 

 

（５）介護福祉士国家試験受験対策事業の実施 

 

  １）介護福祉士国家試験受験対策講座（県補助金事業） 

・目 的 介護の質の向上が期待されている現在、介護福祉の専門職である介護福祉士資格取得を

目指す介護従事者を支援する。 

・開催日  平成 24 年（10月 19日・28日・11月 2日・17日） 

・実施場所 ウイリング横浜研修室 

・受講者  26名 

開催日 講師 内容 開催場所 参加者 

10/19 野上薫子氏 介護の基本 

ウィリング横浜 27名 

10/28 
加藤雅紀氏 

 

こころとからだのしくみ 

認知症の理解 

11/2 
丸山タヱ子氏 生活支援技術 

梅田滋氏 生活支援技術 

11/17 
平野浩子氏 発達と老化の理解 

田口久美子氏 障害の理解 

 

２）介護福祉士国家試験受験対策「全国一斉模擬試験」 

開催日 内容 開催場所 
 

参加者 

12/2 模試試験 ウィリング横浜 
 

47名 

３）介護福祉士国家試験受験対策「介護実技講習会」 

開催日 
講師 内容 開催場所 

 
参加者 

2/17 

久保田紀子氏 

実技講習会 ウィリング横浜 
 

23名 品川京子氏 

郡司淑子氏 
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（６）介護支援専門員実務研修受講試験受験対策事業の実施 

日本介護福祉士会全国統一模擬試験を開催した（H24.9/16 受験生１１名） 

 

６ その他当法人の目的を達成するために必要となる一切の事業 

（１）設立２０周年及び公益社団法人移行記念祝賀会を開催 

 開催日時： 平成 24年 10月 26日（金）午後 6時～8時 30分 

 会 場： ホテルニューグランド ペリー来航の間 

来賓祝辞：５名（黒岩祐治神奈川県知事・妻鳥一富横浜市健康福祉局高齢健康福祉部長・成田哲夫川

崎市健康福祉局長寿社会部長・和光亨相模原市健康福祉局保険高齢部長・石橋真二日本介

護福祉士会会長） 

出席来賓：６０名 

出席会員：９３名 
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法人の概況                        

1．設立年月日 平成 24年 10月 1日 （一般社団法人設立 平成 20年 12月 1日  

任意団体設立 平成 5年 10月 26 日） 

2．定款に定める目的 

  当法人は、介護福祉士の職業倫理及び専門性の確立、介護福祉に関する専門的教育及び研究の推進   

  並びに介護に関する知識の普及を図り、介護福祉士の資質の向上及び県民の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 

  当法人は、前項の目的を達成するため、次の事業を行う。 

   ①介護福祉士の職業倫理及び専門的知識並びに技術の向上に関する事業 

   ②介護福祉に関する調査研究に関する事業 

   ③介護福祉教育機関その他関係団体との連携及び協力に関する事業 

   ④介護福祉の普及啓発に関する事業 

   ⑤福祉サービスの質の向上に関する事業 

   ⑥前各号の他、当法人の目的を達成するために必要となる一切の事業 

 

4．会員の状況 

種  類 平成 24年度末 平成 23年度末 

正 会 員 １０１０ １１０１ 

賛助会員 ２ １ 

名誉会員 １ １ 

    ※正会員については、定款第７条及び第 15条の規定に従い整理。 

5．主たる事務所の状況 

   事務所  〒220-0003 横浜市西区楠町 9番地 7 TAKビル 3階 

 

6．役員等に関する事項（ 別表 1 ）  

 

7．代議員に関する事項（ 別表２ ）  

 

8．職員に関する事項 

職員数（パート職員） 前期末比増減 平均勤続年数 

女子 5 名 ― 2 年 6 カ月 
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組織運営 

1. 理事会 

開催月日 協 議 事 項 開催場所 

第 1回 24.10/6 
(1)20周年記念事業について (2)H24年下半期の事業実施計画について  

(3)神奈川県介護福祉士会入会金について (3)その他 
当会研修室 

第 2回 24.11/4 
(1)20周年記念事業総括 (2)介護の日記念行事について (3)補助金事業 

（チャレンジ）について (4)その他  
当会研修室 

第 3回 25.1/19 

(1)平成 24年度上半期（一般社団法人）事業報告案 (2)収支決算報告案  

（3）監査報告 (4)平成 25 年度事業計画 （5）パンフレットのリニューアル

について 

当会研修室 

第 4回 25.3/23 
(1)平成25年度事業計画案 (2)平成25年度収支予算案 (3)資金調達及び設備

投資の見込みについて (4)平成 25年度事業運営について 
当会研修室 

２．正副会長会 

開催月日 協 議 事 項 開催場所 

第 1回 24.12/26 
(1)パンフレットのリニューアルについて (2)第 3回理事会内容検討 （3）現

在の収支及び事業内容の検討 
当会研修室 

第 2回 25.3/17 
(1)平成 25年度事業方針について (2)平成 25年度事業計画（案）について  

 （3）平成 25年度収支予算（案）について （4）その他 
当会研修室 

３．正副支部長会 

開催月日 
協 議 事 項 開催場所 

第 1回 24.11/4 
(1)各支部の活動状況 (2)情報・意見交換 (3)補助金事業等の参加呼びかけにつ

いて (4)その他 
当会研修室 

第 2回 25.3/23 (1)会長あいさつ (2)各支部の活動状況 (3)情報・意見交換 (4)その他 当会研修室 

 

 


