
［平成２９年９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９月１６日（土）１０：００～１２：００ 

場 所：沖縄県総合福祉センター西棟 4階第 5会議室 

参加理事：5名、 

欠席理事：3名、 

出席監事： 

欠席監事：1名、 

 

（１）協 議 事 項 

①会員管理に関する事項 

7 月末日現在 新規 29名、継続 245 名、未納者 21 名、会員合計 274 名 

介護福祉士登録者数 17,565 名（7月末日現在）、               

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』イベントチラシ」「映画「ケアニン」上映会チラシ」参照 

⇒「6月 17 日（土）『介護の日』イベント打ち合わせ会議議事録」参照 

⇒沖縄タイムス広告特集「5月 12日は看護の日」 

⇒「介護福祉セミナー『介護の魅力と介護福祉士の専門性』開催について」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） 

●シンポジウムの内容について 

⇒事前に沖縄タイムス社において座談会形式のミニシンポジウムを実施することにつ

いて協議する。協議の結果、沖縄タイムス社へ上記内容を伝えて座談会の実施について

要請していくこととする。今後新聞の「論壇」投稿についても検討していく。⇒ 継 続 

●映画「ケアニン」上映会について 

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

施する。⇒ 継 続 

●11 月 12 日（日）黒澤先生の介護福祉セミナーについて 

⇒会場：沖縄リハビリテーション福祉学院（5 階視聴覚室）、介護職員や介護福祉士養

成学校の学生だけでなく在宅介護を担っている家族等一般県民も受講対象とする。 

⇒ 継 続 

●広報活動について 

⇒沖縄県福祉政策課へ広報依頼書（知事公室広報課）を申請する。県政広報テレビ番組

（うまんちゅ広場）、広報誌（美ら島）、県政広報ラジオ番組（ラジオ県民室）、新聞広

告（県民サロン）、にて「介護の日」イベントを広報してもらう（予定）。沖縄県福祉政

策課へポスター掲示申込書（知事公室広報課）を申請する。県内のコンビニエンススト

アーにポスター等を貼って「介護の日」イベントを広報してもらう（予定）。9 月 1 日



付けで沖縄県子ども生活福祉部福祉政策課ホームページに「介護の日」イベントの内容

が掲載される。⇒ 継 続 

●賛助会員について 

⇒「介護の日」イベント当日の賛助会員専用のコーナー設置について検討する。賛助会

員の一覧表を事務局で作成する。 

●映像担当伊禮氏との打ち合わせ 

⇒8 月 28 日（月）、上記打ち合わせを行った結果、「介護の日」イベントだけでなく 11

月 12 日（日）黒澤先生の介護福祉セミナーにおいても撮影を伊禮氏へ依頼する。 

⇒継 続 

●司会担当北田正会員との打ち合わせ 

⇒9 月 4 日（月）、これまでの打ち合わせ会議の議事録を北田氏へ情報提供する。進行

にかかるナレーションの脚本作成に取り組んでもらうよう要請する。⇒ 継 続 

●次年度（平成 30 年度）「介護の日」イベントのテーマ及び会場について 

⇒平成 30年 11 月 11 日（日）会場候補：ゆいホール（沖縄県総合福祉センター）、沖縄

リハビリテーション福祉学院（与那原町）、⇒ 継 続 

③ボランテイア行事用保険について 

⇒平成 29 年度「介護の日」イベントの参加者を約 300 名と見込んでいる。今回を含め

て次年度以降の「介護の日」イベントにおけるボランテイア行事用保険の加入について

協議する。介護福祉士養成学校等の学生の場合は日本スポーツ振興センターによる災害

共済給付に加入していることからイベント当日の事故に対応できる。介護職員の場合も

職場からの派遣であれば労働災害として認められる可能性がある。しかし一般県民の場

合は個人が傷害保険に加入していない限り事故にかかる費用は全額自己負担となる。本

日までの参加申込み状況より一般県民からの申込みが多くみられることから、今回の

「介護の日」イベントよりボランテイア行事用保険に加入することとする（1人あたり

28 円）。   ⇒ 承 認 

④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）、別紙仕様書、 

⇒6月 6日（火）沖縄県との上記支援事業の打ち合わせ会議議事録 

⇒7月 11 日（火）坂本氏との実態調査打ち合わせ会議議事録  

⇒8 月末日現在沖縄県と上記支援事業に係る契約が締結できていない状況である。締結

の可否について本日の理事会で協議する。協議の結果、上記支援事業を遂行する上でス

ケジュール的に事業内容を完遂することは困難であることから今年度は沖縄県の受託

を受けないこととする。次年度以降の事業受託については現段階では未定のため保留と

する。⇒ 承 認 

⑤主任介護支援専門員更新研修の受講要件について 

⇒「平成 29 年度沖縄県主任介護支援専門員更新研修開催要項」参照 



⇒上記研修の受講要件について、本会と関連する項目は「（２）地域包括支援センター

や職能団体等が開催する法定外の研修等に年４回以上参加した者」である。介護支援専

門員の資格を有する者のほとんどが介護福祉士国家資格者であることを考えた場合、今

後は上記更新研修の受講要件を満たすことを目的に本会の研修を受講する者が増えて

くることが予想できる。本日の協議の結果、沖縄県介護支援専門員協会への確認を得た

上で、今後本会が主催する研修会の開催要綱の中に「本研修は沖縄県主任介護支援専門

員更新研修の受講要件の法定外の研修等に該当します」の一文を追加することとする。 

⇒ 承 認 

⑥平成 30年度ファーストステップ研修受講料の件について 

⇒「平成 30 年度ファーストステップ研修開催要綱（案）」参照 

⇒「平成 29 年度ファーストステップ研修収支報告書（案）」参照 

⇒これまで上記研修を実施する中で総合学習まで到達できる受講生の人数が不確定な

状況であった。そのため総合学習にかかる受講料については受講生に負担してもらう金

額として設定することができなかった。上記研修は収支報告書の通り毎年損益ベースで

収支がマイナスとなっている。また実際に総合学習を担当する講師に対して謝金が発生

していることから総合学習の受講料として 5,000 円を追加することについて協議する。

また上記研修の未受講科目の再受講料として正会員 1,000 円となっているが、上記の理

由により 2,000 円へ変更することについて協議する。協議の結果、両案とも特に理事よ

り異論なく承認される。⇒承 認 

⑦実習指導者フォローアップ研修について 

⇒8月末日現在申し込み者 1名となっている。協議の結果、今年度を含めて次年度以降

の研修を中止とする。今後は日本介護福祉士会の生涯研修制度に基づく介護福祉士基本

研修及びファーストステップ研修の受講を促していくこととする。 ⇒承 認 

⑧平成 29年度リーダー研修会前期（講師養成特別講座）の派遣について 

⇒第 3期ファーストステップ研修修了生 2名を推薦する。 ⇒承 認 

⑨賛助会員入会の件について 

⇒那覇市社会福祉協議会「訪問介護ネットワークなは・通所介護ネットワークなは」よ

り賛助会員の入会申込書を受付ける。 ⇒承 認 

 

（２）報 告 事 項 

①技能実習指導員講習会（大阪会場）（新垣副会長より報告） 

⇒9月 2日（土）・3日（日）ＴＫＰガーデンシテイー東梅田、11 月～平成 30 年 1月末

日までの期間に各支部で技能実習指導員講習会を実施する（予定）。 

②平成 30年度第 25 回全国大会・第 16 回日本介護学会 in熊本 

⇒平成 30年 11 月 2 日（金）～3日（土）熊本市民ホール、平成 30 年度以降の理事会

において上記全国大会・日本介護学会への派遣人数を協議する。 



③平成 29～30 年度第 1回選挙管理委員会（福井理事より報告） 

⇒9 月 12 日（火）13:00～15:00、日介事務局において上記委員会が行われ福井理事が

委員長代理に選出される。 

④沖縄県高齢者福祉対策推進協議会（横山理事より報告） 

⇒8月 22 日（火）14:00～16:00、第 1回推進協議会が開催される。 

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） 

⇒8月 28 日（木）14:00～15:00、上記専門分科会が開催される。 

⑥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 8日（火）14:00～16:00、上記運営委員会が開催される。 

⑦沖縄県福祉サービス第三者評価事業推進委員会（横山理事より報告） 

⇒8月 18 日（金）10:00～12:00 第 1 回推進委員会が開催される。 

⑧平成 29 年度第 2 回那覇市社会福祉審議会高齢者福祉介護専門分科会（福井理事より

報告） 

⇒8月 29 日（火）15:00～16:30、上記専門分科会が開催される。 

⑨真和志高校表敬訪問（新垣副会長より報告） 

⇒8月 15 日（火）16:00、真和志高校へ表敬訪問を行う。真和志高校の学生による「介

護の日」イベント出演時に披露する手話ソングの練習している様子を見学する。 

⑩劇団たんぽぽ「ゆずり葉の季節（はる）」沖縄公演への後援依頼 

⇒浦添市医師会より後援依頼を受ける（承諾済み）。 

⑪認定介護福祉士養成研修について（福井理事より報告） 

⇒9月 12 日（火）日介事務局にて認定介護福祉士養成研修に関する情報交換を行う。 

⑫那覇警察署からの照会について 

⇒那覇市内の通所介護の事故に対する専門的見解の要請を受ける。 

⑬これからの外国人介護人材の活用方法と育成（開催案内） 

⇒8月 26 日（土）沖縄リハビリテーション福祉学院 

⑭架空の国家資格を騙った勧誘にご注意ください 

⇒東北厚生局からの情報提供、「介護福祉士養成学校に対し、『認定介護士』『認定介護

福祉士』は国家資格であり、その資格を東北厚生局が認定している」との虚偽の説明を

行い、業務提携を持ちかけている団体があるとの情報提供がありました（原文のまま）。 

⑮平成 29年 8月 23 日第 145 回社会保障審議会介護給付費分科会（及川副会長出席） 

⇒全国知事会から提出された意見書に認定介護福祉士養成研修の推進が盛り込まれた。 

⑯沖縄タイムス記事「介護度を改善 報酬増へ、厚労省事業所に自立支援促す」 

⇒利用者の状態や要介護度の改善度合いを確認する目安・基準としてデータ化数値化で

きる身体的自立のみが偏重され、介護報酬増を目的とした事業所等のインセンテイブ・

動機付けに結びつくことが予想される。介護福祉士は利用者の身体的自立だけでなく精

神的自立及び社会的自立も含めて「その人らしさ」を生活支援していく福祉専門職であ



ることを本日の理事会で確認する。 

⑰研修会等収支案報告 

⇒平成 29年度ファーストステップ研修 

⑱会計報告 貸借対照表・損益計算書（9月 17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。 

 

＊議事内容により一部非公開にしています。 

 

 

 

 

 

 

 


