
議案２号１                            

 

平成２７年度 一般社団法人新潟県介護支援専門員協会 事業計画 

 

委員会・事業名 一般社団法人新潟県介護支援専門員協会（全体に係る事業） 

 

１．事業方針概要 

 

新潟県介護支援専門員協会（以下「県協会」）が職能団体として、介護支援専門員の個々の 

資質の向上を図り、専門性を高めるため、事業を実施する。 

（１）組織体制及び運営について各委員会と協議し、新たな組織体制の整備を行う。 

①総務・企画委員会 役員選出方法・地域ブロック制・委員会・部会の検討、災害対応（他団 

体との連携体制） 

          日本介護支援専門員協会新潟県支部甲信越ブロック研修大会開催準備 

②研修委員会    会員拡大のための研修会の開催、研修の結果報告を実施する 

③養成研修委員会  平成２８年度の研修制度見直しに向けた準備 

（２）事務局体制の確立を図り、各種団体と連携を行う。 

（３）各種規定の整備を行う。 

 

 

２．活動内容(主たる活動、定例会議等) 

活動内容 実施予定時期・月日 備  考 

理事会  
第１回 ５月２１日（木） 

前年度活動報告・決算案 

理事・監事選出方法について 

第２回 ２月１８日（木） 次年度活動計画・予算案 

社員総会 
第１回 ６月１９日（金） 前年度活動報告・決算案 

第２回 ３月１８日（金） 次年度活動計画・予算案 

各委員会との協議 随時 各委員会開催時に協議 

 

３．通年の基本活動 

内容 実施予定時期・月日 具体的な活動 

三役会議 
５月１２日（火） 

２月 ４日（木） 
理事会、総会への議案協議、準備 

委員長会議 
随時 

１月１５日（金） 

・各委員会における事業計画の進捗状況確認 

・次年度計画協議・検討、準備 

事務局会議 各偶数月 
・各種規定の作成 

・法人・委員会事業計画の進捗状況の確認等 

その他 １０月１１日（日） 実務研修受講試験業務委託事業（監督員） 

 



議案２号２                            

平成２７年度 一般社団法人新潟県介護支援専門員協会 事業計画          

委員会・事業名 総務・企画委員会 

 

１．事業方針概要 

 

新潟県介護支援専門員協会（以下「県協会」）の事業計画に沿って、介護支援専門員の個々の資質

の向上を図り、専門性を高めるため、企画・計画を行い、事業の推進を図る。 

 

（１） 職能団体としての組織の在り方を検討する。また会員拡大を図り、安定運営を行う。 

①役員選出方法の検討 

    ②地域ブロック制の検討 

    ③委員会・部会設置の検討 

    ④災害対応の検討 

（２）日本介護支援専門員協会（以下「日本協会」）新潟県支部の会員拡大を図ため、広報及 

び入会申込書の配布を実施する。甲信越ブロック研修大会の準備を行なう。 

 

 

２．活動内容(主たる活動、定例会議等) 

活動内容 実施予定時期・月日 備  考 

定例会議 

４月・１月 総会の準備会議 

随時 会員拡大案の検討 

８月・１１月・１月 組織のあり方の検討 

１月 
次年度事業計画・今年度事業報告につ

いて 

 

３．通年の基本活動 

内容 担当 
実施予定      

時期・月日 
具体的な活動 

総会の運営 委員会 
６月 

３月 
総会の準備・運営 

組織運営の検討 委員会 通年 
・役員の選出方法の検討 

・地域ブロック制の検討 

会員拡大に係る活動 

① 入会案内の配布 

② 模試・受験対策 

委員会 

通年 

・県協会入会案内の作成 

・各種研修会等において県協会・ 

日本協会の入会案内を配布 

８月 
・ケアマネジャー試験統一模試の実施 

・介護支援専門員受験対策講座の開催 

他団体との連携 

田中 

井佐 

阿部 

角屋 

通年 

・日本介護支援専門員協会会議への参加 

・新潟県災害リハビリテーション連絡協議

会への参加協力 

・災害福祉広域支援ネットワークへの参加

協力 

甲信越ブロック大会 支部 １１月１４日（土）  会場 燕三条リサーチコア 

 



議案２号３                           

平成２７年度 一般社団法人新潟県介護支援専門員協会 事業計画          

委員会・事業名 研修委員会 

 

１．事業方針概要 

 

介護支援専門員の職能団体として、当会会員の介護支援専門員個々の資質向上を図り、専

門性を高めていく為、研修事業を行い、その充実を図る。 

（１）全体研修時には会員以外からも広く参加を募り、会員拡充も目的とする。 

（２）主任介護支援専門員や施設介護支援専門員等の専門的な研修を行い会員のスキルアッ

プを目指す。 

（３）新潟県内の介護支援専門員に対して、上越・中越・下越の各地域において研修を実施 

し、研修報告をホームページに掲載し、会員に周知する。 

 
 

２．活動内容(主たる活動、定例会議等) 

活動内容 実施予定時期・月日 備  考 

研修会等の企画、運営の為の

会議及び研修会の開催 

定例会 ４月 

７月 

１０月 

１月 

その他 随時開催 

（日時が決定次第、委員長が開催

案内文書を各委員に配布） 

 

３．研修等 

研修名・内容 実施予定時期 会場 
参加対象者 

(予定人数) 
備考 

地域ケア会議研修 平成 27年 5月 新潟市内（調整中） 100名 日本介護支援専門員協会 

第 1回総会時研修会 
平成 27年 

 6月 19日 
燕三条リサーチコア 150名 

総会時、講演・研修会の

実施（会員のみ） 

全体研修会 平成 27年 8月 新潟市内（調整中） 200名 他団体にも案内を出す 

主任ケアマネ研修 平成 27年 8月 調整中 100名  

施設ケアマネ研修 平成 27年 10月 調整中 100名  

アセスメント研修 平成 27年 11月 調整中 100名  

地域別研修会 

（ブロック別） 

平成 27年 9月 

～11月 

上越・中越・下越 

各会場で実施 

各会場 

70名 
各地域、同一内容で実施 

第 2回総会時研修会 
平成 28年 

3月 18日 
新潟ユニゾンプラザ 190名 

総会時、講演・研修会の

実施 

 



 

議案２号４                             

 

平成２７年度 一般社団法人新潟県介護支援専門員協会 事業計画 

 

委員会・事業名 養成研修委員会（介護支援専門員法定研修） 

 

１．事業方針概要 

 

介護支援専門員の職能団体として、質の高い養成研修事業を実施する。他の研修と連動し、

介護保険の理念である「尊厳の保持」「自立支援」を、介護支援専門員が実践できるようにな

ることを目的とする。 

平成２８年度の研修制度見直しにむけた準備と取り組みを行い、円滑な実施を目指す。 

（１） 研修講師の力量向上を目指した取り組みを行う。 

（２） 上記目的を達成するために、他の研修事業と連携を強化する。 

（３） 研修制度見直しに向け、「全国指導者養成研修」受講者による伝達研修を始め、必要な

研修を行い講師の育成を行う。 

（４） 事務局の研修実施体制を強化する。 

 

 

２．活動内容(主たる活動、定例会議等) 

活動内容 実施予定時期・月日 備  考 

委員会 ４・６・１０月 

（実施３ヶ月前） 

研修会等の企画、運営の為の会議及び研修

会の開催 

研修見直しに係る委員会を必

要な回数実施 

研修見直しに係る検討と研修会の実施 

企画会議 各研修実施前後に各一回 各研修の担当委員及び事務局 

講師連絡会議  各研修前に実施  講師、企画委員 

＊平成２８年度からの研修が円滑に行えるよう適時、委員会、作業部会を立ち上げ実施する 

 

３．通年の基本活動 

研修名 実施予定時期 
参加者 

(26 年度 実績／計画) 
備考（期日は予定） 

○専門研修 

更新研修 

専門Ⅰ 

平成 27 年 6 月～8 月 
350 名 

(379 名/370 名) 

研修申込期間 

27 年 3 月下旬～4 月下旬 

企画会議 4 月中旬、12 月 

専門Ⅱ 平成 27 年 9 月～12 月 
750 名 

(735 名/630 名) 

研修申込期間  

6 月中旬～7 月中旬 

企画会議 7 月、28 年 2 月 

○再・更研修 

実務研修 
平成 28 年 1 月～3 月 

300 名 

(299 名/310 名) 

研修申込期間   

再・更新 10 月中旬～11 月中旬 

 500 名 

(677 名/500 名) 

実務  12月上旬～12月下旬 

企画会議 5 月、11 月 
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