
 ［平成２５年７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２５年７月２７日（土）１８：００～２１：００ 

場 所：本会事務所 

参加理事：城間会長、嘉陽副会長、長嶺、金城武文、福井、 

欠席理事：金城要、平良、横山、新垣、 

 

（１）協 議 事 項 

①会員管理に関する事項 

新規入会 5 月 1名、6月 1 名、退会０名、                ⇒⇒⇒⇒承承承承    認認認認 

新規 1 名、継続 188 名、学卒 1 名、合計正会員 190 名（6月末日現在「会員入金状況」）、

未納者 68名（平成 24年度継続会員 252 名未納率 27％）、県内登録者数 12,974 名、 

②本会会議運営規則の改定について（桃原事務職員へ依頼） 

⇒法人移行後の新定款に基づき文言を修正する。旧定款と新定款との内容を精査する時

間が必要であることから次回 9 月理事会において再度協議する。      ⇒継継継継    続続続続 

⇒新定款に基づき定時総会の回数は 5 月開催の 1回とする。これにより本会事業計画及

び収支予算の承認については理事会での協議事項とする。         ⇒⇒⇒⇒承承承承    認認認認 

③旅費規定の改定について（桃原事務職員へ依頼） 

⇒那覇空港の駐車料金について本会が負担する内容に修正する。事務局の都合により次

回 9 月理事会において再度協議予定とする。               ⇒継継継継    続続続続 

④介護技術講座（仮称）の開催について 

⇒開催日程・場所・受講料等について次回理事会において再度協議する。  ⇒継継継継    続続続続 

⑤平成 25年度福祉・介護人材育成基盤整備事業について 

⇒沖縄県との契約については内諾を得ているが正式な手交はなされていない。今後沖縄

県との契約後海邦総研との委託契約を予定する。             ⇒継継継継    続続続続 

⑥実務者研修について 

⇒今後も介護福祉士養成学校等の情報も得ながら県内における実務者研修のあり方に

ついて継続して協議する。                       ⇒継継継継    続続続続 

⑦実習指導者フォローアップ研修（現任者）について 

⇒当初平成 26 年 3 月 15 日（土）で予定していたが 14 日（金）と 2 日間で研修内容を

検討していく。これまでのアンケート結果を踏まえ実習生だけでなく新人職員に対する

実践的な指導内容を盛り込んでいくこととする。             ⇒⇒⇒⇒承承承承    認認認認 

⑧那覇市社協会員の加入について（お願い） 

⇒現在県社協の会員に加入している。また県共同募金会へ会員数あたりの募金も寄付し

ていることから今後個別の市町村社協への加入は控えていくこととする。  ⇒⇒⇒⇒否否否否    決決決決 



⑨第 23 回参議院沖縄選挙区の推薦依頼について 

⇒従来より本会は個別の政党や政治的な関わりを持たないことを方針としているため

今回も推薦依頼を差し控えていくこととする。              ⇒⇒⇒⇒否否否否    決決決決 

⑩匿名の抗議文書の件について 

⇒本土より自施設の内部告発に関する抗議文書を受け付ける。記載内容は利用者に対す

る虐待等権利擁護に関することでなく事業所内の待遇や不満に関する内容であること

から個別に対応することは控えていくこととする。なお文書内に個別の氏名・専門職種

が記載されていることから関連する県内の専門職団体へ情報提供していく。 ⇒⇒⇒⇒承承承承    認認認認 

⑪東京商工リサーチ「ＴＳＲ企業情報調査票」記入ご協力のお願い 

⇒先方より本会の財務諸表等の情報提供依頼を受ける。企業のリサーチ会社であり法的

な提供義務もないことから本会より協力は行わないこととする。      ⇒⇒⇒⇒否否否否    決決決決 

⑫ファーストステップ研修講師養成研修について 

⇒実習指導者講習会フォローアップ研修はこれまで沖縄リハビリテーション福祉学院

の先生に講師を依頼してきたこともあり、今後ファーストステップ研修においては上記

福祉学院以外の養成学校の先生にも協力を求めていくこととする。     ⇒⇒⇒⇒承承承承    認認認認 

⑬公益社団法人日本介護福祉士会及び一般社団法人沖縄県介護福祉士会入会に関する

基準（ガイドライン）作成について 

⇒昨今マスコミ等において介護福祉士等の不祥事が増えてきていることから、職能団体

の役割を明確に示すとともに入会の基準（ガイドライン）を作成して入会セット等に盛

り込むこととする。日介においては会員規程が作成されているが本会ではまだ未作成で

ある。今後日介の会員規程を参考にして本会会員規程を作成していくこととする。当面

公益社団法人日本介護福祉士会会員規程・定款・一般社団法人沖縄県介護福祉士会定

款・倫理綱領・倫理基準を入会セットに入れておく。            ⇒⇒⇒⇒承承承承    認認認認 

⑭賛助会員の入会の件について 

⇒東洋羽毛より入会の希望あり、本会賛助会員規定に基づき協議する。   ⇒⇒⇒⇒承承承承    認認認認 

⇒本会賛助会員規程及び本会賛助会員入会基準に係る規程において一般社団法人沖縄

県介護福祉士会へ名称を変更する。 

⑮実習指導者講習会欠席届の取り扱いについて 

⇒欠席した受講生に対する次回の受講可否について協議する。       ⇒⇒⇒⇒承承承承    認認認認 

⑯平成 26年度介護福祉士実習指導者講習会の日程について 

⇒2年連続台風の影響を受けていることから次年度の上記講習会日程について協議する。

候補日程：平成 26 年 6月 6 日（金）・7日（土）・13 日（金）・14 日（土）、 ⇒⇒⇒⇒承承承承    認認認認 

⑰本会賛助会員沖縄タイムエージェント主催セミナーの後援依頼について 

⇒8 月 4日（日）浦添市てだこホール、後援依頼の可否について協議する。 ⇒⇒⇒⇒承承承承    認認認認 

⑱那覇市社会福祉協議会障がい者福祉専門分科会の臨時委員について 

⇒那覇市障がい福祉課より上記委員就任の依頼を受け福井理事を推薦する。 ⇒承承承承    認認認認 



⑲一般社団法人沖縄県介護福祉士会公印取扱規定について 

⇒平成 25年 4月 1 日一般社団法人の移行に伴い公印規定を改定する。   ⇒⇒⇒⇒承承承承    認認認認 

⑳介護職員処遇改善に関する調査（日介からの依頼） 

⇒8 月ニュースに調査票を同封し正会員より直接日介へ郵送してもらうこととする。な

お今回の調査にかかる郵送料等は本会が負担する。            ⇒⇒⇒⇒承承承承    認認認認 

 

（２）報 告 事 項 

①公益目的財産額等の確定手続きについて 

⇒6 月 14 日公益法人インフォメーションより沖縄県へ受付完了。 

②2013 福祉機器展（主催：沖縄県介護実習・普及センター） 

⇒7 月 5日（金）・6 日（土） 

③那覇市社会福祉審議会 

⇒5 月 27 日（月）福井理事欠席、 

④平成 24年度代議員総会 

⇒5 月 25 日（土）東京、福井代議員参加 

⑤電話加入権契約者名義の変更手続きについて 

⇒5 月 14 日一般社団法人沖縄県介護福祉士会へ名義変更完了 

⑥健康保険・厚生年金保険事業所適用通知書 

⇒平成 25年 5月 1 日より上記適用事業所となる。 

⑦平成 25年度介護教員講習会実施要綱（主催公益社団法人新潟県介護福祉士会） 

⑧平成 25年度沖縄県介護支援専門員実務研修受講試験のお知らせ 

⇒試験日：平成 25 年 10 月 13 日（日） 

⑨九州ブロック研修大会（福岡県：10/26～27）の確認 

⑩介護の日イベント：11 月 20 日（水）てだこホール 

⑪一般社団法人宮崎県介護福祉士会設立 20 周年記念式典・祝賀会のご案内 

⇒5 月 12 日（日）城間会長参加、 

⑫正会員講師謝金等支給基準（内規）・外部講師謝金等支給基準（内規） 

⇒復興特別所得税の創設により10.21％の源泉所得税を基準として特別会費を算定する。 

⑬生涯研修ポイントの活用に関する調査（日介より依頼） 

⑭平成 25年度介護保険施設等集団指導の開催（6 月 20 日県庁） 

⇒介護保険施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例について（通知） 

⑮第 10 回介護福祉士の就労実態と専門性の意識に関する調査報告書 

⑯「介護百人一首 2014」短歌募集のご案内 

⑰浦添市在宅医療ネットワーク市民公開講座の後援について 

⇒主催：浦添市医師会、9 月 16 日（月）国立劇場おきなわ 

⑱ニュース「改造銃所持：マルキン食品会長逮捕」「埼玉県の介護福祉士による虐待に



ついて」「入所女性を暴行死･･･特養ホーム元職員再逮捕へ」 

⑲沖縄タイムス記事「介護って面白い・ヘルプマン作者に聞く」「成年後見で着服相次

ぐ」「読谷の保育園私的流用」「PTA 事務員 750 万円着服」「PTA 費着服探る防止策」「介

護職員増へ新制度」 

⑳マイクロソフト公式セミナー（Windows８・Office354 の紹介） 

⇒6 月 17 日（月）沖縄産業支援センター 

21 沖縄県総合福祉センター内公衆電話の撤去 

⇒6 月より 1 階に設置されていた公衆電話が撤去される。今後研修会等おいて参加者に

情報提供していくこととする。 

22 実習指導者講習会受講施設リスト（平成 25年 6 月 22 日現在） 

23 実習指導者講習会収支報告 

24 要介護（要支援）認定を受けている人の「認知症高齢者の日常生活自立度」調査結

果について（高齢者福祉介護課からの情報提供） 

25 キャリア段位制度（一般社団法人シルバーサービス振興会） 

26第 23回参議院議員通常選挙における県内立候補者に対する公開質問状への共催につ

いて（前回同様承諾する） 

27「介護福祉議員連盟」総会のご報告 

28 新移行制度後の法人運営実務解説セミナー 

⇒7 月 2日（火）主催：沖縄ゼロックス株式会社 

29 平成 25 年度沖縄県広域地震・津波避難訓練の実施について（沖縄県福祉・援護課） 

⇒平成 25年 9月 4 日（水）10:00～ 

30 介護福祉士の雇用環境の整備等に関する要望書（石橋会長から内閣官房長官へ） 

31 会計報告 貸借対照表・損益計算書・事業費経常費用内訳（6 月 30 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署

名捺印する。 

              議 長  城間 雅己   ㊞ 

             議事録署名人  嘉陽 宗之   ㊞ 

議事録署名人  福井 彰雄   ㊞ 


