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日付 研修会名 主催 場所 参加者

参加

人数

4/26 平成２４年度障害関係施設長会議 新潟県 新潟市 施設長 1

5/12 新潟県栄養士会研修会 新潟県栄養士会上越支部 上越市 管理課（栄養） 1

5/18,6/15 認知症の理解とケアの方法 介護労働安定センター新潟支部 新潟市 高齢介護課（介護） 1

5/29 平成２４年度管理者研修会 新潟県老人福祉施設協議会 新潟市 施設長 1

6/5 社会福祉施設における労働災害防止指導会 上越労働基準監督署 上越市 管理課長 1

6/5 食中毒予防対策セミナー 株式会社タマルヤ 上越市 管理課（栄養） 1

6/8 平成２４年度第１回庶務担当者会議 新潟県身体障害者施設協議会 長岡市 管理課（課長、事務） 2

6/14,15 平成２４年度第１回施設長会議 関東・甲信越地区身体障害者施設協議会 栃木県 施設長 1

6/15 居宅介護支援事業所職員研修会 新潟県老人福祉施設協議会 新潟市 居宅支援 2

6/20,21 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 高齢介護課（介護） 3

6/22 生活相談員・介護支援専門員職員部会第１回研修会 新潟県老人福祉施設協議会 新潟市 高齢介護課（相談） 1

6/27 障害程度区分認定調査員研修 新潟県 上越市 障害支援課（サビ管） 1

6/29 平成２４年度施設長・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、サービス管理責任者 2

6/29 機能向上が期待できる個別レクリエーション エイシン福祉教育センター 新潟市 高齢介護課（介護） 1

7/4 特別講演会（介護保険法改正のポイントと課題） エフビー介護サービス株式会社 上越市 居宅支援 2

7/13 上越地域居宅介護支援事業推進協議会講演会 上越地域居宅介護支援事業推進協議会 上越市 居宅支援 2

7/13 介護職のための認知症基礎講座 エイシン福祉教育センター 新潟市 高齢介護課（介護） 2

7/25 簡単に書けるケース記録の書き方 エイシン福祉教育センター 新潟市 高齢介護課（介護） 1

7/27 上越市地域包括支援センター職員全体研修会（第１回） 上越市 上越市 地域包括 3

7/27 実践、遊びリテーション講座 介護労働安定センター新潟支部 長岡市 高齢介護課（介護） 1

7/27 平成２４年度施設長・事務長会議 上越地区老人福祉施設当番施設 上越市 施設長、事務長 2

8/8 食品衛生講習会 上越保健所 上越市 管理課（栄養） 1

8/10 栄養・調理職員部会研修会 新潟県老人福祉施設協議会 新潟市 管理課（調理） 1

8/20,21 社会福祉施設中堅職員基礎研修 新潟県社会福祉協議会 新潟市 障害支援課（介護） 1

8/22 老人福祉施設協議会加盟施設と市議会との意見交換会 上越市議会厚生常任委員会 上越市 事務長 1

8/23 第１４回上越市内障害者福祉施設等連絡会 上越市内障害者福祉施設等連絡会当番施設 上越市 施設長 1

8/27,28 社会福祉施設中堅職員基礎研修 新潟県社会福祉協議会 新潟市 高齢介護課（介護） 2

8/28,29 第３６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 北海道 施設長、障害支援（課長、相談、介護） 4

8/29 上越市の介護保険の現状と利用者負担軽減事業の見直しに関する説明会 上越市 上越市 事務長、居宅支援、地域包括 3

8/30 第５ブロック部会研修会 新潟県老人福祉施設協議会 上越市 管理課長、高齢介護課長 2

8/31 平成２４年度職員研修会 新潟県身体障害者施設協議会 長岡市 障害支援課（介護、看護） 2

9/3,4 社会福祉施設中堅職員基礎研修 新潟県社会福祉協議会 新潟市 高齢介護課（介護） 2

9/5 介護福祉施設等認知症研修会（新任者） 新潟県上越地域振興局健康福祉環境部 上越市 高齢介護課（介護） 5

9/5 デイサービスセンター部会生活相談職員部会研修会 新潟県老人福祉施設協議会 新潟市 高齢介護課（相談） 1

9/5,12 福祉用具・住宅改修研修会 新潟県社会福祉協議会 上越市 地域包括 1

9/6 社会福祉法人新会計基準への移行セミナー 税理士法人　経営イレブン 上越市 管理課（課長、事務） 2

9/7 安全運転管理者講習 新潟県公安委員会 上越市 施設長 1

9/11他４日 新潟県相談支援従事者初任者研修 新潟県 長岡市 障害支援課（課長、サビ管） 2

9/13 介護事業者におけるリスクマネジメントの課題 介護労働安定センター新潟支部 新潟市 高齢介護課（課長、介護、機能） 3

9/13,14 社会福祉施設中堅職員専門研修 新潟県社会福祉協議会 新潟市 高齢介護課（介護） 2

9/18,19 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

9/21 コーチングマネジメント 上越市男女共同参画推進センター 上越市 管理課長 1

9/26 防火講演会 頸北防火管理者協会 上越市 施設長 1

9/27,28 介護職が押さえておきたい基礎的な医療行為 エイシン福祉教育センター 新潟市 障害支援課（介護） 1

9/27,28 社会福祉施設中堅職員専門研修 新潟県社会福祉協議会 新潟市 高齢介護課、障害支援課（介護） 2

9/27 地域見守り・支え合い活動実践者セミナー 新潟県 新潟市 地域包括 2

9/28 介護福祉施設等認知症研修会（中堅～リーダー） 新潟県上越地域振興局健康福祉環境部 上越市 高齢介護課（介護） 2

10/6 介護職のための薬学基礎講座 株式会社ケアスタッフ 新潟市 高齢介護課（介護） 3

10/1,2 社会福祉施設指導的職員研修 新潟県社会福祉協議会 新潟市 高齢介護課、障害支援課（介護） 2

10/16 デイサービスセンター部会介護看護職員部会研修会 新潟県老人福祉施設協議会 新潟市 高齢介護課（介護） 1

10/18～11/10 平成２４年度新潟県喀痰吸引等研修 新潟県 上越市 高齢介護課、障害支援課（介護） 2

10/22 合同研修視察（中部電力上越火力発電所） 頸北防火管理者協会 上越市 施設長、事務長 2

10/22 介護支援専門員・地域包括支援センター職員研修会 上越市 上越市 居宅支援、地域包括 6

10/24 高齢者虐待の実態と予防方法研修会 エイシン福祉教育センター 長岡市 高齢介護課（介護） 2

10/26 平成２４年度支援担当課長会議 新潟県身体障害者施設協議会 長岡市 障害支援課（課長、サビ管） 2

10/26 上越地区障害者雇用推進フォーラム 上越公共職業安定所 上越市 事務長 1

9/20他４回 高齢者にやさしい地域医療・介護プロジェクトモデル事業研修会 新潟県上越地域振興局健康福祉環境部 上越市 高齢介護課（相談） 1

11/1 新潟県難病ネットワーク医療従事者研修会 新潟大学 上越市 居宅支援、地域包括 2

11/2 地域研修会 新潟県介護支援専門員協会 上越市 居宅支援 1

11/7 リスクアセスメント普及促進指導会 上越労働基準監督署 上越市 管理課長 1

11/12 平成２４年度事務職員部会研修会 新潟県老人福祉施設協議会 新潟市 管理課（事務） 2

11/14 リーダーのための接遇マナー研修 介護労働安定センター新潟支部 新潟市 高齢介護課（介護） 1

11/14 平成２４年度メンタルヘルス研修会 新潟県介護福祉士会 長岡市 管理課長、障害支援課（介護） 2

11/14 障害者自立支援法等関係会議 新潟県 新潟市 障害支援課（課長、サビ管） 2

11/19 障害福祉サービス事業者等集団指導 新潟県 上越市 障害支援課長 1

11/20 地域包括支援センターブロック研修会 上越市 上越市 地域包括 1

11/21 年末調整説明会 高田税務署 上越市 管理課（事務） 2

11/21 上越地域職域健診懇談会 上越医師会 上越市 管理課長 1

11/22 上越地域リハビリテーション支援体制推進事業研修会 新潟県上越地域振興局健康福祉環境部 上越市 高齢介護課（機能、介護） 2

11/23 じょく瘡ケアセミナー 株式会社モルテン 新潟市 高齢介護課（看護、介護） 2

11/27 県立吉川高等特別支援学校学校見学会 県立吉川高等特別支援学校 上越市 事務長 1

11/28 平成２４年度第２回施設長会議 関東・甲信越地区身体障害者施設協議会 東京都 施設長 1

11/30 上越地域居宅介護支援事業推進協議会研修会 上越地域居宅介護支援事業推進協議会 上越市 地域包括 2

11/30 地域支え合いネットワークづくりセミナー 新潟県 上越市 地域包括 1

12/4 働き盛りのメンタルヘルス研修会 新潟県上越地域振興局健康福祉環境部 上越市 高齢介護、障害支援（課長、介護、相談）
4

12/5 デイサービスセンター部会管理者研修 新潟県老人福祉施設協議会 新潟市 施設長、高齢介護課長 2

12/11 改正労働契約法説明会 新潟労働局 上越市 事務長、管理課長 2

12/12 障がい者施設に求められる介護福祉とは 新潟県介護福祉士会 新潟市 障害支援課（介護） 2

12/17 感染症の基礎知識と予防対策 エイシン福祉教育センター 新潟市 高齢介護課（介護） 1

12/19 介護福祉施設等認知症研修会（新任者） 新潟県上越地域振興局健康福祉環境部 上越市 高齢介護課（介護） 4

1/18 保健所・地域包括支援センター連絡会 新潟県上越地域振興局健康福祉環境部 上越市 地域包括 1

1/24 平成２４年度特別養護老人ホーム・短期入所施設部会研修会 新潟県老人福祉施設協議会 新潟市 施設長、高齢介護課長 2

1/30,31 新潟県障害者虐待防止・権利擁護研修 新潟県 長岡市 障害支援課（サビ管） 1

2/5 社会福祉法人新会計基準への移行セミナー ＴＫＣ全国会社会福祉法人経営研究会 三条市 管理課（課長、事務） 2

2/7 地域包括支援センター職員等研修（第３回） 新潟県 新潟市 地域包括 1
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2/18,19 地域包括ケア推進指導者養成研修 地域包括ケア推進指導者養成研修事務局 東京都 地域包括 1

2/21,22 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

2/22 障害者自立支援法等関係会議 新潟県 新潟市 障害支援課（課長、サビ管） 2

2/27 地域包括支援センター職員等研修（第５回） 新潟県 新潟市 地域包括 1

2/28 平成２４年度介護老人福祉施設等集団指導 新潟県 新潟市 高齢介護課長 1

3/7 第５ブロック部会研修会 新潟県老人福祉施設協議会 上越市 事務長、管理課長 2

3/8 平成２４年度施設長・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、障害支援課長 2

3/8 新潟県高齢者権利擁護相談事業事例検討会 新潟県 新潟市 地域包括 1

3/11 地域リハビリテーション研修会 新潟県 新潟市 高齢（機能）、居宅支援、地域包括 3

3/15 特養ホームに係る利用者負担金助成事業見直し意見交換会 上越市 上越市 事務長 1

3/18,19 第２５回経営セミナー 全国身体障害者施設協議会 東京都 施設長 1

3/19 事故防止に係る研修会 新潟県 新潟市 障害支援課（介護） 1

3/22 障害者自立支援法等関係会議 新潟県 新潟市 障害支援課（課長、サビ管） 2

3/27 地域包括支援センター職員全体研修会（第２回） 上越市 上越市 地域包括 3
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日付 研修会名 主催
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人数

（延

べ）

4/6他、計６回 目標管理制度（主任・副任対象） 参事 27

4/9,11 平成２４年度施設運営並びに法令遵守に関する職員説明会 管理職 81

5/16 事故防止研修会（服薬管理マニュアル、ＡＥＤの使用方法） 事故発生防止委員会 28

5/16 感染症予防研修会（感染症マニュアルの理解） 感染症対策委員会 20

6/4 排泄に関する研修会 排泄委員会 22

6/20 人権意識向上二関する研修会（認知症ケア、障害者虐待防止法） 人権意識向上委員会 17

6/20他、計１６回

パソコン基礎研修等（全職員対象） 参事 17

7/4 食中毒予防に関する研修会 感染症対策委員会 31

8/15 介護職のための認知症基礎知識研修 人権意識向上委員会 20

9/4他、22回 中堅職員研修 参事 158

9/18 職場のメンタルヘルス対策研修 衛生委員会 39

9/26 介護事業者におけるリスクマネジメントの課題 事故発生防止委員会 17

10/17 じょく瘡発生防止に関する研修会 じょく瘡防止委員会 29

11/7,8 看取り介護に関する研修会 管理職 63

11/21 流行性感染症対策研修（インフルエンザ、感染性胃腸炎） 感染症対策委員会 23

12/6 交通安全講習会 管理職 15

12/20 復命研修会（高齢者虐待、医療行為） 管理職 21

1/9他、計４回 パート職員研修 参事 18

1/16 経口血糖降下剤の基礎知識 管理職 25

1/18,22 新人職員研修 参事 4

2/20 感染症発症時の初動対応について 感染症対策委員会 12

3/5他、計１０回
主任・副任及び指導的職員研修 参事 37

3/21 食事姿勢と介助方法について 事故発生防止委員会 45

769

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２５年４月１日現在

看護師 6

准看護師 8

作業療法士 1

あんまマッサージ指圧師 1

柔道整復師 1

歯科衛生士 2

衛生管理者 3

介護福祉士 77

ホームヘルパー１級 11

ホームヘルパー２級 49

認定特定行為業務従事者（５０時間研修修了者） 2

認定特定行為業務従事者（１４時間研修修了者） 56

認定特定行為業務従事者（特定の者対象） 3

主任介護支援専門員 3

介護支援専門員 16

社会福祉士 8

精神保健福祉士 3

サービス管理責任者 2

社会福祉主事任用資格 29

管理栄養士 1

栄養士 2

調理師 9

293

2

29

1

2

8

275

54

3

14

8

4

2

3

73

8

47

2

平成２４年４月１日現在

7

6

1

1

参事

地域包括支援センター・看護師

参事

感染症対策委員会

参事

柿崎病院・認定看護師

事故発生防止委員会

じょく瘡防止委員会

高橋社会福祉士事務所

感染症対策委員会

上越警察署交通課

介護職員

人権意識向上委員会

参事

管理栄養士

人権意識向上委員会

参事

メンタルヘルス相談支援センター

説明者・講師

参事

統括施設長

事故発生防止委員会

感染症対策委員会

ユニチャーム

資格・免許

看護・

機能訓

練等

介護

相談

援助

栄養

計

29


