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日付 研修会名 主催 場所 参加者

参加

人数

4/8 平成２５年度上越市介護相談員派遣事業説明会 上越市高齢者支援課 上越市 相談 1

4/12 笑いヨガ教室 地域包括支援センターうのはな苑 上越市 居宅支援 2

4/18 平成２５年度における介護保険事業に関する説明会 上越市高齢者支援課 上越市 事務長、居宅支援、地域包括 3

4/24 平成２５年度補助事業手続きに関する説明会 ＪＫＡ補助事業部 東京都 事務長 1

4/26 平成２５年度障害福祉関係施設長会議 新潟県福祉保健部障害福祉課 新潟市 施設長 1

5/8 第１２回ふくしのひろば拡大実行委員会 ふくしのひろば実行委員会 上越市 支援課長 1

5/11 平成２５年度新潟県栄養士会上越支部会研修会 新潟県栄養士会 上越市 栄養 1

5/13 地域包括支援センターと相談医との懇談会 上越医師会 上越市 地域包括 2

5/15 第２９回担当者研修会（元気が見える健康づくりを考える） 上越地域職域健康づくり連絡協議会 上越市 管理課長 1

5/15～7/29 平成２５年度新潟県主任介護支援専門員研修 新潟県老人福祉施設協議会 三条市 居宅支援 1

5/22 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 上越市 居宅支援 1

5/28 平成２５年度総会・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

6/6,7 平成２５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 横浜市 施設長 1

6/11 平成２５年度新潟県キャラバンメイトフォローアップ研修 新潟県福祉保健部高齢福祉保健課 新潟市 地域包括 1

6/12 在宅介護へ向けての退院調整と連係について エフビー介護サービス（株）上越営業所 上越市 居宅支援 2

6/20 第１回大潟区地域ケア会議 地域包括支援センターうのはな苑 上越市 居宅支援 3

6/21 平成２５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 管理課長、事務 2

6/25 社会保険事務講習会 新潟県社会保険協会 上越市 事務 1

6/25 相談員の支援力アップ研修会 福祉と介護研究所 新潟市 相談 4

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

6/27 コーチング研修 新潟県介護福祉士会 上越市 介護 1

6/28 平成２５年度第１回施設長・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

7/1,2 平成２５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 2

7/4,5 第３７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 鹿児島市 支援課長、相談、介護 3

7/8～10 応急手当普及員講習 上越地域消防事務組合 上越市 介護課長 1

7/9 平成２５年度第１回合同役員会 頸北防火管理者協会 上越市 施設長 1

7/12 信頼関係を築き、利用者の生きる力を引き出すには 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

7/16 職場におけるメンタルヘルスマネジメント 新潟産業保健推進連絡事務所 上越市 管理課長 1

7/23 平成２５年度事務員連絡会議 上越地区老人福祉施設事務員連絡会議 上越市 事務 1

7/25 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 上越市 居宅支援 2

7/26 第１回上越在宅医療連係懇話会 ＭＳＤ株式会社 上越市 地域包括 1

7/29 平成２５年度上越市地域包括支援センター職員研修会 上越市高齢者支援課 上越市 地域包括 3

8/5 食品衛生講習会（バザー） 新潟県上越保健所 上越市 栄養 1

8/5,6 平成２５年度社会福祉施設中堅職員研修 新潟県社会福祉協議会 新潟市 介護 2

8/20 公正な採用選考に向けた研修会 上越公共職業安定所 上越市 事務長 1

8/20 第１回特別養護老人ホーム入所指針の見直しに係る担当者会議 上越市高齢者支援課 上越市 介護課長 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 上越市 居宅支援 2

8/22 地域包括支援センターの運営に係る会議 上越市高齢者支援課 上越市 地域包括 2

8/23 はじめての口腔ケア 新潟県歯科保健協会 長岡市 介護 1

8/23 第３０回担当者研修会（脂質異常症） 上越地域職域健康づくり連絡協議会 上越市 管理課長 1

8/23,24 施設経営勉強会 あさひ園 弥彦村 支援課長 1

8/29,30 平成２５年度社会福祉施設中堅職員研修 新潟県社会福祉協議会 新潟市 介護 3

8/29 安全運転管理者等講習 新潟県公安委員会 上越市 施設長 1

8/30 ＨＩＶ感染者・エイズ患者への地域療養支援研修会 新潟県長岡地域振興局健康福祉環境部 長岡市 介護課長、相談 2

8/30 平成２５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 1

8/31 介護現場で求められるリスクマネジメントとは 新潟県介護福祉士会 新潟市 介護 1

9/5 平成２４年度地域包括支援センター職員研修③ 新潟県福祉保健部高齢福祉保健課 新潟市 地域包括 1

9/9,10 平成２５年度介護福祉施設指導的職員研修 新潟県社会福祉協議会 新潟市 介護 2

9/10 上越圏域介護予防市町村支援委員会圏域別部会研修会 新潟県上越地域振興局健康福祉環境部 上越市 地域包括 3

9/10 新会計基準への移行と移行後の会計実務セミナー ＴＫＣ全国社会福祉法人経営研究会 上越市 事務 1

9/11 平成２５年度介護福祉施設職員等に認知症研修会 新潟県上越地域振興局健康福祉環境部 上越市 介護 1

9/11 ストレスとの上手なつきあい方、リラクゼーション等のストレス対処法について 新潟産業保健推進連絡事務所 上越市 管理課長 1

9/12 社会福祉施設等の看護職員代表者会議 新潟県上越地域振興局健康福祉環境部 上越市 看護 1

9/18 平成２５年度高齢福祉相談担当職員研修会 新潟県高齢者総合相談センター 上越市 相談 1

9/20 平成２４年度地域包括支援センター職員研修④ 新潟県福祉保健部高齢福祉保健課 新潟市 地域包括 1

9/25 介護施設ですぐ使える「介護予防」のレクリエーション エイシン福祉教育センター 新潟市 介護 1

9/26 防災講演会 頸北防火管理者協会危険物安全協会 上越市 施設長 1

9/26 第１９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 三条市 介護課長、介護 2

9/28 介護技術実技セミナー 新潟県介護福祉士会 上越市 介護 1

9/29 第２回大潟区地域ケア会議 地域包括支援センターうのはな苑 上越市 居宅支援 1

9/30 パーキンソン病について①（疾患理解を深める） 新潟県上越地域振興局健康福祉環境部 上越市 居宅支援 2

10/3,4 第３５回関東・甲信越地区身体障害者施設職員研修大会 関東・甲信越地区身体障害者施設協議会 栃木県 介護 2

10/9 平成２５年度第５ブロック部会研修会 新潟県老人福祉施設協議会 新潟市 調理 1

10/18 パーキンソン病について②（生活上の支援を学ぶ） 新潟県上越地域振興局健康福祉環境部 上越市 居宅支援 2

10/23 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 上越市 居宅支援 3

10/24 終末期ケアのあり方 介護労働安定センター新潟支部 新潟市 支援課長、介護 2

10/25 福祉サービスに関する苦情解決責任者研修会 新潟県福祉サービス運営適正化委員会 新潟市 施設長 1

10/25 平成２５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 支援課長、相談 2

10/28 第５０回衛生管理者研修会 新潟県労働衛生医学協会 新潟市 管理課長 1

10/30 「手洗い」から学ぶ感染症の基礎知識と予防方法 エイシン福祉教育センター 新潟市 介護 2

11/6 平成２５年度居宅介護支援専門員・地域包括支援センター職員研修 上越市高齢者支援課 上越市 居宅支援 3

11/6 平成２５年度福祉部会研修会 新潟県栄養士会 上越市 栄養 1

11/6 平成２５年度地域包括支援センター職員研修⑤ 新潟県福祉保健部高齢福祉保健課 新潟市 地域包括 1

11/11 平成２５年度地域包括支援センター職員研修⑥ 新潟県福祉保健部高齢福祉保健課 新潟市 地域包括 1

11/13 これからの認知症ケア「園芸療法」と「回想法」 エイシン福祉教育センター 新潟市 介護 1

11/13 応急手当普及員講習 上越地域消防事務組合 上越市 施設長 1

11/13 社会福祉施設防火管理研修会 上越地域消防事務組合 上越市 介護課長 1

11/15 平成２５年度頸北・名立地区介護支援専門員研修会 頸北・名立ブロック地域包括支援センター 上越市 居宅支援 2

11/15 第３回上越市頸北地域認知症セミナー エーザイ株式会社 上越市 居宅支援 1

11/15 地域研修会（高齢者の権利を守るための研修会） 新潟県介護支援専門員協会 上越市 居宅支援 1

11/19 平成２５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 横浜市 施設長 1

11/20 平成２５年度上越地域職域健診懇談会 上越地域職域健康づくり連絡協議会 上越市 管理課長 1

11/21 年末調整説明会 高田税務署 上越市 事務 2

11/21 障害者総合支援法等関係会議 新潟県福祉保健部障害福祉課 新潟市 支援課長、相談 2

11/26 平成２５年度第５ブロック部会第２回研修会 新潟県老人福祉施設協議会 上越市 管理課長、介護 3

11/27 地域ケアシステムのあり方（住み慣れた地域社会で生活するために） 上越地域居宅介護支援事業推進協議会 上越市 居宅支援 3

12/6 平成２５年度ＨＩＶ感染者・エイズ患者療養支援研修会 新潟県上越地域振興局健康福祉環境部 上越市 看護、介護 3

12/11 平成１７年度新予防給付ケアマネジメント従事者研修 頸北・名立ブロック地域包括支援センター 上越市 居宅支援 3

12/18 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 上越市 居宅支援 1

12/18.19 全国老人福祉施設研究大会（沖縄会議） 全国老人福祉施設協議会 沖縄県 参事 1

２４



1/15 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 上越市 居宅支援 1

1/31 第３回地域包括支援センター職員研修会 上越市高齢者支援課 上越市 地域包括 3

1/31 平成２５年度第２回庶務担当者会議 新潟県身体障害者施設協議会 長岡市 管理課長、事務 2

2/4 ショートステイ空き状況検索システム導入に関する意見交換会 上越市高齢者支援課 上越市 介護課長、相談 2

2/5 第１回特別養護老人ホーム入所指針の見直しに係る施設長会議 上越市高齢者支援課 上越市 施設長 1

2/12 平成２５年度第２回理事会 頸北防火管理者協会 上越市 施設長 1

2/13 平成２５年度第２回居宅介護支援事業所研修会 上越市高齢者支援課 上越市 居宅支援 1

2/18 口腔ケア研修会 新潟県立中央病院 上越市 地域包括 2

2/19 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 上越市 居宅支援 1

2/24 第３回大潟区地域ケア会議 地域包括支援センターうのはな苑 上越市 居宅支援 1

2/27 平成２５年度県立大潟水と森公園の事業評価会議 新潟県都市緑化センター 上越市 支援課長 1

2/28 レクリエーション・セミナー 余暇問題研究所 新潟市 機能訓練、介護 2

2/28 平成２５年度第２回施設長・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

3/1 第６回新潟県在宅じょくそうセミナー 日本じょくそう学会新潟県支部 長岡市 介護、機能訓練 4

3/4 平成２５年度第５ブロック部会第３回研修会 新潟県老人福祉施設協議会 上越市 施設長、介護課長 2

3/6 サービス管理責任者フォローアップ研修 新潟県 新潟市 支援課長、相談 2

3/7 社会保険事務講習会 新潟県社会保険協会 上越市 事務 1

3/10 第４回大潟区地域ケア会議 地域包括支援センターうのはな苑 上越市 介護課長、支援課長、相談、居宅支援 6

3/13 平成２５年度総会 頸北防火管理者協会 上越市 施設長 1

3/19 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 上越市 居宅支援 2

3/20 通所介護施設（老人福祉施設）栄養ケア研修会 新潟県上越保健所 上越市 栄養 1

3/25 高齢者地域サロン事業従事者研修会 上越市高齢者支援課 上越市 地域包括 3

184

平成２５年度施設内研修等一覧平成２５年度施設内研修等一覧平成２５年度施設内研修等一覧平成２５年度施設内研修等一覧

日付 研修会名 主催

参加

人数

4/5,11,17 平成２５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 116

5/13 排泄ケアセミナー① 排泄委員会 21

5/29 事故防止及び感染症防止に関する研修会 事故防止委員会・感染症対策委員会 29

6/10 排泄ケアセミナー② 排泄委員会 18

6/11,8/1

3

管理職研修①② 参事 9

6/14,他

19回

中堅職員研修①② 参事 152

6/26,7/1

7

血液感染者支援研修会「ＨＩＶ感染対策の実際」 感染症対策委員会・新潟県上越地域振興局 82

8/7 食中毒防止に関する研修会 感染症対策委員会 35

8/21 緊急時通報訓練 しおさいの里等複合施設 140

9/18 事故発生防止に関する研修会（圧迫骨折・転倒予防について） 事故防止委員会 33

10/16,11

/20

感染症予防に関する研修会 感染症対策委員会 50

10/23,11

/27,12/2

5

普通救命講習会 しおさいの里等複合施設 76

10/2 総合防災訓練（夜間想定） しおさいの里等複合施設 50

10/30 褥瘡発生防止に関する研修会 褥瘡対策委員会 35

12/17 メンタルヘルスに関する研修会（管理職、主任、副任対象） しおさいの里等複合施設 25

12/18 「看取り」に関する復命研修会 人権意識向上委員会 35

1/16 交通安全講習会 しおさいの里等複合施設 17

2/19 全国老人福祉施設研究大会実践発表報告会 しおさいの里等複合施設 20

3/10,24 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 60

3/19 環境衛生に関する研修会 感染症対策委員会 41
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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２５年４月１日現在 増減

看護師 6 0

准看護師 8 1

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 0

歯科衛生士 2 0

衛生管理者 3 0

介護福祉士 77 1

ホームヘルパー１級 11 0

ホームヘルパー２級 49 -8

認定特定行為業務従事者（５０時間研修修了者） 2 2

認定特定行為業務従事者（１４時間研修修了者） 56 -3

認定特定行為業務従事者（特定の者対象） 3 0

主任介護支援専門員 3 1

介護支援専門員 16 1

社会福祉士 8 0

精神保健福祉士 3 0

サービス管理責任者 2 0

社会福祉主事任用資格 29 1

管理栄養士 1 0

栄養士 2 -1

調理師 9 -1

293 -6

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

６名
主任介護支援専門員、介護支援専門員（２）、介護福祉士（２）、社会福祉士

資格 休暇取得日数（延べ）

３０日

管理職

3

1

1

1

1

2

3

8

287

4

17

8

3

30

2

78

11

41

4

53

参事

平成２６年４月１日現在

6

9

1

上越保健所生活衛生課

機能訓練指導員

主催委員

（株）G.T.B・アビリティーズケアネット（株）

（株）花王

頸北消防署　救急救命士

株式会社ケープ、主催委員

労働者健康福祉機構産業保健部

主催委員

上越警察署

講師（説明者）

統括施設長

ユニチャーム株式会社

主催委員

ユニチャーム株式会社

新潟県立中央病院　感染管理認定看護師

参事

参事

頸北消防署、地域防災協力員

看護・

機能訓練

等

介護

相談援助

栄養

計

資格・免許

２５


