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令和３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）介護福祉士基本研修の実施 

＊受講希望者が最小実施人数に達しなかったため中止 

２）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
） 

6/15 田口久美子氏 介護職の倫理の実践的理解と展開 

ウィリング

横浜 

9名 

(0名) 

7/6 足立原 崇氏 利用者の全人性、尊厳の実践的理解と展開 

7/28 辻丸佳代子氏 コミュニケーション技術の応用的な展開（全体） 

8/18 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） 

9/8 藤井  恵氏 ケア場面での気づきと助言① 

9/29 藤井  恵氏 ケア場面での気づきと助言② 

領
域Ⅱ

（
連
携
） 

10/17 峯尾 武巳氏 家族や地域の支援力の活用と強化 

ウィリング

横浜 

8名 

(0名) 
11/11 辻丸佳代子氏 観察・記録の適格性とチームケアへの展開 

11/27 井口健一郎氏 職種間連携の実践的展開 

領
域Ⅲ
（
運
営
管
理
基
礎
） 

12/11 川原俊一郎氏 チームのまとめ役としてのリーダーシップ 

ウィリング

横浜 

8名 

(0名) 

12/26 永嶋 昌樹氏 介護職の健康・ストレスの管理 

1/10 入山 未央氏 セーフティマネジメント 

1/26 岡田  史氏 問題解決のための思考法 

2/15 鈴木  真氏 自職場の分析 

3/5 鈴木  真氏 総合学習 

３）サービス提供責任者研修の実施 

     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） 

9/9 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 

ウィリング

横浜 

 

3名 

（1）名 

 

9/15 田川 和子氏 
・事業所内で部下を指導、教育する方法他 

・スーパービジョン 

9/23 平野 佑子氏 ・訪問介護計画、手順書の作成及び記録 

10/8 平野 佑子氏 ・訪問介護計画、手順書の作成及び記録Ⅱ 
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10/13 清水 成美氏 ・他職種との連携  

10/21 清水 成美氏 
・サービス提供者に必要な医療知識や緊急時対応 

・個別事例への関わり方 

（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。 

開催日 講師 内容 開催場所 
修了者 

(一般） 

7/7 
田口久美子氏 オリエンテーション・介護の基本 

ウィリング 

横浜 

10名 

(6)名 

田口久美子氏 実習指導の理論と実際 

7/13 伊東 一郎氏 介護過程の理論と指導方法 

7/19 小玉 達也氏 スーパービジョンの意義と活用及び学生理解 

7/24 

入山 未央氏 実習指導の方法と展開 

入山 未央氏 実習指導における課題への対応 

川原俊一郎氏 実習指導者に対する期待 

２）令和２年度コース認定介護福祉士養成研修の実施 

開催日 講師 内容 開催場所 
修了者 

(一般） 

4/24・4/25 佐久間志保子氏 疾患・障害等のある人への生活支援・連携Ⅱ 

ウィリング

横浜 

29名 

(0)名 

5/22・5/27 

沼田 一恵氏 

・生活支援のための運動学 

・生活支援のためのリハビリーテーションの知識 

29名 

(0)名 

6/24・6/25 自立に向けた生活をするための支援の実践 
29名 

(0)名 

7/23・7/24 福祉用具と住環境（福祉用具） 
29名 

(0)名 

9/23・9/26 中村 裕子氏 認知症のある人への生活支援・連携 
29名 

(0)名 

10/26・10/28 内藤佳津雄氏 心理的支援の知識・技術 
29名 

(0)名 

11/21・11/23 峯尾 武巳氏 地域生活の継続と家族支援 
29名 

(0)名 

12/20・12/22 

3/21 
伊東 一郎氏 認定介護福祉士としての介護実践の視点 

29名 

(0)名 

３）技能実習指導員講習会の実施（日本介護福祉士会 委託） 
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開催日 講師 内容 場所 
修了者 

(一般） 

  9/10 

 

伊東 一郎氏 技能実習指導員の役割 

ウィリング

横浜 

29名 

(16)名 

井口健一郎氏 移転すべき技能の理論と方法 

小野 真弓氏 技能実習の方法と展開  

丸山タエ子氏 

井口健一郎氏 
実習指導における課題への対応 

伊東 一郎氏 理解度テスト 

開催日 講師 内容 場所 
修了者 

（一般） 

11/28 

伊東 一郎氏 技能実習指導員の役割  

 

 

ウィリング

横浜 

 

 

 

  33名 

(28)名 

井口健一郎氏 移転すべき技能の理論と方法 

平野 佑子氏 技能実習の方法と展開 

丸山タエ子氏 

井口健一郎氏 
実習指導における課題への対応 

伊東 一郎氏 理解度テスト 

 

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）災害対策研究会 

 「かながわ災害福祉広域支援ネットワーク連絡会」の活動に協力。災害に関する情報提供 

２）高齢障害者の生活支援に関する研究会 

  意識調査を行い、高齢障害者の生活支援に関する課題を明らかにし、より良い支援を検討す

る研究会を発足した。 

 

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・医療等の各団体及び行政等との連携 

１）行政委員等の推薦 

①神奈川福祉人材確保推進協議会委員(コッシュイシイ美千代会長) 

②神奈川県かながわ感動介護大賞選考委員会委員（コッシュイシイ美千代会長） 

③神奈川県かながわ感動介護大賞実行委員会委員(川原俊一郎副会長) 

④神奈川県介護人材確保対策推進会議委員(コッシュイシイ美千代会長) 

⑤川崎市介護認定審査会委員(奈部谷光江副会長･丸山タエ子会員・湯前理恵子会員) 

⑥相模原市障害程度区分判定等審査会委員（中嶋春子会員・辻丸佳代子会員） 

⑦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(内田竹伸副会長) 

⑧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 (コッシュイシイ美千代会長) 
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⑨かながわ福祉人材センター運営委員会委員(コッシュイシイ美千代会長) 

⑩神奈川県災害福祉広域支援ネットワーク（内田竹伸副会長) 

⑪神奈川県社会福祉協議会理事（コッシュイシイ美千代会長) 

⑫かながわ福祉サービス振興会理事(コッシュイシイ美千代会長) 

⑬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(川原俊一郎副会長) 

⑭神奈川人材確保対策推進協議会(奈部谷光江副会長) 

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（袴田はる江会員） 

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（コッシュイシイ美千代会長） 

⑰川崎市幸区地域包括支援センター運営協議会委員（渡部有子会員） 

⑱第 2種・第 3種正会員連絡会（コッシュイシイ美千代会長） 

⑲神奈川県在宅医療推進協議会及び神奈川県地域包括ケア会議委員（鈴木真理事） 

⑳よこはま福祉・保健カレッジ連絡会議 事業企画分科会委員（川原俊一郎副会長） 

○21かながわ高齢者あんしん介護推進会議委員（内田竹伸副会長) 

㉒川崎市地域包括ケアシステム連絡協議会（丸山タエ子会員） 

㉓よこはま福祉・保健カレッジ研修委員（梅田達也代議員） 

㉔かながわ福祉人材センター相談員（茨島房恵会員） 

○25神奈川県介護保険審査会委員（中川美智子会員） 

○26横浜市まちづくりセンター連携調整会議（前川和子理事） 

○27鎌倉市健康福祉部サミット inかまくら（前川和子理事・横井千須子会員） 

○28神奈川県高等学校介護技術コンテスト審査員（井野恵美会員、安倍有輝会員） 

○29福祉研修センター事業企画委員会（コッシュイシイ美千代会長） 

２）社会活動 

     新型コロナウイルスワクチン集団接種会場における被接種者（高齢者）の支援 

①鎌倉市 

     ・令和 3年 7月 10日から同年 8月 7日まで 17日間実施 

      鶴岡八幡宮研修道場、腰越小学校、鎌倉武道館 

      従事者 29人（延べ 63人） 

     ・令和 4年 2月 6日から同年 3月 31日まで 31日間実施  

      鎌倉武道館、鎌倉市役所、腰越行政センター、三菱電機大船体育館、鎌倉市福祉センター 

      従事者 22人（延べ 139人） 

②秦野市 

     ・令和 3年 5月 23日から同年 6月 30日まで 58日間実施 

      秦野市総合体育館 

      従事者 43人（延べ 204人） 

     ・令和 4年 2月 1日から同月 28日まで 26日間実施 
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      従事者 18人（延べ 58人） 

３）関係機関との連携 

①介護福祉士養成校入学式出席 

・和泉短期大学（4/1 コロナウィルスのため入学生及び学校職員のみで開催） 

・神奈川県立保健福祉大学（4/3コロナウィルスのため入学生及び学校職員のみで開催） 

・神奈川社会福祉専門学校（4/5コロナウィルスのため入学生及び学校職員のみで開催） 

②介護福祉士養成校卒業式出席 

・和泉短期大学（3/8コロナウィルスのため卒業生及び学校職員のみで開催） 

・神奈川社会福祉専門学校（3/15コロナウィルスのため卒業生及び学校職員のみで開催） 

・神奈川県立保健福祉大学（3/19コロナウィルスのため卒業生及び学校職員のみで開催） 

③関係機関・団体総会及び祝賀会等出席 

  ・鎌倉市新型コロナイルスワクチン接種協力団体等感謝状贈呈式（1/20前川和子理事） 

  ・神奈川県理学療法士会法人設立 25周年・本会創立 50周年記念事業（2/5 川原俊一郎副会長） 

④加入機関等 

・神奈川県社会福祉協議会第 2種会員 

・「よこはま福祉・保健カレッジ」参画機関 

・かながわ災害福祉広域支援ネットワーク連絡会構成員 

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（5/29オンライン開催）臨時総会（10/30オンライン開催） 

②全国都道府県介護福祉士会会長会(R3.12/2・R4.3/9オンラインで開催)  

③関東甲信越ブロック会議(R3.5/6オンラインで開催) 

（２）「ソーシャルワーカーデーin 神奈川」 

＊2021年度は新型コロナウィルス感染症拡大予防のためイベントとしては開催しなかった。 

（３）「介護フェア inかながわ 2021」出展 

＊新型コロナウィルス感染症拡大予防のため中止 

（４）かながわ災害福祉広域支援ネットワーク連絡会の活動に参加 

   １）災害福祉ネットワーク連絡会（R2.9/1・11/27） 

      ２）基礎研修（R3.2/9） 

      ３）Ｄ－ＷＡＴ登録研修（R3.2/24） 

（５）就職相談会等への相談員の派遣協力 

   １）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 

(R3.10/16小原由佳里会員・R4.2/18田川和子理事） 

 

 

４. 介護福祉の普及啓発に関する事業  
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   ～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」記念事業の開催 

目的：「介護の日」（11月 11 日）に向けて、介護福祉に関する普及・啓発を行う。 

内容：①11/3.10.17.24ＦＭおだわらの「市民を介護で困らせないミンナの介護」にコッシュイ

シイ美千代会長と石塚洋子会員が出演 

②11/6ＦＭヨコハマ「KANAGAWA Muffin」に伊藤美香子会員が出演 

③8月～10月付け句大会 介護や福祉の思いを上の句 5・7・5に表現 

④11/13相談・助言事業部運営委員会による電話介護相談会実施 

⑤10月末「介護の日 2021」案内チラシを行政機関へ配布 

（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」 63号発行（令和 3年 6月 25日発刊）、64号発行（令和 3年 10月 25日発刊）、

65号発行（令和 4年 3月 25 日発刊） 

（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 

１）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） 

5/17 三橋 奈美江氏 感染対策のキホン 

ウィリング

横浜 

4名 

(1)名 

 

4/18 

 

スタッフ 

コッシュイシイ美千代氏 

田川 和子氏 

尊厳を支え自立支援に配慮した介護技術 

×介護過程の展開  

「ICF」勉強会 

3名 

(0)名 

5/16 

スタッフ 

コッシュイシイ美千代氏 

田川 和子氏 

尊厳を支え自立支援に配慮した介護技術 

×介護過程の展開  

「マズロー」勉強会 

3名 

(1)名 

 

6/13 

 

スタッフ 

コッシュイシイ美千代氏 

田川 和子氏 

尊厳を支え自立支援に配慮した介護技術 

×介護過程の展開  

「不適切ケア」勉強会 

6名 

(1)名 

10/17 

スタッフ 

コッシュイシイ美千代氏 

田川 和子氏 

尊厳を支え自立支援に配慮した介護技術 

×介護過程の展開 

「人間の自然な動きと老化現象」 

8名 

(1)名 

11/28 

スタッフ 

コッシュイシイ美千代氏 

田川 和子氏 

尊厳を支え自立支援に配慮した介護技術 

×介護過程の展開 

「床からの立ち上がり」勉強会 

6名 

(2)名 

12/19 スタッフ 尊厳を支え自立支援に配慮した介護技術 7名 
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コッシュイシイ美千代氏 

田川 和子氏 

×介護過程の展開 

「ﾉﾝﾊﾞｰﾊﾞﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ」勉強会 

(0)名 

２）職域別の研修の実施 

  ①障がい者介護職員研修 

開催日 講 師 内 容 開催場所 
参加者 

(一般） 

4/20 田口 久美子氏 
もっと「障害」を知ろう 

「障害者制度の理解」 

ウィリング

横浜 

10名 

(1)名 

３）日本介護福祉士会主催の各種研修会への参加 

・第 28回日本介護福祉士会全国大会・第 19回日本介護学会 R3.11/21オンライン開催 

４）在宅医療トレーニングセンター共催研修会の実施 ～尊厳を支え自立支援に配慮した介護技術～ 

開催日 講 師 内 容 開催場所 
参加者 

(一般） 

12/17 
川原 俊一郎氏 

田川 和子氏 

介護技術リーダー研修修了者 

フォローアップ研修会 

在宅医療ト

レーニング

センター 

7名 

(0)名 

（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ークを強める。 

１）研修会 

＊新型コロナウィルス感染症拡大予防のため開催しなかった。 

２）地域活動 

支部 開催日 内容 参加者(一般） 

湘南東 9/23 With ｺﾛﾅ・湘南東支部のオンライン新企画 「研修・会議」 中止 

湘南東 9/25 With ｺﾛﾅ・湘南東支部のオンライン新企画 「職場の人間関係」 中止 

湘南東 10/3 With ｺﾛﾅ・湘南東支部のオンライン新企画 「感染予防」 中止 

湘南東 10/20 With ｺﾛﾅ・湘南東支部のオンライン新企画 「認知症の人の世界・視界

について考える」 
中止 

３）介護相談   

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。 

支部 日時 場所 担当者 相談件数 
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横 須 賀

三浦 

4/17、5/15、6/19、7/17、10/16、

11/20、12/18、1/15  
横須賀市立市民活動センター 4 名 2 件 

計 4 名 2 件 

  

（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。 

①介護福祉士国家試験受験対策「全国一斉模擬試験」 

（令和 3年 12月 11日  ウィリング横浜  受験生 11名） 

②苦手分野克服対策講座 

        （令和 3年 12 月 18日  ウィリング横浜 受講生 9名） 

（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。  

        ＊新型コロナウィルス感染症拡大予防のため中止 

２）介護職員等のための事業所内研修 

    令和 3年 4月 8日  権利擁護・虐待防止・身体拘束 きしろ社会事業会 参加者 4名 

      令和 3年 4月 25日 介護技術研修 あいらの杜川崎さいわい 参加者 9名 

      令和 3年 5月 27日 介護技術研修 ル・リアンふかみ 参加者 10名 

      令和 3年 7月 28日 介護技術研修 神奈川県在宅医療トレーニングセンター 参加者 7名 

      令和 3年 9月 8日  認知症の方の想いによりそうケア（オンライン）  

神奈川県在宅医療トレーニングセンター 参加者 44名 

       令和 3年 11月 24日 介護技術研修 神奈川県在宅医療トレーニングセンター 参加者 12名 

       令和 4年 2月 22日 介護技術研修 神奈川県在宅医療トレーニングセンター 参加者 13名 

（５）講師育成事業の実施 

      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。 

     ＊新型コロナウィルス感染症拡大予防のため中止 

（６）介護職員のための相談、助言事業“介護職１１０番”の実施 

     ～介護福祉士会の相談員が、ニーズに添った質の高い的確なアドバイスを行う。 

    令和４年１月から、毎月 10日、20日、30日は、相談員が直接電話を行う取組を開始した。 

・電話相談：14件・メール相談：18件 相談総数 32件  

・性別：男性 5名、女性 21 名 不明 6名     

・資格：介護福祉士 8 名、介護職 16名、無資格 8名 

・サービス種別：特養 12名、特定施設入所 5名、グループホーム 3名、訪問介護 2名、 

通所 2名、小規模多機能 1名、病院 1名、家族 1名、学生 1名、不明 4名 

・内容：パワハラ、介護事故、虐待等の施設側対応について 6件、 
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資格取得や転職について 5件、職場の待遇について 5件、 

服薬、医療行為について 4件、新人教育や介護技術について 3件、 

自身の健康やメンタルについて 3件、処遇改善加算について 2件、 

入居者の処遇について 1件、ワクチンハラスメントについて 1件、 

介護福祉士の倫理について 1件、職員間の越権行為について 1件 

（７）福祉サービス第三者評価事業 

令和 3年度もコロナ禍において、福祉サービス第三者評価事業を積極的に推進した。 

    １）運営委員会の開催 

       第三者評価事業を円滑に実施するため、運営委員会を開催（5回）     

２）受審事業所への対応 

令和 3年度は、11 事業所（統一項目 8件、社会的養護関係施設 3件）から第三者評価の受

審希望があり訪問調査を実施した。 

※ ☆印は、統一項目に加え当会が推奨する独自項目のうち、発展的評価項目も受審した事業所 

☆☆印は、統一項目に加え当会が推奨する独自項目の発展的評価項目及び課題抽出項目のいずれも

受審した事業所 

①保育分野（推進機構が示す統一した評価項目を使用） 

      ・社会福祉法人あゆみ会 かしわ台あおぞら保育園（海老名市）9/28 ☆☆ 

      ・横浜市汲沢保育園（横浜市）12/15 ☆☆ 

      ・社会福祉法人湘南杉の子福祉会 五反田保育園（藤沢市）12/22 ☆ 

・株式会社俊英館 辻堂すきっぷ保育園（藤沢市）1/17 

      ②高齢分野（推進機構が示す統一した評価項目を使用） 

      ・社会福祉法人あゆみの国のなかま しなの森のさと（横浜市）1/12 

      ③障害分野（推進機構が示す統一した評価項目を使用） 

      ・社会福祉法人翔の会 児童発達支援センターうーたん（茅ケ崎市）11/29 

・社会福祉法人湘南の凪 もやい（逗子市）12/16 ☆ 

      ④障害者グループホーム（推進機構が示す統一した評価項目を使用） 

      ・社会福祉法人湘南の凪 ジャストサイズ池子（逗子市）12/6 

      ⑤社会的養護関係施設（全社協が示す評価項目を使用） 

      ・社会福祉法人福光会 子どもの園（神奈川県）6/22 

      ・社会福祉法人神奈川県社会福祉事業団 すまいる（神奈川県）9/14 

      ・社会福祉法人ゆりかご園 ゆりかご園（神奈川県）11/30 

３）評価決定委員会の開催 

受審事業所の評価結果について、評価決定委員会を開催し、決定した（評価委員 5名）。 

     第 1 回評価決定委員会 11/8 3 事業所、第 2 回評価決定委員会 2/9  8 事業所 (ウイリング

横浜) 

４）評価調査員の育成 

     ～推進機構の認定研修に 5名の受講者を推薦し、3名が合格した。登録調査員数 19名     

５）評価調査員研修会の開催 
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      統一した評価項目、独自項目の説明研修会及びフォローアップ研修会を開催した。 

①統一項目、独自項目説明会 8/7 於ウイリング横浜  説明：梅田滋 参加者：4名 

      ②第１回フォローアップ研修会 9/11 神奈川県社会福祉センター 

       内容：「調査報告書の作成について」「受審から終了までの流れと、説明、対応について」 

       講師：丸山タエ子、田口久美子  参加者：9名 

      ③第 2回フォローアップ研修会 10/16 於ウイリング横浜 

       内容：「新しい保育所の活動を知る」～主体的保育、ドキュメンテーション保育 

講師：瀬山さと子氏（うーたん保育園園長）  参加者：14名 

６）推進機構への協力 

推進機構の評価機関連絡会に参加した。また、推進機構が開催する認定研修の参加者推薦と、

フォローアップ研修会の参加希望者のとりまとめを行った。 

①認定研修への参加者推薦  ※前掲 

②評価機関連絡会への参加（4回） 6/9、10/6、1/21、3/7 ※1/21はオンライン開催 

③推進機構フォローアップ研修会（6回）への参加者のとりまとめ  

７）全社協調査員研修会への参加 

第４期の社会的養護関係施設第三者評価の実施に向け、評価調査者継続・養成研修会に 2名

の登録評価調査員を派遣した。 

（８）豊かな生活を支援する活動 

     ＊新型コロナウィルス感染症感染拡大のため、着手に至らなかった。 

６．当法人の目的を達成するために必要な事業 

（１）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 
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種  類 
令和３年度

入会者数 

令和３年度

退会者数 

令和３年度末 

会員数 
増減 

令和２年度末

会員数 

正 会 員 ５４ １０６ ８０４ －５２ ８５６ 

賛助会員 ０ ０ ０ ０ ０ 

名誉会員 ０ ０ １ ０ 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 〒221-0825 横浜市神奈川区反町 3-17-2 神奈川県社会福祉センター内 5階 

           ※ 令和 3年 7月 26日 横浜市中区海岸通 4-23 マリンビル 305号室から移転 

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 0 8 年 5 箇月 

（２）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 

令和 3.6/13(日) 

・第１号議案 令和 2年度事業報告に関する件 

・第２号議案 令和 2年度決算報告及び監査報告に関する件 

ウィリン

グ横浜 

２）理事会 

開催月日 協 議 事 項 開催場所 

第 1回 

令和 3.5/29(土) 

(1)令和 2年度事業報告（案）について (2)令和 2年度収支決算（案）に

ついて (3)令和 2年度監査報告について (4)新入会者の承認 

(5)令和 3年度定時社員総会の準備について 

ウィリン

グ横浜 

第 2回  

令和 3.7/17(土) 

(1)新入会員の承認 （2）各事業部の活動状況及び収支状況について 

(3）令和 4年度日本介護福祉士会全国大会・日本介護学会（神奈川県）に

ついて 

ウィリン

グ横浜 

第 3回 

令和 3.9/11(土) 

（1）新入会員の承認 （2）各事業部の活動状況及び収支状況について 

（3）令和 4 年度日本介護福祉士会全国大会・日本介護学会（神奈川県）

について 

ウィリン

グ横浜 

第 4回 

令和 3.11/20(土) 

(1)新入会員の承認（2）今年度の事業進捗状況について（3）来年度の事

業計画・収支予算について(4)神奈川県介護福祉士会代議員選挙について 

ウィリン

グ横浜 
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第 5回 

令和 4.3/19(土） 

(1)令和 4年度事業計画（案）について(2)令和 4年度収支予算（案）につ

いて （3）資金調達及び設備投資の見込みについて (4)令和 4年度事業運

営について (5)新入会申込者の承認 (6)規約の改定について 

 (7)全国大会について  

神奈川県

社会福祉

センター 

       ※ 令和 4 年 1 月 15 日(土)に予定していた理事会は新型コロナウイルス感染症の感染が拡大して

いたことから中止した。 

３）正副会長会 

開催月日 協 議 事 項 開催場所 

第 1回 

令和 3.4/4(日) 
(1)事務局移転について (2)その他   WEB会議 

第 2回 

令和 3.5/10(日) 

(1)事務局移転について (2)監事監査について (3)ワクチンボランティ

アについて 
WEB会議 

第 3回 

令和 3.5/19（水） 

(1)令和 2年度事業報告について (2)令和 2年度決算報告について 

(3)事務局移転について (4)ワクチンボランティアについて 
WEB会議 

第 4回 

令和 3.5/27(木) 
(1)監事監査について （2）5月度理事会について (3)その他 WEB会議 

第 5回 

令和 3.6/10(木) 

(1)令和 3年度定時社員総会について (2)事務局移転について 

(3)その他 
WEB会議 

第 6回 

令和 3.7/2(金) 

(1)医療介護総合確保基金の提案について (2)事務局移転について  

(3)7 月度理事会について (4)その他 
WEB会議 

第 7回 

令和 2.8/31(火) 

(1) 日本介護福祉士会全国大会・日本介護学会実行委員会について 

(2)移転後の事務局運営について (3)9月度理事会について (4)その他 
WEB会議 

第 8回 

令和 3.10/2(土) 
(1)事務員の昇給について (2)その他 WEB会議 

第 9回 

令和 3.11/5(金) 
(1)日本介護学会研究発表投票について (2)その他 WEB会議 

第 10回 

令和 3.11/20(土) 

(1)11月度理事会について （2）収支状況について (3）日本介護福祉士

会全国大会・日本介護学会について（4）令和 4・5年度代議員選挙につい

て 

WEB会議 

第 11回 

令和 4.1/12(水) 

(1)1月度理事会について(コロナ第 6波で欠席者過半数が確定のため理事

会を中止とし打ち合わせ会とする) (2) 令和 4・5年度代議員選挙につい

て 

WEB会議 

第 12回 

令和 4.3/13(日) 
(1)3月度理事会について (2)事務局長雇用について (3)その他 WEB会議 

４）正副支部長会 

    ＊新型コロナウィルス感染症拡大予防のため中止した。 


