
［平成３０年１１月一般社団法人沖縄県介護福祉士会理事会議事録］ 

日 時：平成３０年１１月１７日（土）９：３０～１２：００ 

場 所：沖縄県総合福祉センター西棟４階 本会事務所 

参加理事：5名、 

欠席理事：3名、 

参加監事：1名、 

（１）協 議 事 項 

①会員管理に関する事項 

9 月末日現在 新規 35名、継続 276 名、学卒 7名、未納者 24 名、退会者 3名、会員合

計 318 名、介護福祉士登録者数 18,460 名（9月末日現在）、 

新規 47 名・学卒 7名、（11 月 17 日現在）、 

⇒10 月 25 日（木）年会費の引き落とし確認後に未納者に対する催促を行う（ファース

トステップ研修修了生及び受講生）。 

⇒本会賛助会員候補団体リスト（現在本会賛助会員 18 団体）参照 

都道府県の各支部によって賛助会員の入会数に大きな差がある。「介護の日」イベント

における広報活動等の機会を提供することで本会賛助会員にも入会のメリットが感じ

られるような働きかけが必要である。沖縄の歴史・文化などを踏まえて賛助会員の加入

促進について引き続き理事会で検討する。⇒継 続 

 

②高齢者虐待・身体拘束における本会の取り組みについて 

⇒7月 2日（月）身体拘束防止研修を予定していたが、台風 7号の影響により中止とな

る。担当講師と日程調整した結果、10 月 8 日（月）に振り替えて実施する。 

⇒実態調査の実施については、引き続き沖縄県へ働きかけていく必要がある。⇒継 続 

平成 30 年度第 4回常任委員会議事要旨（9月 14 日(金)13:00～15:15）、 

２．各種委員会報告（１）生涯研修制度委員会②虐待防止研修 参照 

⇒身体拘束等防止に向けた研修プログラムの開発について、中森先生が 10 月 8 日（月）

に使用した研修講義資料を日本介護福祉士会へ提供することについて本日の理事会に

おいて協議する（事前に中森先生から研修講義資料の提供に関する了解を得る）。協議

の結果、羽鳥会長より 12 月 4 日（火）・5日（水）会長会のブロック会議において上記

内容を提案してもらうこととする。⇒承 認 

 

③平成 31年度「介護の日」イベントについて 

⇒平成 30年度「介護の日」イベント（横山理事より報告） 

⇒11 月 10 日（土）・11 日（日）とも約 150 名が参加される。イベント当日の参加受付

に際して、正面入り口側の受付を通らずに裏側の出入り口から校内に入構してイベント

に参加された沖縄リハビリテーション福祉学院の学生も見られた。そのため正確な参加



人数が把握できなかった。一般県民の参加も数名見られた。親子や家族などで子どもの

参加も見られることから次年度はキッズスペース設置の検討も必要かと思われる。また

イベントの打ち合わせのため頻回に沖縄リハビリテーション福祉学院事務長と時間を

調整してもらい情報交換を行った。今回イベント当日において沖縄リハビリテーション

学院事務職員への日当及び冷房代の費用が生じた。次年度のイベント開催における会場

について引き続き理事会において協議していくこととする。⇒継 続 

⇒平成 31年度「介護の日」イベント実施要綱（案） 

⇒平成 31 年度「介護の日」イベントのテーマについて（映画「ぼけますから、よろし

くお願いします」） 

⇒平成 31年度沖縄県総合福祉センター施設利用年間行事予定表（「介護の日」イベント） 

フジテレビディレクター信友さんの両親の生活状況を映像化した内容となっている。現

在約 20 箇所の劇場で上記映画の上映が予定されている。映画視聴後の反響が大きく今

後は上記映画を上映する劇場等の箇所が増えてくることが予想される。次年度のテーマ

（在宅介護者）及びイベントプログラム等について引き続き理事会において協議する。

11 月 22 日（木）上記映画製作会社の担当者と打ち合わせを行う（予定）。また黒澤先

生においてはイベント当日の基調講演だけでなく翌日に実施した介護福祉セミナーも

受講生からは好評であった。次年度は黒澤先生にシンポジウムの助言者として参加して

もらうことも今後理事会で検討していくこととする。⇒継 続 

 

④本会に寄せられる相談・苦情への対応について 

⇒本会正会員・賛助会員から本会に寄せられる相談・苦情への対応と非会員・一般県民

から本会に寄せられる相談・苦情への対応について協議する。 

7 月 2 日（月）・3日（火）日本介護福祉士会会長会で示された倫理委員会に関する資料

を踏まえ、本会においても正会員に対しても同様な対応を行っていくこととする。一方

正会員以外の者に対する苦情対応について協議する。 

（意見）県福祉サービス運営適正化委員会等の相談経験がない各支部の事務局職員が相

談・苦情に対応するのは難しいものと考える。事務局での中途半端な苦情対応がさらに

大きな苦情を招くことにつながる。特に苦情受付時の初期対応を誤ると組織そのものの

存在が危うくなってしまう可能性もある。専門的な相談・苦情受付の経験がない事務局

職員に相談・苦情窓口として対応してもらうことについては限界があるものと考える。

正会員以外の者に対する相談・苦情についても職能団体に入会するメリットを踏まえて

説明していくことも考えられる。倫理委員会とは別建てで、ADR（裁判外紛争解決手続）

のように弁護士・司法書士等が入って調停を行う機関の設置も考えられる（調整に係る

費用は原則申し立て人本人負担となる）。 

引き続き正会員以外の者に対する苦情対応について協議していくこととする。⇒継 続 

⇒9 月 10 日（月）日本介護福祉士会倫理委員長より「倫理委員会設置等整備状況に関



するアンケート」の依頼を受ける。現在のところ上記アンケートに回答された支部は

24 支部に留まっている。 

 

⑤医療的ケアについて 

⇒無資格者に医療行為を指示したとして医師が逮捕されたという記事が掲載された。医

療的ケアのあり方に対する本会のスタンスについて協議する。 

（意見）各々の介護福祉士の置かれた立場によって、「医療的ケアを拡大すべき」ある

いは「医療的ケアを廃止すべき」という相反する意見が聞かれる。「医療的ケアを拡大

すべき」という意見においては、「利用者本位・家族支援」という立場から主張されて

いる。また「医療的ケアを廃止すべき」という意見においては、「正会員ファースト・

介護福祉士の専門性」という立場から主張されている。いずれにせよ平成 24 年度の社

会福祉士及び介護福祉士法改正により医療的ケアが加わってからすでに 5 年以上経過

した現状において、上記新聞記事のような事案が介護現場では散見されている。職能団

体としていずれの主張を採用するのかについての議論が会長会等で交わされていない。

そのことが介護現場での混乱を生じている大きな一因ともいえる。本来医師・看護師の

業務である医療的ケアを介護職が担うことについての議論が深まらないうちに法律が

改正されてしまったという経緯もある。また介護福祉士基本研修の個別援助計画作成に

おいて、「医療的ケア」を具体的な支援計画に入れ込むことの是非についていまだ議論

されていない。 

⇒引き続き医療的ケアのあり方に対する本会のスタンスについて協議する。 

 

⑥賛助会員の入会について 

⇒沖縄県社会福祉事業団より本会賛助会員の入会申込書を受け付ける。⇒承 認 

 

⑦賛助会員の退会について 

⇒大城税理士事務所より本会賛助会員の退会申込書を受け付ける。⇒承 認 

 

⑧日本介護学会における発表者の推薦について 

⇒平成 31 年 11 月 15 日（金）・16 日（土）石川県開催、推薦候補者（本会講師・ファ

ーストステップ研修修了生・本会正会員等） 

⇒上記日本介護学会における発表者の推薦について協議する。 

（意見）今後はファーストステップ研修修了生には日本介護学会における発表の機会を

提供していくことはよい。その上で旅費・宿泊費については本会が負担した方がよい。

ファーストステップ研修修了レベルの会員であれば、ファーストステップ研修を担当し

ていただいている講師の先生に事前に指導してもらうことで学会発表で求められるト

ップクラスの厳しさに耐えうる内容になる。また学会発表にとどまらず自職場において



も良い影響が生じてくるものと考える。 

⇒協議の結果、日本介護学会における発表者は理事会で推薦することとする。その上で

旅費・宿泊費については引き続き協議事項として継続していくこととする。⇒承 認 

 

⑨平成 30年度入退院支援連携デザイン事業 

在宅医療・介護連携に係る事例検討意見交換会＜共通研修Ⅱ＞への派遣のお願い 

⇒沖縄県医療ソーシャルワーカー協会より上記派遣の依頼を受ける。 

⇒本会より本会研修委員会委員桑江貴英氏を推薦する。          ⇒承 認 

 

（２）報 告 事 項 

①今般の大型の処遇改善のあり方について（意見書）日本介護福祉士会 

⇒平成 30年 10 月 15 日社会保障審議会介護給付費分科会へ上記意見書を提出する。 

②「今般の大型の処遇改善のあり方について（意見書）」について（案） 

⇒公益社団法人福岡県介護福祉士会制度政策検討委員会より日介へ提案される。 

③平成 30年度第 4回常任委員会議事要旨・第 5回常任委員会議事録・配布資料 

⇒9月 14 日(金)13:00～15:15、10 月 17 日（水）11:00～16:30 

④代議員候補者選出に関する告示について 

⇒平成 30年 10 月 15 日付け日本介護福祉士会ニュースにて掲載される。 

⑤第 25 回全国大会・第 16 回日本介護学会（熊本県）について（羽鳥会長より報告） 

⇒平成 30年 11 月 2 日・3日上記全国大会・上記日本介護学会（熊本県）が開催される。 

⑥本会入会のご案内パンフレット（裏面デザインのアイデア） 

⇒11 月 4日本会ホームページ（お知らせ）に掲載する。 

⇒池宮商会の見積書を踏まえて本会入会のご案内パンフレットを印刷する（本日の理事

会において印刷に関する承認を得る）。 

⑦平成 30年度第 1回沖縄県福祉人材研修センター運営委員会（羽鳥会長より報告） 

⇒8月 22 日（水）14:00～16:00 上記運営委員会が開催される。 

⑧沖縄県社会福祉審議会委員辞令交付式及び第 1 回沖縄県社会福祉審議会の開催につ

いて（福井理事より報告） 

⇒9月 19 日（水）10:00～12:00 上記辞令交付式及び上記審議会が開催される。 

⑨平成 30年度第 2回介護労働懇談会（羽鳥会長より報告） 

⇒11 月 15 日（木）14:30～16:30 沖縄産業支援センター上記介護労働懇談会が開催され

る。 

⑩沖縄県社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会（福井理事より報告） 

⇒9月 6日（木）14:00～16:00 上記専門分科会が開催される。 

⑪第 2回沖縄県介護ロボットニーズ・シーズ連絡協議会（福井理事より報告） 

⇒9月 27 日（木）14:00～16:00 上記連絡協議会が開催される。 



第 3回沖縄県介護ロボットニーズ・シーズ連絡協議会（福井理事より報告） 

⇒10 月 25 日（木）14:00～16:00 上記連絡協議会が開催される。 

⇒平成 31年 5月 18 日（土）本会通常総会において、特別講演「沖縄県介護ロボットニ

ーズ・シーズ連絡協議会報告（案）」を行うことも検討する。 

⑫平成 30年度那覇市社会福祉審議会障がい者福祉專門分科会指定管理者選定部会 

（福井理事より報告） 

⇒10 月 3日（水）14:00～16:00、プロポーザル審査会、 

⑬認定介護福祉士養成研修について（福井理事より報告） 

⇒「認定介護福祉士概論」「認知症のある人への生活支援・連携」「障害・疾患等のある

人への生活支援・連携」の 3 科目については日本介護福祉士会へ申請内容を送付する。

今年度より上記養成研修の申請時期が年 2回に設定される。次年度に向けて「生活支援

のためのリハビリテーションの知識」「福祉用具と住環境」「心理的支援の知識技術」の

3科目の申請準備を行う予定である。 

⇒9月 29 日(土)18:30～認定介護福祉士説明会⇒台風 24 号の影響により延期となる。 

⇒平成 30年度認定介護福祉士研修認証申請のスケジュールについて 

⑭認定介護福祉士研修認証証の送付について（福井理事より報告） 

⇒「認定介護福祉士概論」「認知症のある人への生活支援・連携」「障害・疾患等のある

人への生活支援・連携」の 3科目に対する審査結果、 

⑮沖縄タイムス記事（平成 30 年 9 月 19 日）「本紙新垣記者を表彰、貧困ジャーナリズ

ム賞 精神障がい者私宅監置報道」 

⑯沖縄タイムス記事（平成 30 年 10 月 8日）「真和志高、手話で全国 V パフォーマンス

甲子園平和への決意表現」 

⇒沖縄県高等学校福祉教育研究会で制作されたプロモーションビデオ（約 7分）を本会

ホームページにアップする（本日の理事会において承認を得る）。 

⑰研修会収支報告書（介護職員のための接遇研修＆身体拘束防止研修） 

⑱本会会計報告（貸借対照表・損益計算書） 

 

以上をもって、理事会の全ての協議事項の審議は終了したので、議長は閉会を

宣言し、解散した。 

以上の議事が正確であることを証すため、議長および議事録署名人は以下に記

名押印する。 

              会   長  羽鳥 訓秀  ㊞ 

              監   事  横山 耕治  ㊞ 

＊個人情報の観点から議事内容を一部非公開にしています。 


