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日付 研修会名 主催 場所 参加者

参加

人数

4/7,8 平成２５年度第２回総会・愛３回施設長会議 関東・甲信越地区身体障害者施設協議会 長野県 施設長 1

4/17 平成２６年度障害福祉関係施設長会議 新潟県 新潟市 施設長、支援課長、相談 3

4/17 大潟区介護支援専門員連絡会 地域包括支援センターうのはな苑 市内 居宅支援 4

4/18 新潟県介護支援専門員協会全体研修会 新潟県介護支援専門員協会 三条市 居宅支援 3

4/26 姿勢・活動ケア研究会発表報告会 施設・活動ケア研究会 大阪府 機能訓練 1

４／２８他 上越市高齢者虐待防止マニュアル検討委員会 上越市 市内 地域包括 1

5/9 平成２６年度関ブロ施設長会議新潟開催に伴う打合せ会議 新潟県身体障害者施設協議会 新潟市 施設長、支援課長 2

5/10 新潟県栄養士会上越支部会・研修会 新潟県栄養士会上越支部会 市内 栄養 1

5/13,14 平成２６年度社会福祉施設新任職員研修 新潟県社会福祉協議会 新潟市 介護 3

5/14 第１３回ふくしのひろば拡大実行委員会 第１３回ふくしのひろば実行委員会 市内 支援課長 1

５／１９他 ２０１４年度高齢者虐待対応現任者標準研修 新潟県社会福祉士会 新潟市 地域包括 1

5/19 上越医師会学術講演会 上越医師会 市内 居宅支援 2

5/21 第１回吉川区個別地域ケア会議 上越市 市内 居宅支援 1

5/22 第１回大潟区個別地域ケア会議 上越市 市内 居宅支援 3

5/23 障害支援区分認定調査員及び市町村審査会委員研修 新潟県 市内 支援課長、相談 2

5/27 平成２６年度定時総会及び第１回管理者研修会 新潟県老人福祉施設協議会 新潟市 施設長、介護課長 2

5/28 平成２６年度バザー講習会 上越保健所 市内 栄養 1

5/29 平成２６年度総会 上越地区安全運転管理者協会 市内 施設長 1

5/31～7/末 平成２６年度つばめ福祉会喀痰吸引等研修 つばめ福祉会 燕市 介護 3

6/4 看護・介護職のためのセミナー（嚥下障害とそのケア） 株式会社ケアスタッフ 新潟市 介護 1

6/5,6 平成２６年度第１回総会・施設長会議 関東・甲信越地区身体障害者施設協議会 新潟市 施設長、支援課長 2

6/5,6 障害支援区分研修会 関東・甲信越地区身体障害者施設協議会 新潟市 相談 1

6/6 平成２６年度研修会 新潟県介護支援専門員協会 三条市 居宅支援 2

6/7 新地域支援事業の取り組み・地域支え合いを考えるフォーラム さわやか福祉財団他 市内 居宅支援 1

6/12 上越市地域ケア会議 上越市 市内 地域包括 1

6/13 平成２６年度第２回研修会 新潟県介護支援専門員協会 三条市 居宅支援 2

6/17 中学生職場体験受入事業所説明会 上越市教育委員会 市内 支援課長 1

6/19 大潟区介護支援専門員連絡会 地域包括支援センターうのはな苑 市内 居宅支援 4

6/23,11/17 チームで取り組む高齢者虐待防止防止研修会 上越地域振興局健康福祉環境部 市内 介護 5

6/25,26 平成２６年度新潟県相談支援従事者初任者研修 新潟県 長岡市 相談 3

6/25 介護職員新人研修 エイシン福祉教育センター 新潟市 介護 3

6/27 上越地区老人福祉施設施設長・事務長会議 上越地区老人福祉施設施設長・事務長会議 市内 施設長、事務長 2

6/28 上越地域居宅介護支援事業推進協議会総会・講演会 上越地域居宅介護支援事業推進協議会 市内 居宅支援 4

7/1 アルコール依存に関する学習会 大潟区総合事務所 市内 居宅支援 2

7/3,4 平成２６年度新潟県身体障害者施設協議会第１回総会 新潟県身体障害者施設協議会 佐渡市 施設長 1

7/5 頸北地区の医療を考える会 新潟県立柿崎病院 市内 居宅支援 1

7/7 地域包括支援センター・ケアマネジャーと相談医との懇談会 上越医師会 市内 地域包括 2

7/7～9 応急手当普及員要請講習会 上越地域消防事務組合 市内 介護 1

7/8 じょくそうケア研修会 新潟県立中央病院 市内 地域包括 1

7/10 第１回頸城区個別地域ケア会議 上越市 市内 居宅支援 1

7/11 若手労働者のメンタルヘルスケア研修会 上越地域健康づくり連絡協議会 市内 管理課長 1

7/17～9/12 平成２６年度第２回認知症介護実践研修 新潟県 市内 介護 1

7/14 平成２６年度介護支援専門員研修会（第１回） 上越市 市内 居宅支援 3

7/18 平成２６年度第１回合同役員会 頸北防火管理者協会 市内 施設長 1

7/18,19 施設経営勉強会 障害者支援施設あさひ園 弥彦村 支援課長 1

7/24,11/26 効用管理責任者講習 介護労働安定センター 市内 管理課長 1

7/24 平成２６年度上越地区老人福祉施設事務員連絡会議 上越地区老人福祉施設事務職員連絡会議 市内 事務 1

7/24 第２回大潟区個別地域ケア会議 上越市 市内 居宅支援 4

7/29,30 第３８回全国身体障害者施設協議会研究大会 全国身体障害者施設協議会 横浜市 施設長、支援課長、介護 4

8/6 平成２６年度ＨＩＶ感染者・エイズ患者療養支援研修会 上越保健所 市内 支援課長 1

8/19 公正な採用選考に向けた研修会 上越公共職業安定所 市内 事務長 1

8/21 第３２回担当者研修会 上越地域職域健康づくり連絡協議会 市内 管理課長 1

8/21 大潟区介護支援専門員連絡会 地域包括支援センターうのはな苑 市内 居宅支援 4

8/27 新潟県介護支援専門員協会全体研修会 新潟県介護支援専門員協会 新潟市 居宅支援 2

8/27 平成２６年度若年制認知症研修会 高田西城病院他 市内 居宅支援 1

8/29 平成２６年度職員研修会 新潟県身体障害者施設協議会 長岡市 介護 2

9/3 地域包括ケアシステムにおける介護支援専門員の役割 エフビー介護サービス株式会社 市内 居宅支援 2

9/10 平成２６年度介護支援専門員研修会（第２回） 上越市 市内 居宅支援 3

９／１２他 平成２６年度介護支援専門員専門研修 新潟県介護支援専門員協会 市内 居宅支援、地域包括 4

9/16 ワイズマンシステム提供票連携機能説明会 ワイズマン 市内 相談、地域包括 5

9/18 第３回大潟区個別地域ケア会議 上越市 市内 居宅支援 3

9/20 デイサービス・デイケア稼働率アップセミナー 全国デイサービス事例研究所 群馬県 介護課長、相談、介護 4

9/24,25 第２０回新潟県老人福祉施設研究大会 新潟県老人福祉施設協議会 柏崎市 介護課長、相談、介護 5

9/30 サービス管理責任者と相談支援専門員の合同研修会（第3回） 上越市福祉交流プラザ障害者相談支援センター 市内 相談 1

10/8 視察研修 上越地域職域健康づくり連絡協議会 市内 管理課長 1

10/9 事業主研修会 上越地区安全運転管理者協会 市内 施設長 1

10/15 平成２６年度地域包括支援センター・介護支援専門員研修会（第３回） 上越市 市内 居宅支援 2

10/16 大潟区介護支援専門員連絡会 地域包括支援センターうのはな苑 市内 居宅支援 4

10/17 通所介護（老人福祉施設）栄養ケア研修会 上越保健所 市内 栄養 1

9/25～11/26 平成２６年度第５回新潟県認知症介護実践研修 新潟県 市内 介護 1

10/20 排便コントロール向上セミナー 太陽化学（株） 山形市 介護課長、介護 7

10/20 防災講演会 頸北防火管理者協会 市内 施設長 1

10/22 平成２６年度福祉部会研修会 新潟県栄養士会上越支部福祉部会 市内 栄養 1

10/24 平成２６年度支援担当課長会議 新潟県身体障害者施設協議会 長岡 支援課長、相談相談 2

10/31他 平成２６年度新潟県サービス管理責任者研修 新潟県 新潟市 相談 3

11/12 市長とのキャッチボールトーク 上越市 市内 支援課長 1

11/12 平成２６年度上越地域職域健診懇談会 上越医師会・上越地域総合健康管理センター 市内 管理課長 1

11/25他 平成２６年度上越老人福祉協会喀痰吸引等研修 上越老人福祉協会 市内 介護 1

11/20 介護保険改正に伴う説明会と意見交換会 上越市 市内 管理職、相談、事務、居宅、包括 13

11/20 平成２６年度地域包括支援センター・介護支援専門員研修会（第４回） 上越市 市内 居宅支援 3

11/21 上越地域施設間ネットワーク第１回担当者会議 かなやの里 市内 支援課長 1

11/21 平成２６年分年末調整説明会 高田税務署 市内 事務 2

11/25 平成２６年度第２回総会 関東・甲信越地区身体障害者施設協議会 東京都 施設長 1

11/25 サービス管理責任者と相談支援専門員の合同研修会（第４回） 上越市福祉交流プラザ障害者相談支援センター 市内 相談 1

11/27 ひもときシートを活用した認知症ケアの気づきを学ぶ研修 認知症介護研修・研修東京センター 東京都 地域包括 1

11/28 上越地域居宅介護支援事業推進協議会総会・講演会 上越地域居宅介護支援事業推進協議会 市内 居宅支援 3

11/29 介護支援専門員のリスクマネジメント 新潟県介護支援専門員協会 市内 居宅支援 2

12/4 第４回大潟区個別地域ケア会議 上越市 市内 居宅支援 4

12/8 平成２６年度企画研修ー多職種連携ー 新潟県老人福祉施設協議会 市内 支援課長、相談 2

12/10 第２回地域ケア会議 地域包括支援センターうのはな苑 市内 相談、居宅支援 4

12/17 相談員・支援員のためのスキルアップ・セミナー 新潟県社会福祉士会 三条市 相談 3

1/14 平成２６年度第５回介護支援専門員研修会 上越市 市内 居宅支援 2

1/16 利用者本位の支援ができるケアマネジメントについて 頸北・名立地区地域包括支援センター 市内 居宅支援 2

1/17 薬剤師とケアマネの連携ケアカフェ 上越薬剤師会 市内 地域包括 1

1/21 平成２６年度第２回上越市自殺予防対策関係機関連携会議 上越市 市内 居宅支援 1

1/22 第５回大潟区個別地域ケア会議 上越市 市内 居宅支援 2
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1/27 平成２６年度新潟県身体障害者施設協議会庶務担当者会議 新潟県身体障害者施設協議会 長岡市 事務 1

1/30,31 施設経営勉強会 障害者支援施設あさひ園 弥彦村 支援課長、相談 2

2/12 平成２６年度新潟県特別養護老人ホーム看護職員研修 新潟県 新潟市 看護 1

2/12 第５ブロック平成２６年度研修会 新潟県老人福祉施設協議会 市内 施設長、介護課長、相談 3

2/17 上越圏域障害者地域生活支援連絡会議 上越地域振興局健康福祉環境部 市内 支援課長 1

2/17 地域保健関係職員研修会 上越地域振興局健康福祉環境部 市内 相談、看護 3

2/18 大潟区介護支援専門員連絡会 地域包括支援センターうのはな苑 市内 居宅支援 2

2/19 上越市介護保険事業に関する説明会 上越市 市内 相談、居宅支援、地域包括 10

2/19,20 平成２６年度新潟県身体障害者施設協議会第２回総会第３回施設長会議 関東・甲信越地区身体障害者施設協議会 長野県 施設長 1

2/27 平成２６年度第２回総会施設長・庶務担当課長会議 新潟県身体障害者施設協議会 長岡市 施設長、支援課長 2

3/4 平成２６年度ＨＩＶ感染者・エイズ患者療養支援検討会 上越地域振興局健康福祉環境部 市内 支援課長、看護 2

3/11 平成２６年度介護労働講習（緊急時の介護） 介護労働安定センター 新潟市 介護 1

3/11 大潟区地域ケア会議 地域包括支援センターうのはな苑 市内 相談、居宅支援 3

3/12 平成２７年度介護報酬改定に係る事業者説明会 新潟県 新潟市 相談、居宅支援 5

3/12 平成２６年度認知症ケア医療・介護連携促進研修会 上越地域振興局健康福祉環境部 市内 居宅支援 1

3/12 患者様のための多職種連携 株式会社やさしい手 市内 居宅支援 1

3/19 第６回大潟区地域ケア会議 上越市 市内 居宅支援 2

3/23 新潟県地域ケア会議活用推進等事業を活用した研修 新潟県 糸魚川市 地域包括 3

3/24 平成２６年度頸北防火管理者協会総会 頸北防火管理者協会 市内 施設長 1
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4/4,9,10 平成26年度事業運営並びに法令遵守に関する職員説明会 しおさいの里等複合施設 122

4/14,28,5

/12,26

腰痛予防・人的移乗方法に関する研修会 しおさいの里等複合施設 104

5/21 排泄ケアセミナー、感染症マニュアル説明会 排泄委員会、感染症対策委員会 22

6/18 感染症予防対応研修会 感染症対策委員会 16

6/18 事故マニュアル説明会 事故防止委員会 12

6/30 福利厚生研修（人生設計とリスク対応について） しおさいの里等複合施設 17

7/16 褥瘡発生防止に関する研修会（日本褥瘡学会　在宅褥瘡セミナーに参加して） 褥瘡対策委員会 21

8/20 高齢者虐待防止について 高齢介護部門 32

8/27 食中毒防止研修会 感染症対策委員会 27

9/17 たん吸引・経管栄養、医療行為等研修会 たん吸引等安全管理委員会 29

9/30 福利厚生研修（スキンケア研修） しおさいの里等複合施設 12

10/1 危険予測に関するグループワーク 事故防止委員会 27

10/15 全国身体障害者施設協議会全国大会実践報告 しおさいの里等複合施設 23

10/29 とろみ剤の特徴と適正量について 管理課厨房 21

11/12 福利厚生研修（腰痛対策エクササイズ） しおさいの里等複合施設 11

11/19 感染症予防対応研修会 感染症対策委員会 18

11/21他１

１回

経営状況・経営方針説明会 法人本部事務局 113
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職員資格取得状況一覧（述べ数）職員資格取得状況一覧（述べ数）職員資格取得状況一覧（述べ数）職員資格取得状況一覧（述べ数）

平成２６年４月１日現在 増減

看護師 6 -2

准看護師 9 -3

作業療法士 1 0

あんまマッサージ指圧師 1 0

柔道整復師 1 -1

歯科衛生士 2 -1

衛生管理者 3 -2

介護福祉士 78 -3

ホームヘルパー１級 11 0

ホームヘルパー２級 41 -5

認定特定行為業務従事者（５０時間研修修了者） 4 4

認定特定行為業務従事者（１４時間研修修了者） 53 -8

認定特定行為業務従事者（特定の者対象） 3 -1

認知症介護実践者研修修了 2 2

主任介護支援専門員 4 -1

介護支援専門員 17 -2

社会福祉士 8 -1

精神保健福祉士 3 0

サービス管理責任者 2 3

社会福祉主事任用資格 30 0

管理栄養士 1 0

栄養士 1 0

調理師 8 0

289 -21

特別休暇（自己啓発援助制度）の取得状況特別休暇（自己啓発援助制度）の取得状況特別休暇（自己啓発援助制度）の取得状況特別休暇（自己啓発援助制度）の取得状況

休暇申請者数

２名

（株）GTB、アビリティーズ・ケアネット（株）

参事

委員

看護・

機能訓練

等

介護

相談援助

高齢者虐待防止研修会参加者

委員

1

モイスティーヌ上越サロンウォータードロップ

栄養

計

資格・免許

講師（説明者）

統括施設長

（株）ユニチャーム、各委員

委員

委員

看護、介護主任

上越地域振興局健康福祉環境部

さいはま園生活支援員

（株）クリニコ

機能訓練員

事務局長

75

11

36

8

45

平成２７年４月１日現在

4

6

8

268

3

15

7

3

30

5

委員

4

1

1

1

0

1

1

2

介護福祉士

資格 休暇取得日数（延べ）

２日

98


