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平成２８年度事業報告 

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）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 
修了者 

(一般） 

領
域Ⅰ

（
ケ
ア
） 

6/17 平野 浩子氏 介護職の倫理の実践的理解と展開 

当会研修

センター 

6名 

(0名) 

7/3 西原留美子氏 コミュニケーション技術の応用的な展開（全体） 

7/19 野上 薫子氏 利用者の全人生、尊厳の実践的理解と展開 

8/5 中村 裕子氏 コミュニケーション技術の応用的な展開（認知症） 

8/26 熊谷眞理子氏 ケア場面での気づきと助言① 

9/17 熊谷眞理子氏 ケア場面での気づきと助言② 

領
域Ⅱ

（
連
携
） 

10/4 丸山タエ子氏 職種間連携の実践的展開 

当会研修

センター 

7名 

(0名) 
10/19 田家 英二氏 観察・記録の適格性とチームワークケアへの展開 

11/5 峯尾 武巳氏 家族や地域の支援力の活用と強化 

領
域Ⅲ
（
運
営
管
理
基
礎
） 

12/6 熊谷眞理子氏 チームのまとめ役としてのリーダーシップ 

当会研修

センター 

6名 

(0名) 

1/13 岡田  史氏 問題解決のための思考法 

1/28 永嶋 昌樹氏 介護職の健康・ストレスの管理 

2/13 浦野 直子氏 セーフティマネジメント 

2/28 野上 薫子氏 自職場の分析 

3/14 野上 薫子氏 総合学習 

＊ファーストステップ評価委員会 5回（8/20.10/12.11/22.3/11.4/5） 

 

２）サービス提供責任者研修 基礎編の実施 

目的：訪問介護サービスの要であるサービス提供責任者の養成及び資質の向上を図る 

開催日 講師 内容 開催場所 
修了者 

(一般） 

2/15 田川 和子氏 
介護保険法及び障害者総合支援法と訪問介護 

介護福祉士の専門性と職業倫理 
当会研修

センター 

6名 

(0名) 2/24 
コッシュ石井 

美千代氏 
訪問介護計画、手順書の作成及び記録 

3/7 田川 和子氏 事業所内で部下を指導、教育する方法他 
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 （２）指導者となるための資格取得を目的とする研修 

       ～後輩の育成をするための資格付与を目的に実施する 
 

１）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・技術を付与する実習指導者講習会 

開催日 講師 内容 開催場所 
修了者 

(一般） 

8/6 
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 

33名 

(29名) 

田口久美子氏 実習指導の理論と実際 

8/8 田家 英二氏 介護過程の理論と指導方法 

8/10 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 

8/12 

入山 未央氏 実習指導の方法と展開 

浦野 直子氏 実習指導における課題への対応 

野上 薫子氏 実習指導者に対する期待 

 

２）実務者研修教員講習会を実施 

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 
修了者 

(一般） 

6/4 鈴木 真氏 実務者研修の目的・評価方法 

当会研修セ

ンター 

17名 

(6名) 

6/18 鈴木 真氏 介護過程の展開方法  

6/29 鈴木 真氏 介護過程の展開方法  

7/6 田口久美子氏 介護教育方法  

7/20 田口久美子氏 介護教育方法 

8/3 田口久美子氏 介護教育方法 

    8/17 田口久美子氏 介護教育方法 

    8/31 田口久美子氏 介護教育方法 

 

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）ケアマネジメント研究会：６回開催。 

日本介護福祉士会「生活７領域アセスメント・ケアプラン」に基づいて、当会構築の施設版 

ケアマネジメント・ケアプランマニュアルのテキスト作成。 
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２）介護技術指導法研究会：７回開催。 

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展開」の DVD製作継続中。 

 

（２）日本介護福祉士会実施の調査に協力 

 

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 

～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）保健・福祉・医療等の各団体および行政等との連携 

１）社会活動（当会推薦） 

①神奈川福祉人材確保推進協議(野上薫子会長) 

②神奈川県かながわ感動介護大賞実行委員会委員(野上薫子会長) 

③介護人材確保対策推進会議(野上薫子会長) 

④川崎市介護認定審査会委員(中平禮子代議員･藤井慶子代議員・斎藤澄会員) 

⑤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） 

⑥神奈川県社会福祉士会 ぱあとなあ神奈川業務監督委員会委員(野上薫子会長) 

⑦かながわ福祉サービ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) 

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神奈川県災害福祉広域支援ネットワーク（野上薫子会長) 

⑩神奈川県社会福祉協議会評議員（野上薫子会長) 

⑪かながわ福祉サービス振興会 理事(野上薫子会長) 

⑫かながわ福祉サービス振興会 喀痰吸引等研修実施委員会委員(野上薫子会長) 

⑬神奈川県介護支援専門員協会理事(平野浩子副会長) 

⑭神奈川介護労働懇談会(野上薫子会長) 

⑮曽我病院認知症疾患医療センター認知症疾患医療連携協議会委員（小野真弓会員） 

⑯在宅医療トレーニングセンター研修事業運営協議会運営委員（コッシュ石井美千代副会長） 

⑰川崎市幸区地域包括支援センター運営協議会委員（中平禮子代議員） 

○18神奈川県介護事業所人材育成認証評価制度運営協議会委員（平野浩子副会長） 

 

２）「ソーシャルワーカーデー」in神奈川 2016 イベントに主催団体として参加 

  主催団体：６団体（神奈川県社会福祉士会・神奈川県精神保健福祉士協会 

・神奈川県医療社会事業協会・日本社会福祉士養成校協会神奈川支部 

・日本精神保健福祉士養成校協会・神奈川県介護福祉士会） 

    テーマ：「 未来のソーシャルワーカーへ 」 

    日 時：平成 28年 7月 16日（土）  13：30～16：30 

    場 所：神奈川県社会福祉会館 2階ホール 
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    内 容：講演「現代社会に求められる福祉の視点」 

～ソーシャルワーカーに期待すること～」 

    講 師：法政大学現代福祉学部教授  湯浅 誠氏 

本会参加： ｼﾝﾎﾟｼﾞｽﾄ 入山未央理事  役員 2名（野上会長・コッシュ石井副会長）  

実行委員会：4/20・7/16・8/31・12/2・1/20・3/6（野上会長・コッシュ石井副会長） 
 

３）関係機関との連携 

①介護福祉士養成校入学式出席 

神奈川県立保健福祉大学（4/4 野上会長）・和泉短期大学（4/1 野上会長） 

・横浜国際福祉専門学校（4/4 コッシュ石井副会長）・神奈川福祉専門学校（4/5 野上会長） 

②介護福祉士養成校卒業式出席 

・和泉短期大学（3/14 入山理事）・神奈川福祉専門学校（3/14 コッシュ石井副会長） 

・横浜国際福祉専門学校（3/16 コッシュ石井副会長）・神奈川県立保健福祉大学（3/18 野上会長） 

③第 1回県介護福祉士養成校連絡協議会との意見交換会 

 平成 28年 9月 29日（木）18：00～20：00 於 県介護福祉士会研修センター 

 出席者 20 名（県介養協 8校 12名、県介護福祉士会 8名） 

④関係機関・団体総会及び祝賀会等出席 

かながわ福祉サービス振興会総会（6/16 野上会長）。和泉短期大学 60周年記念式典・祝賀会（5/14

野上会長）。茅ヶ崎介護サービス事業者連絡協議会一般社団法人化記念式典・祝賀会（11/11 野

上会長）。かながわ福祉サービス振興会 20周年記念式典・祝賀会（12/16野上会長）神奈川県社

会福祉協議会賀詞交換会（1/6 野上会長）。 神奈川県行政書士賀詞交換会（1/25 野上会長）。 

 神奈川県看護協会新春の集い（1/26 野上会長）。 

⑤加入機関等 

神奈川県社会福祉協議会第二種会員・「よこはま福祉カレッジ」参画機関・神奈川県介護支援専

門員協会賛助団体会員 

 

４）(公社)日本介護福祉士会関係出席 

 ①日本介護福祉士会総会（5/28） 

②会長会(H28.7/29、H29.2/3)  

③関東甲信越ブロック会議(H28.7/29・9/10・H29.1/14)  

 

（２）就職相談会への相談員の派遣協力 

   ・神奈川県社会福祉協議会主催「福祉のしごとフェア」に相談員を派遣。 

(H28.8/12平野浩子副会長。H28.10/22林信子。H29.2/14田島セイ子） 

   ・横浜市社会福祉協議会主催「サントクフェステバル」に参加 

    (H29.3/12 ｼﾝﾎﾟｼﾞｽﾄ 梅田達也会員・ｺｰﾃﾞｲﾈｰﾀｰ コッシュ石井副会長・相談員 田川和子代議員) 
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（３）第 1回「介護フェア inかながわ」出展 

    日 時：平成 28年 11月 23日（水・祝）  11：00～16：30 

    場 所：新都市ホール（そごう横浜店 9階） 

    内 容：「介護相談コーナー」を神奈川県介護福祉士会が担当 

    相談員：3名（野上薰子会長・平野浩子副会長・浦野直子理事）   

     

４. 介護福祉の普及啓発に関する事業  

   ～介護福祉士に対する県民の期待に応え、本会の役割を普及させるための事業 

 

（１）「介護の日」に関する事業 

  １）「介護の日」記念事業の開催 

目 的： 「介護の日」（11月 11 日）に向けて、「介護セミナー」を実施し、介護について理解と

認識を深め、介護の重要性やより良い介護を考える機会とするために、介護サービス利

用者、家族、介護従事者とそれらを取り巻く人々に向けて啓発活動を実施する。 

日 時： 平成 28年 11月 3日（木） 10：30～15：30 

場 所： 横浜新都市プラザ（横浜そごうデパート前イベント広場） 

内 容： ①介護劇「認知症の人の介護」上演（3回･･･観客数 約 120名） 

    ②介護予防体操（3回･･･参加者数 約 70名 ） 

    ③介護に関する情報提供（「介護の日」のポスター展示。認知症等介護に関するパンフ 

     レット及び公開講座等のビラの展示・提供。） 

    ④介護技術講習会（福祉機器・用具等を利用・持ち上げない介護）の実施 

（参加者 約 90 名） 

    ⑤介護相談会の実施（相談件数 16件、その他立ち話的ミニ相談） 

 ⑥介護の日 PR クリアファイル（日本介護福祉士会提供・東洋羽毛工業（株）協賛）等

を配布（配布数 1,100部） 

   スタッフ：会員 20名他 5名（神奈川県職員・神奈川新聞社職員・神奈川県介養協会教員・学生） 

 

（２）神奈川県介護福祉士会会報「ほほえみ」の充実・発行（3回） 

   会報「ほほえみ」52号発行（平成 28年 4月 25日、8月 25日、12月 25日発刊）各 1,200部 

   ＊ 広報事業部会 3回（4/1・7/12・11/18） 

 

              (３）ホームページによる情報提供  

 

５. 福祉サービスの質の向上に関する事業 

   ～介護福祉の専門職能団体の責務として、福祉サービスの質の向上に資する事業 

 

 （１）介護職員の資質の向上のための研修 

    ～介護職員の資質の向上と尊厳を支えるケアの実践者の育成 
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①総会記念公開講座の開催 

   ・テーマ： 「新公益法人制度について」 

   ・講 師： 公認会計士 佐竹 正幸氏 

   ・日時・場所： 平成 28年 6月 11日（土）15：10～16：30   於 ウイリング横浜 

   ・参加者： 37名 

  ②スキルアップ研修の実施 

開催日 講 師 内 容 開催場所 
参加者 

(一般） 

8/4 
中村 裕子氏（日本ヒューマンヘルス研

究所所長） 

介護福祉士の専門性を活かす介護

過程の展開とは？ 

在宅医療ﾄﾚ

ｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 

31名 

(6)名 

8/5 
中村 裕子氏（日本ヒューマンヘルス研

究所所長） 
認知症の人のケア 

当会研修セ

ンター 

6名 

(1)名 

9/25 
中村 裕子氏（日本ヒューマンヘルス研

究所所長） 

ICFを活かす介護過程の展開Ⅱ 在宅医療ﾄﾚ

ｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 

17名 

(3)名 

10/19 田家 英二氏（鶴見短期大学准教授） 記録の書き方 
 

 

当会研修 

センター 

 

 

11名 

(0)名 

11/5 峯尾 武巳氏(県立保健福祉大学教授) 家族の支援力の活用と強化 
3名 

(0)名 

1/13 岡田 史氏（新潟医療福祉大学教授） 問題解決のための思考法 
10名 

(6)名 

1/21  臼杵 礼司氏（睡眠健康指導士） 睡眠習慣を見直し豊かな人生を 
13名 

(1)名 

1/28 永嶋 昌樹氏（聖徳大学専任講師） 介護職の健康・ストレス管理 
3名 

(1)名 

 

 ③介護技術研修の実施   

尊厳を支え自立支援に配慮した介護技術研修会 

    目的：本人の力を生かした、人間の自然な動きを基本にした、持ち上げない介護技術を基礎から

応用まで学びます。 

開催日 講 師 内 容 開催場所 
参加者 

(一般） 

5/17 齋藤 美貴氏・山口 里香氏 

介護技術研修会 

尊厳を支え自立支援に配慮した介

護疑医術 

 

当会研修 

センター 

 

16名 

(9)名 

7/12 田川 和子氏・須山 成美氏 
12名 

(8)名 

12/13 阿部 良子氏 
5名 

(1)名 

2/14 丸山 タエ子氏 
7名 

(2)名 
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 ④職域別研修の実施 

   

開催日 
講 師 内 容 開催場所 

参加者 

(一般） 

12/4 内田 竹伸氏 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽどんなﾒﾆｭｰが人気 
当会研修セ

ンター 

16名 

(11)名 

 

3）日本介護福祉士会主催の各種研修会への参加 

・第 23 回全国大会・第 14 回日本介護学会（H28.11/25・26 大分県 別府国際コンベンションセ

ンター） 

・平成 28年度関東・甲信越ﾌﾞﾛｯｸﾘｰﾀﾞｰ研修会（①H28.9/10東京都 北トピア 

                      ②H29.1.14新潟県 新潟ユニソンプラザ） 

 

4）第 23 回関東・甲信越ブロック研修会（H28.11/12 神奈川県 ホテルメルパルク横浜 358名参加） 

①事業内容 

  事業名 公益社団法人日本介護福祉士会 第 23 回関東・甲信越ブロック研修会 

主催団体  公益社団法人日本介護福祉士会 ・公益社団法人神奈川県介護福祉士会 

開催日時  平成 28年 11月 12日（土）  10時 ～ 16時 40 分      

会 場 横浜市中区山下町 16  ホテル メルパルク横浜 

参加者数 358名（会員：271 名、 学生：39 名、 一般：31名、 関係者：17名） 

事業内容 

成果等 

・開会式典：神奈川県副知事 中島正信氏他 10名の来賓出席 

・行政説明：「介護福祉士に求められている課題とは」 

厚生労働省老健局総務課課長補佐 唐戸直樹氏 

・基調講演：「自らの仕事に誇りを持ち社会的ニーズに応える介護福祉士とは」 

     （株）日本ヒューマンヘルスケア研究所所長 中村裕子氏 

・グループデスカッション：研修会のテーマである「介護福祉士としての専門性」

について、358名の参加者が 9領域、42 のグループに分かれて全員デスカッシ

ョンに参加、「自ら考え・皆で深め・社会に発信!!」の目標に向かって大きな

前進のスタートが出来た 

・全体会：9 領域の座長によるグループデスカッションの報告とまとめ 

※ 小春日和の天候にも恵まれ、無事故で、充実した研修会となった 
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②参加状況 

県別参加者 

県名 申込者数 欠席者数 参加者数 （会員数） 備考 

茨城 10 1 9 9  

栃木 15 1 14 7  

群馬 17 3 14 14  

埼玉 17 0 17 16  

千葉 32 1 31 30  

東京 16 1 15 11  

神奈川 172 8 181 109 学生：39名  関係者：17名 

新潟 14 1 13 11  

山梨 23 0 23 23  

長野 45 4 41 41  

合計 361 20 358 271 ※学生：39名 一般：48名 

グループ討議分野別参加者 

介護福祉士の専門性と分野 担当県  ｸﾞﾙｰﾌ数 参加者数 室名 

 

介護福祉士の   

技術力 

Aー①  介護技術 栃木 5 34 エトワール 

Aー②  コミュニケーション 群馬 4 35 エトワール 

Aー③  介護過程の展開 東京 4 35 エトワール 

 

介護福祉士の  

サポート力 

Bー① 後輩の育成 山梨 5 29 シェリー 

Bー② 本人・家族へのアプローチ 新潟 5 29 シェリー 

Bー③  認知症の人のケア 埼玉 7 62 ヒスイ 

 

介護福祉士の  

マネジメント力 

Cー① 地域連携 長野 4 35 コハク 

Cー②  リーダーシップ 茨城 2 20 コハク 

Cー③  組織運営 千葉 6 32 コハク 

 ※座長・発題者、関係者、運営スタッフを除く       合計 42 311  

③来賓 13名出席 

・厚生労働省老健局総務課課長補佐唐戸直樹氏 ・神奈川県副知事中島正信氏  

・横浜市健康福祉局高齢健康福祉部長細川哲志氏 ・（福）神奈川県社会福祉協議会会長篠原正治氏 

・（一社）神奈川県高齢者福祉施設協議会副会長加藤馨氏 ・（公社）神奈川県社会福祉会会長山下康氏 

・神奈川県介護福祉士養成校連絡協議会会長伊東一郎氏 ・（公社）神奈川県社会福祉会会長山下康氏 

・神奈川県精神保健福祉士協会会長池田陽子氏 ・（公社）神奈川県看護協会会長篠原弘子氏 

・（一社）神奈川県作業療法士会会長錠内広之氏・（公社）神奈川県介護福祉士会監事高島さち子氏  

・（特非）神奈川県介護支援専門員協会理事長成田すみれ氏 

・（公社）神奈川県介護福祉士会名誉会員中村智江氏 

④実行委員会等 17回開催 

①1/27 ②5/11 ③4/21 ④9/3 ⑤10/23 ⑥11/24 ⑦1/9 ⑧1/21 ⑨1/30 ⑩2/25  

 ⑪3/12 ⑫4/6 ⑬5/11 ⑭7/20 ⑮10/20 ⑯10/22 ⑰11/9 
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（２）地域を中心とした活動 

目的：地域毎の活動を一層充実させネットワ～クを強める  

１）研修会 

支部 開催日 講師 内容 開催場所 
参加者 

(一般） 

横浜北 

8/19 川原俊一郎氏 介護技術研修 移動介助、移乗介助の基本 
シャローム 

横浜 

26名 

(15)名 

9/12 
山口 里香氏 

川原俊一郎氏 
介護技術研修 食事介助、排泄介助の基本 

シャローム 

横浜 

42名 

(31)名 

12/3 長沢 雅美氏 高齢者にやさしい料理 
ウィリング 

横浜 

13名 

(6)名 

川崎 

6/2 高階美智代氏 介護予防・日常生活支援総合事業とは 高津市民会館 
41名 

(22)名 

7/27 
尾鷲賢一氏・戸兵正

昭氏・山﨑智美氏 
第 2回 介護予防・日常生活支援総合事業とは 高津市民会館 

34名 

(20)名 

横賀賀 

・三浦 

9/17 田口久美子氏 介護福祉士の倫理について 
逸見みんな 

の家 

9名 

(1)名 

3/4 山﨑 美樹氏 認知症の方とのコミュニケーション 
横須賀市産業 

交流プラザ 

15名 

(9)名 

県央 

5/14 入山 未央氏 食事介助 
えびな南 

高齢者施設 

12名 

(4)名 

5/29 入山 未央氏 食事介助 
えびな南 

高齢者施設 

23名 

(14)名 

7/24 入山 未央氏 場面を想定した移乗介助 
えびな南 

高齢者施設 

15名 

(12)名 

7/24 入山 未央氏 「昭和の流行歌」を知ろう 
7名 

(5)名 

9/25 浦野 直子氏 料理づくり～お年寄りに食べやすい料理 
えびな南 

高齢者施設 

13名 

(8)名 

9/25 入山 未央氏 場面を想定した移乗・移動介助 
13名 

(5)名 

2/16 山本 健嗣氏 身体にかかわる圧の影響と対策 
えびな北 

高齢者施設 

18名 

(13)名 

湘南東 8/7 
石橋 良子氏 

小野 裕子氏 

「TENAを使用したオムツのあて方」 

「アクティビティを学ぶ」 

茅ヶ崎勤労 

市民会館 

12名 

(0)名 

相模原 

6/25 阿部 良子氏 基本マニュアルを使用した介護技術研修 千代田デイサ

ービスセンタ

ー 

9名 

(6)名 

12/4 池田 鈴子氏 絵手紙教室・交流会 
11名 

(7)名 
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県西 10/17 中瀬 康博氏 排泄ケアを一緒に学びませんか？ 
小田原市総合

医療福祉会館 

17名 

(9)名 

 

２）地域活動 

支部名 開催日 担当 内容 開催場所 参加者 

横浜南 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/15 齋藤美貴氏 高齢者の食事づくり：自宅の乾物で和食の基本 屏風ヶ浦ｹｱﾌﾟﾗｻﾞ 13名 

5/30 
田口久美子氏 

長尾弘美氏 
介護者の集い：話し合い+家庭で行う介護技術 屏風ヶ浦ｹｱﾌﾟﾗｻﾞ 6名 

7/27 
齋藤美貴氏 

田口久美子氏 

夏の障害児のお楽しみ会：兎のぴょんた劇とパ

ン作り 
中村養護学校 30名 

8/28 
齋藤美貴氏 

長尾弘美氏 
高齢者の食事づくり：夏バテ防止メニュー 屏風ヶ浦ｹｱﾌﾟﾗｻﾞ 10名 

9/17 

齋藤美貴氏 

田川和子氏 

林信子氏 

介護者の集い：話し合い+介護者のためのスピ

ードクッキング 
屏風ヶ浦ｹｱﾌﾟﾗｻ 11名 

11/19 齋藤美貴氏 介護者のつどい：家庭で行うお風呂の介助 屏風ヶ浦ｹｱﾌﾟﾗｻ 14名 

1/19 
齋藤美貴氏 

炭竃美枝氏 
港南区地域づくり 

港南中央地域 

ｹｱﾌﾟﾗｻﾞ 
8名 

1/27 齋藤美貴氏 高齢者の食事作り 中村ケアプラザ 55名 

川 崎 8/13 須山成美氏 街ゼミ「介護相談と地域交流会」 大師商店街 18名 

湘南東 

5/28 

荒川典子氏 

安森淑子氏 

山田洋子氏 

ワンディサロン第 3回「藤澤なじみ庵」 

なつかしい遊び・クッキー作り・御所見汁作り 

宮原コミュニティ

かわせみ 
50名 

9/11 

岸本幸子氏 

野村之美氏 

濱口恭子氏 

ワンディサロン第 4回「藤澤なじみ庵」 

なつかしい遊び・おはぎ作り・ミニコンサート 

宮原コミュニティ

かわせみ 
50名 

12/3 

小沼桂子氏 

金井眞由美氏 

新倉綾子氏 

ワンディサロン第 5回「藤澤なじみ庵」 

なつかしい遊び・紙芝居・クリスマスカード作

り 

宮原コミュニティ

かわせみ 
45名 

3/12 

勝谷礼子氏 

増田和子氏 

水野晴恵氏 

ワンディサロン第 6回「藤澤なじみ庵」 

なつかしい遊び・カフェコーナー・映画「水戸

黄門」上映 

宮原コミュニティ

かわせみ 
50名 

湘南西 5/20 鈴木  真氏 ケアカフェにのみや 
二宮町 

町民センター 
20名 

（３）受験対策事業 

１）介護福祉士国家試験受験対策事業の実施 

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。 
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   ①介護福祉士国家試験受験対策「全国一斉模擬試験」 

（平成 28年 12月 4日  於ウイリング横浜  受験生 23名） 

 

２）介護支援専門員実務研修受講試験受験対策事業の実施 

 目的：介護保険サービス利用の要である介護支援専門員資格取得を支援する 

 

①介護支援専門員実務者研修受講試験「準備講習会」 

開催日 講師 内容 開催場所 
参加者 

(一般） 

7/24 梅田  滋氏 介護保険制度論 

ウィリング

横浜 

25名 

(14)名 
8/6 

梅田  滋氏 
ケアマネジメント、居宅介護支援・介護予防支援・

施設介護支援 

佐久間志保子氏 高齢者保健医療の基礎知識 

8/13 梅田  滋氏 医療サービス分野 福祉サービス分野 

   

②介護支援専門員実務者研修受講模試試験を実施（当会独自問題） 

（平成 28年 9月 3日  於ウィリング横浜  受験生 33名（一般 22名）） 

 

３）「実務者研修」の実施 

目的：平成 28年度より義務化された介護福祉士の受験資格取得を支援する 

通信課程： 4名 

通信科目 

・通信課題：3月.5月.7月.9月.11月上旬に送付 

・採点・添削：久保田紀子氏、田口久美子氏、齋藤美貴氏、熊谷真理子氏、川原俊一郎氏 

丸山タエ子氏、コッシュ石井氏、佐久間志保子氏 

スクーリング１（介護過程Ⅲ） 

・日程：4/14、4/28、5/12、5/26、6/9、6/23、7/7、7/21 の 8日間  

・会場：当会研修センター 

・講師：齋藤美貴氏、久保田紀子氏、田口久美子氏 

スクーリング２（医療的ケア演習） 

・日程：平成 28年 12月 11日 

・会場：当会研修センター 

・講師：佐久間志保子氏（和泉短期大学） 
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（４）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受託事業の積極的な実施 

      １）介護技術指導 

目的：「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 

7/13 
新任介護職員基礎研修 

 

介護技術研修会 

 

ウィリング横浜 

 

16名 

8/25 12名 

②神奈川県社会福祉協議会 

開催日 研修会名 内容 開催場所 参加者 

4/16 

スキル基本研修 Ａコース 

介護技術研修会 ウィリング横浜 

16名 

4/23 16名 

5/9 

スキル基本研修 Ｂコース 

32名 

5/23 32名 

  ③かながわ高齢者施設連絡協議会 

開催日 地区連絡会名 内容 開催場所 参加者 

6/23 湘南地区福祉施設連絡会 介護技術研修会 
神奈川社会福祉 

専門学校 
 21名 

8/31 湘南地区福祉施設連絡会 
認知症高齢者のコミュニケーション

と対応の本質 
平塚ピレジール 21名 

11/14 湘南地区福祉施設連絡会 職場の課題設定と解決方法 平塚ピレジール 23名 

10/27 
横須賀地区福祉施設連絡会 介護技術研修会（基礎編） 横須賀老人ホーム 30名 

10/28 

11/22 秦野地区福祉施設連絡会 介護技術研修会（応用編） 湘南老人ホーム 19名 

12/1 伊勢原地区福祉施設連絡会 介護技術研修会（応用編） らんの里 16名 

12/2 かながわ高齢者福祉協議会 介護技術研修フォローアップ ウイリング横浜 41名 

④川崎中原訪問介護事業所 

開催日 研修会名 内容 開催場所 参加者 

11/25 

11/26 

11/28 

介護技術研修会 

 

 

 

介護技術の基本 

おむつの当て方、体位交換 

 

福祉パルなかはら 

17名 

13名 

13名 
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⑤横浜市社会福祉協議会 屏風ヶ浦ケアプラザ 

開催日 研修会名 内容 開催場所 参加者 

9/11 介護技術研修会 
車の乗降、車椅子の移乗・移動、 

階段昇降の歩行介助 

屏風ヶ浦地域 

ケアプラザ 
28名 

⑥湘南の凪 

開催日 研修会名 内容 開催場所 参加者 

10/27 介護技術研修会 介護技術研修会 湘南の凪もやいﾎｰﾙ 21名 

 

２）介護職員等のための事業所内研修 

   ①（株）エターナル 

開催日 研修会名 内容 開催場所 参加者 

9/14 「障害者虐待防止」講義 虐待をしてしまう原因、具体的予防法 ㈱エターナル 9名 

3/8 介護職のｱﾝｶﾞｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 介護職のアンガーマネジメント ㈱エターナル 10名 

   ②（株）ツクイ相模原 

開催日 研修会名 内容 開催場所 参加者 

11/16 介護技術研修会 介護技術の基本 ツクイ相模原 14名 

 ③（株）ツクイ横須賀 

開催日 研修会名 内容 開催場所 参加者 

5/21 

9/10 
介護技術研修会 介護技術研修会 車椅子への移乗等 衣笠交流プラザ 

16名 

16名 

④ ＮＰＯサポートセンターきてん 

開催日 研修会名 内容 開催場所 参加者 

5/18 介護職員の為の職業倫理 福祉とは、職業倫理とは、介護の基本 ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰきてん 11名 

⑤ 介護支援センターなごみ 

 開催日 研修会名 内容 開催場所 参加者 

 6/23 「接遇」について 接遇 マナーについて 

介護支援ｾﾝﾀｰなごみ 

15名 

 8/26 介護職の健康・ｽﾄﾚｽ管理 介護職の健康・ストレス管理  12名 

  

 ⑥（福）よるべ会 よるべ沼代 

開催日 研修会名 内容 開催場所 参加者 

 11/19 障害者施設における介護 
介護技術研修と対人援助技術、リスク

マネジメント 
よるべ沼代ホール 7名 

⑦ 特別養護老人ホーム 本牧ホーム 

開催日 研修会名 内容 開催場所 参加者 
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 12/21 リスクマネジメント 施設内事故と予防法 本牧ホーム 30名 

 

（５）講師養成事業 ～ 当会認定介護技術講師養成事業の実施 

    目的：当会作成「尊厳を支え自立支援に配慮した介護技術マニュアル」に基づいた介護技術を

教授できる講師を育成する 

       ・当会認定介護技術講師養成講習会（6/4・6/25・7/9・7/23） 

       ・当会認定介護技術講師更新試験（7/24・7/31・8/7） 

 

（６）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）介護相談   

支部 日時 場所 担当者 相談件数 

横浜北 10月 16日（日） ファミリーイン瀬谷  3名 4 件 

横浜南 1 月 21日（土） 戸塚公会堂  2名 6 件 

川崎 

4月 16日(土)17日(日) 川崎大師公園  7名 18 件 

9 月 24日(土) 川崎大師健康祭り  3名 5 件 

2 月 28日（火） 大師商店街 3 名 13 件 

横須賀・三浦 2月 11日（土）12日（日） 横須賀市民活動センター 7 名 7 件 

県央 11月 20日（日） 座間市民ふるさとまつり 8 名 23 件 

湘南東 9 月 25日（日） 第 43 回藤沢市民まつり藤沢駅ｺﾝｺｰｽ 6 名 46 件 

湘南西 2 月 5 日（日） 秦野市保健福祉センター 5 名 7 件 

相模原 9 月 18日（日） イトーヨーカ堂 古淵店 6 名 7 件 

計 50 名 136件 

 

２）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 

 電話相談： 相談件数 34件  

・性 別：男性 16名、女性 18名 

・県 別：神奈川県 29名、北海道 1名、埼玉県 2名、和歌山県 1名、広島県 1名 

    ・資 格：介護福祉士 11名、その他 23名（ヘルパー2級：3名、初任者：5名、実務者：3名） 

    ・事業所：特養 6件、老健 1件、特定施設 1件、通所 6件、グループホーム 6件、小規模多機能

1件、サ高住 1件、障害者施設 2件、その他 10件 

     ・内 容：事業所に対する不満 22 件（勤務体制 7 件、経営不信 3 件、突然解雇 2 件、上司との

関係 6件、新任者に対する過剰期待 4件）○介護内容等 6件、○その他 6 件 
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（７）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：公益社団法人神奈川県介護福祉士会(H21.3/16 認証 22号)   

  １）第三者評価受審施設  

① 高齢・障害・児童分野第三者評価  4施設  

    ・（福）たちばな会 特別養護老人ホーム天王森の郷  

・(福) 翔の会 ちがさき A・UN特別養護老人ホームゆるり 

・（福）湘南の凪 就労継続支援 B型事業所ｍai！えるしい   

・（福）浜岳福祉会 金目保育園 

    ② 社会的養護関係施設第三者評価  5施設 

・(福)くるみ会 児童養護施設ポート金が谷  

・(福)日本水上学園 児童養護施設日本水上学園 

・(福)唐池学園 児童養護施設強羅暁の星園 

・(福)誠心会 しらかば子どもの家（児童養護施設）  

・(福)誠心会 しらかばベビーホーム（乳児院） 

２）評価調査者研修会  

    ①評価調査員養成研修会 （6月 5日 於当会研修センター 参加者 11名） 

             (8月 21日 於当会研修センター 参加者 11名) 

     ※第三者運営委員会（4/16、9/22、1/9） 

  ３）かながわ福祉サービス第三者評価推進機構への協力 

    ①評価機関連絡会 （7月 26日 於県社会福祉会館）奈部谷理事出席 

    ②事業者説明会（障害・高齢分野）（7月 1日 於県社会福祉会館）奈部谷理事出席 

    ③事業者説明会（保育分野）（6月 30日 於県社会福祉会館）奈部谷理事出席 

    ④事業者説明会（障害者グループホーム）（9月 27日 於県社会福祉会館）田口統括責任者 

                

６．当法人の目的を達成するために必要な事業 
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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 28年度末 平成 27年度末 

正 会 員 １０３４ １０５４ 

賛助会員 １ 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   〒231-0002 横浜市中区海岸通四町目 23番地 マリンビル 305号室 

  （研修センター） 〒231-0002 横浜市中区海岸通四町目 23番地 マリンビル 306号室 

 

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 3 名 1 4 年 1 ｹ月 

 



17 

 

組織運営 

1．社員総会  

開催月日 審 議 事 項 開催場所 

定時社員総会 

平成 28.6/11 

・第１号議案 平成 27年度事業報告に関する件 

・第２号議案 平成 27年度決算報告及び監査報告に関する件 

・第３号議案 任期満了による役員の改選に関する件 

ウイリング

横浜 

２. 理事会 

開催月日 協 議 事 項 開催場所 

第 1回 28.5/21 

(1)平成 27年度事業報告（案） (2)平成 27年度収支決算（案） (3)監査報告 

(4)任期満了による役員改選について (5)新入会員の承認  

(6) 平成 28年総会運営準備 （7）関東甲信越ブロック研修会資料集について  

当会研修 

センター 

第 2回 28.6/11 
(1)代表理事（会長）及び業務執行理事（副会長）の選定について 

  

ウイリング

横浜 

第 3回 28.7/5 

(1)新入会員の承認 （2）平成 27年度事業別収支概要報告  

(3)平成 28年度事業運営（4）平成 28年度研修会等規約  

（5）関東甲信越ブロック研修会の運営スッタフ検討 

当会研修 

センター 

第 4回 28.8/27 

(1)新入会員の承認 (2)「介護の日記念・介護セミナー」 

（3）各事業部の実施状況（4）関東甲信越ブロック研修会スケジュール確認 

（5）正副会長の業務執行状況報告 

当会研修 

センター 

第 5回 28.10/22 

(1)新入会員の承認 (2)「介護の日記念・介護セミナー」実施スケジュール 

（3）上半期事業の実施状況と下半期事業予定  

（4）関東甲信越ブロック研修会の実施体制確認 

当会研修 

センター 

第 6回 29.1/21 

(1）新入会員の承認 （2）平成 28年度事業実施状況  

（3）平成 28年度事業収支状況 （4）平成 29年度事業予定  

（5）平成 29年度定時社員総会・公開セミナーについて  

（6）平成 29年度関東甲信越ブロック研修会（山梨県）参加のための交通手段 

当会研修 

センター 

第 7回 29.3/11 

(1）平成 29年度事業計画（案） （2）平成 29年度収支予算（案） 

(3）資金調達及び設備投資の見込について  （4）平成 29年度事業運営 

（5）新入会の承認  （6）正副会長の業務執行状況報告 

当会研修 

センター 

３．正副会長会 

開催月日 協 議 事 項 開催場所 

第 1回 28.5/19 
(1)平成 27年度事業・収支総括 （2）平成 28年度定時総会・公開講座  

(3)平成 28年度事業運営 (4) 関東甲信越ブロック研修会進捗状況  
秦野市 

第 2回 28.6/14 
(1)介護支援専門員協会の理事推薦（2）平成 28年度事業運営体制 

（3）ソーシャルワーカーデーについて 
当会事務局 

第 3回 28.7/11 
 (1)「介護フェア inかながわ」参画 （2）「介護の日」セミナー  

(3) 関東甲信越ブロック研修会運営体制 （4）平成 28年度事業進捗状況 
二宮町 
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第 4回 28.8/2 
（1）向上事業部引き継ぎ会議の報告 （2）関東甲信越ブロック研修会進捗

状況確認とスケジュール （3）関東甲信越ブロック会議の提案・検討事項 
当会事務局 

第 5回 29.1/8 

（1）平成 29年度定時総会日程 （2）平成 29年度第 1回理事会日程  

（3）日本介護福祉士会代議員推薦 （4）会員証について（5）サービス提供

責任者研修の検討 （6）パンフレット作成（7）次年度事業運営 

当会事務局 

第 6回 29.2/8 

（1）日本介護福祉士会会長会報告 （2）熊本地震義捐金の送付先  

（3）平成 28 年度収支状況 （4）認定介護福祉士養成研修 （5）介護福祉

士基本研修の検討 （6）平成 29年度新規研修  

小田原市 

第 7回 29.3.3 

（1）研修会内部講師料検討（2）平成 29年度ソーシャルワーカーデー 

（3）ホームページ管理体制 （4）平成 29年度関東甲信越ブロック研修会 

   事例提供者 

小田原市 

４．正副支部長会 

開催月日 協 議 事 項 開催場所 

第 1回 28.5/21 
（1）平成 28年度支部活動計画について (2)意見交換  

 (3) 関東甲信越ブロック研修会に向けて 

当会研修 

センター 

第 2回 28.10/22 
(1) 平成 28年度上半期の支部活動報告 (2) 下半期の支部活動予定について  

(3) 関東甲信越ブロック研修会に向けて   

当会研修 

センター 

第 3回 29.3/11 
（1）平成 28年度支部活動報告 （2）平成 29年度支部活動計画について  

（3）意見交換 

当会研修 

センター 
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