
［平成２９年５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２９年５月１３日（土）１０：００～１２：００ 

場 所：沖縄県総合福祉センター東棟 4階 401 研修室 

参加理事： 6 名 

欠席理事： 3 名 

出席監事： 1 名 

欠席監事： 1 名 

 

（１）協 議 事 項 

①会員管理に関する事項 

新規 5名、介護福祉士登録者数 16,905 名（3月末日現在）、         ⇒⇒⇒⇒承承承承    認認認認  

⇒本会は会費が引き落とされた時点を持って正会員の資格となる。5 月・6 月の研修会

の受講料は会員と非会員が混在する時期でもある。5 月・6 月の研修会を会員価格とし

て受講を希望するのであれば前年の1月～3月までに入会手続きをしてもらうよう入会

予定者へ伝えていく必要がある。 

②平成 29年度「介護の日」イベントについて 

⇒「平成 29 年度「介護の日」イベント実施要綱（案）」参照 

「介護の日」イベントの日程：11月 11 日（土） 会場：ゆいホール（仮予約） 

リハーサル 11月 6 日（月）13:00～21:00 会場：ゆいホール（仮予約） 

⇒4月 22 日（土）「介護の日」イベント打ち合わせ会議の結果、別紙「介護の日」イベ

ント内容（案）に変更となる。シンポジウムのテーマ「なぜ介護の仕事を続けているの

か？なぜ介護の仕事を辞めないのか？（案）」について、理事・講師に対して課題レポ

ートを課している。6月 17 日（土）「介護の日」イベント打ち合わせ会議においてシン

ポジストを決定する。印刷会社から提示されたポスター・チラシの原案（4案）につい

て本日協議する。次回理事会において最終案を決定する。 

●映画「ケアニン」上映会について 

⇒5月 13 日（土）総会で正会員を対象とした試写会を実施する。 

⇒「介護の日」イベント前日の 11月 10 日（金）にも映画「ケアニン」上映会を実施す

る。夜間のみ上映、または昼間と夜間の 2回上映等、再度予算案に沿って上映回数につ

いて検討していく。 

⇒11 月 11 日（土）翌日の黒澤先生の研修内容については「介護の日」イベント打ち合

わせ会議にて協議する。会場：沖縄リハビリテーション福祉学院（5階視聴覚室） 

                         ⇒⇒⇒⇒継継継継    続続続続 

③本会のキャッチコピーについて 

⇒今年度本会への新規入会者数が伸びていないことから、あらたにキャッチコピーの策

定について協議する。「介護福祉士会は未来への投資」（キャッチコピー案） 



今後本会 HP へ掲載していくとともに理事の名刺にも印刷していくことを確認する。 

⇒3月理事会で理事より「正会員を含め広く介護福祉士等から意見を募集・集約しては

どうか？」との意見が挙げられる。協議の結果、本会ホームページに 2～3 案を提示し

て介護福祉士等へ広く意見を募集・集約しその後再度理事会で検討していくこととする

（担当本会事務職員桃原）。 

⇒4 月 8 日（土）本会 HP に意見・募集のご協力のお願い文書を掲載した（締切 5 月 8

日）。 

⇒メール及び Fax にて「人を支えるあなたのちからに」が介護福祉士より最も多く寄せ

られた。本会のキャッチコピー「人を支えるあなたのちからに」を決定する。 ⇒⇒⇒⇒承承承承    認認認認 

④平成 28年度事業報告（案）及び決算（案）について 

⇒別添「平成 29年度総会資料」参照、 

⇒特に理事・監事より意見聞かれず本日の理事会で承認を得る。      ⇒⇒⇒⇒承承承承    認認認認 

⑤平成 29年度九州ブロック介護福祉士研修大会（鹿児島県） 

⇒平成 29年 11 月 24 日（金）～25 日（土）、 

分科会（テーマ防災）の発表者選定について協議する。分科会のテーマに関する情報が

少ないため次回理事会において再度発表者の選定について協議する。   

本会理事及び正会員の派遣について協議する（本会からの旅費支弁の検討）。⇒⇒⇒⇒継継継継    続続続続 

⑥第 24 回公益社団法人日本介護福祉士会全国大会・第 15 回日本介護学会 in とやま派

遣理事について 

⇒7月 15 日（土）～16日（日）、本会より福井理事が参加する。      ⇒⇒⇒⇒承承承承    認認認認 

⑦平成 29年度九州ブロックリーダー会議（福岡）派遣理事について 

⇒9月 22 日（金）・23日（土）事務局会議も開催 

⇒本会より、次期会長、次期副会長、横山理事兼事務職員が参加する。    ⇒⇒⇒⇒承承承承    認認認認 

⑧九州ブロック会議の議案について 

⇒5月 27 日（土）代議員総会前 11：30～12：10 に開催予定 

⇒ブロック会議において「平成 28 年度介護実習生受入れ支援事業について（ヒヤリン

グ内容の説明）」を情報提供する。                    ⇒⇒⇒⇒承承承承    認認認認 

⑨平成 29年度介護実習生受入れ支援事業について 

⇒平成 29年度事業計画（案）・見積書 

⇒次期会長及び次期副会長に当該事業について再度説明を行い、その後本会としての事

業に対する方針を立案する。事業の委託先である沖縄県との協議日程については事務局

で調整する。                             ⇒⇒⇒⇒継継継継    続続続続 

⑩平成 28年度共同募金による配分内定通知書の交付について（通知） 

⇒介護実習生受入れに係る実習指導者の実態調査、ブルームーンパートナーズ株式会社

へ実態調査を依頼する。 

⇒5月 23 日（火）第 1回実態調査打ち合わせ会議（予定）         ⇒⇒⇒⇒承承承承    認認認認 



⑪沖縄県老施協大会への助言者派遣について 

⇒毎日新聞記事より「全老施協、不適正飲食、銀座で会議 3300 万円」 

⇒老施協に対する本会としての姿勢を本日の理事会において確認する。協議の結果、前

回同様本会より助言者を派遣することとする。              ⇒⇒⇒⇒承承承承    認認認認 

⑫沖縄県福祉サービス第三者評価事業推進委員会委員の募集について 

⇒本会より横山理事を推薦する。                    ⇒⇒⇒⇒承承承承    認認認認 

⑬沖縄県障害を理由とする差別等の解消に関する調整委員会委員の公募について 

⇒本会より新垣貞美理事を推薦する。                  ⇒⇒⇒⇒承承承承    認認認認 

⑭沖縄県介護実習・普及センター運営委員会委員及び福祉用具専門部会委員の推薦につ

いて 

⇒本会より羽鳥理事と福井理事を推薦する。               ⇒⇒⇒⇒承承承承    認認認認 

⑮沖縄市・中部地区医師会在宅医療・介護連携推進事業における在宅医療・介護連携推

進会議の委員の推薦について 

⇒本会より桑江講師（本会正会員）を推薦する。             ⇒⇒⇒⇒承承承承    認認認認 

⑯制度政策に係る意見の集約について（日介からの依頼） 

⇒①平成 30 年度改定の介護報酬の件②混合介護の件③医療的ケアの件 

⇒①については次回以降の理事会で協議する。②及び③の件について特に理事より意見

聞かれず。本会より日介に対して提起する意見はないということを確認する。⇒⇒⇒⇒承承承承    認認認認 

⑰沖縄県社会福祉協議会に対する苦情 

⇒別紙苦情文書参照、本会より沖縄県福祉サービス運営適正化委員会委員へ苦情文書を

情報提供する。6 月 15 日（木）沖縄県運営適正化委員会において横山理事より苦情内

容の改善・解決に向けて提案する。                   ⇒⇒⇒⇒承承承承    認認認認 

 

（２）報 告 事 項 

①平成 28年度九州ブロックリーダー会議（平良会長より報告） 

⇒日程：2月 25日（土）場所：長崎県島原市、平良会長及び新垣貞美理事参加、別紙

「議事要旨」参照、平成 29 年度より実習指導者講習会を各支部で主催するのかどうか

についてはそれぞれの支部に委ねられることとなった。沖縄県支部は日本介護福祉士会

と共催で実施することをすでに理事会で確認している。 

②認定介護福祉士養成研修について（福井理事より報告） 

⇒「認定介護福祉士養成研修推進 PT（会長会資料 27）」、「認定介護福祉士研修認証基準」、

「認定介護福祉士養成研修カリキュラム」、各資料参照、平成 32年度に認定介護福祉士

養成研修Ⅰ類が実施できるよう準備を進めていく。 

③平成 29年度第 1回認知症疾患医療連携協議会の開催（横山理事より報告） 

⇒日程：4月 1日（土）16:00～17:30 場所：沖縄県医師会館、後日基幹型認知症疾患医

療センターと本会との情報交換を予定している。認知症高齢者等の増加に伴い認知症ケ



アが介護の中心となる可能性がある。今後は基幹型認知症疾患医療センターとの連携に

より認定介護福祉士養成研修の講師依頼も検討していきたい。 

④平成 28年度介護実習生受入れ支援事業（横山理事より報告） 

⇒2月 13 日（月）～3月 10 日（金）実習施設ヒヤリング訪問（27 箇所）、 

⇒3月 29 日（水）県高齢者福祉介護課職員との面談実施、平成 28 年度介護実習生受入

れ支援事業の報告と平成 29 年度の事業内容（案）及び予算（案）について先方と協議

する。 

⑤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） 

⇒6月 29 日（木）14:00～15:00 

⑥平成 30年度事業民間福祉資金助成要望調書について（福井理事より報告） 

⇒平成 30 年度「介護の日」イベント（推薦順位 1）テーマ：災害時における介護福祉

士の役割（案） 

⇒訪問介護事業所におけるサービス提供責任者の実態調査（推薦順位 2） 

平成 29 年度で「地域医療介護総合確保基金事業」が終了する予定である。平成 30 年度

以降の事業継続については未定の段階である。沖縄県より平成 30 年度「介護の日」イ

ベントに係る補助金が確定した場合は、（推薦順位 2）を（推薦順位 1）に繰り上げるこ

ととする。 

⑦新学科（管理栄養士養成学科）設置計画に係る事業所アンケート調査の実施について 

⇒沖縄大学平成 31 年 4月開設予定 

⑧平成 28年度「介護職員のための接遇研修」アンケート集計＆収支報告書 

⇒定員 30 名を超える申し込みがあった。好評につき 2 回目の研修（7 月 3 日）を開催

する。アンケート記載内容が感想に終始しているためアンケート様式の工夫を検討して

いく。体験型研修が接遇の気づきにつながることが確認できた。くりかえし接遇研修を

受講することの必要性を感じた。今後も本会の継続研修として実施していく。 

⑨平成 29年度第 1回常任理事会議事要旨 5月 1 日（月） 

⇒都道府県介護福祉士会会長会 開催日時：12月 20 日（水）・21 日（木） 

⑩会計報告 貸借対照表・損益計算書（5月 13日現在） 

 

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  平良 仁志  ㊞ 

              監   事  横山 耕治  ㊞ 


