
［平成３０年３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３月２４日（土）１０：００～１３：００ 

場 所：沖縄県総合福祉センター西棟 3階第 2会議室 

参加理事： 5 名 

欠席理事： 3 名 

出席監事： 1 名 

 

（１）協 議 事 項 

①会員管理に関する事項 

1 月末日現在 新規 44 名、継続 255 名、未納者 9 名、退会者 12 名、会員合計 300 名、

介護福祉士登録者数 17,632 名（1月末日現在）、現在学卒者の入会数が 1名、⇒承 認 

⇒今後養成学校卒業生の入会促進に向けて卒業生に対する表彰制度を検討していく。 

⇒過去 5年間の新規入会者のきっかけに関するデータ集計 

⇒介護福祉士国家試験対策講座を受講した方の入会数 

⇒代議員候補者選出に関する告示（当面本会から代議員 3名の候補者選出を目指してい

く） 

 

②平成 30年度一般社団法人沖縄県介護福祉士会通常総会について 

⇒平成 30年 5月 12 日（土）東棟 401 研修室 

⇒沖縄タイムス紙で掲載されたシリーズ『銀髪の時代「老い」を生きる』取材班キャッ

プ記者新垣綾子氏へ講演を依頼する。本日特別講演の内容について協議した結果、演者

が一方的に話すのではなく羽鳥会長との対談形式で先方と調整していくこととする。具

体的な対談内容については事務局で打ち合わせを行う（予定）。      ⇒承 認 

⇒審議事項について（平成 29 年度事業報告・収支決算） 

平成 29 年度補正予算について、⑰で一括して審議する。 

 

③研修委員会設置要綱について 

⇒認定介護福祉士養成研修の実施に当たり上記委員会の設置にかかる要綱案について

協議した結果、本日の理事会で承認される。次回 5 月 19 日（土）講師打ち合わせ会議

（予定）より「研修委員会」に名称を変更して上記養成研修の具体的な評価基準等につ

いて検討していくこととする。                     ⇒承 認 

 

④高齢者虐待・身体拘束における本会の取り組みについて 

⇒平成 29年 7月 5 日（水）沖縄タイムス記事参照 

⇒次年度の運営基準の改正等の概要（案）において、「身体拘束等の適正化の推進」が

文言として明確に示される予定である。以前本会より沖縄県子ども生活福祉部生活企画



統括監あて、老人福祉分科会審査部会設置に向けた要望書（平成 28 年 5 月 14 日作成）

を提出した経緯がある。身体拘束をしないことが大原則であるが、介護現場での状況を

理解しつつ本会として上記表題についての方針を示していく必要がある。いまだ自職場

における課題分析が十分になされていない介護現場で働く介護福祉士等に対して、リス

クマネジメントを含めた研修の開催・実施等による支援についても検討していく。その

ためにも沖縄県との連携強化を図りながら「介護の魅力」を本会として示していくこと

が重要である。理想と現実との葛藤で悩んでいる介護福祉士等に対する具体的な支援に

あたり、介護現場の身体拘束における実態調査を実施する必要があるものと考える。そ

のために今後、沖縄県高齢者福祉介護課課長との面談を要請していくこととする。沖縄

県高齢者福祉介護課課長との面談後の内容を踏まえて再度理事会において協議してい

くことする。                            ⇒ 継 続 

 

⑤本会入会案内の PR 資料について 

⇒羽鳥会長作成の PP 資料参照 

本日の理事会での協議の結果、本会ホームページのみならず本会が実施する研修等にお

いても広く入会案内の広報媒体として活用していくこととする。将来的には講師派遣の

仕組みも検討していく必要があることを確認する。            ⇒承 認 

 

⑥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年度「介護の日」イベント実施要綱（案） 

⇒平成 30年 11 月 11 日（日）、沖縄リハビリテーション福祉学院（与那原町）、 

本日の理事会において、災害ボランティア基礎研修・県内介護福祉士養成学校及び県内

福祉系高校との連携も含めて、イベント内容について協議する。以下理事からの意見等

の内容を表記する。 

⇒昨年の「介護の日」イベントにおいて会場の座席が足りず真和志高校の学生が出演し

た手話パフォーマンス終了後帰ってしまった。今年の「介護の日」イベントでは、特に

福祉系高校の学生に是非見てほしい黒澤先生の講演をプログラムの最初に設定すると

いう工夫も必要かと思う。今年はイベント会場が養成学校ということなので、たくさん

ある教室を活用したイベントのアイデアも必要である。逆に教室ごとに分散することで

映画の上映や講演会の集客への影響というデメリットも考慮していく必要がある。また

会場の養成学校内に併設しているリハビリ学科の学生に対しても興味を持ってもらえ

るようなイベントも考えられる。前回のイベントを視聴していない介護福祉士養成学校

の学生や福祉系の高校生だけでなく、これからは将来の介護の担い手でもある小学生・

中学生も対象として、映画「ケアニン」上映会を沖縄県教育委員会と交渉して実施する

ことも考えられる。また今回のイベントは「防災」をテーマにしているが、集客に結び

つきにくいテーマであるので、そのところをどのように集客に向けてアピールしていけ



ばよいのか？午前に災害ボランティア基礎研修を、そのあとに従来のイベントを実施し

ていくという順番も考えられる。「防災」を「介護事故」まで広げて、生活不活発病の

予防といったリハビリテーション及びリスクマネジメントという視点から展開してい

く方向も考えられる。「介護事故」を防ぐためのシンポジウムも考えられる。会場であ

る沖縄リハビリテーション福祉学院の特徴を活かしたプログラム内容にしていくこと

も必要である。子どもからお年寄りまで幅広い年齢層の集客を考えるのであれば災害救

助犬だけでなくセラピー犬の活用も考えられる。真和志高校以外の先生からも「次年度

は私達の学校もイベントに呼んで下さい」という要望も聞かれた。次年度以降のイベン

トの開催・実施にあたり集客規模の会場選定についても検討していく必要性を感じた。

子どもたちにも楽しめるよう、災害時を想定した「炊き出し」のほか、生活用具（ベッ

ト・トイレ排泄用品等）の実演・体験コーナーも設けた方がよい。防災については前回

のイベントでシンポジウムを行っているので今回は黒澤先生の講演だけでもよい。 

⇒今後のタイムスケジュールについては以下の通り。 

8 月上旬：関係機関等へのポスター・チラシの配布 

7 月下旬：ポスター・チラシの印刷依頼・印刷校了 

7 月 14 日（土）：理事会での協議：ポスター・チラシの印刷原稿の最終確認 

6 月下旬：ポスター・チラシの印刷原稿（案）の作成 

6 月中旬：ポスター・チラシのデザインの最終確認 

6 月上旬：「介護の日」イベント実施要綱（案）の最終確認 

6 月上旬：後援団体からの承諾の最終確認 

5 月 12 日（土）：本会理事会での協議：「介護の日」イベント内容の最終確認 

5 月上旬：後援団体への依頼文書発送 

4 月 23 日（月）：事務局会議での協議：「介護の日」イベントの参加者・関係団体・出

展業者等との調整 

4 月上旬：「介護の日」イベント実施要綱（案）の見直し 

⇒本日の理事会での協議を踏まえて、以下の内容をイベント内容（案）とする。 

イベント前日：映画「ケアニン」上映会（主に介護現場で働く職員を対象とする） 

イベント当日：映画「ケアニン」上映会（主に小学生・中学生・高校生を対象とする） 

黒澤先生の講演会：災害発生後の生活支援を含めた内容を依頼する（当日書籍販売予定）。 

参加体験型イベント：災害救助犬・セラピー犬の紹介及び実演、災害時の生活支援用具

等（非常食、トイレ、簡易ベット等）、 

災害ボランティア基礎研修：日本介護福祉士会発行のテキストを活用する。 

⇒今後上記タイムスケジュールに沿って次回以降理事会で引き続き協議する。⇒継 続 

                      

⑧本会キャッチコピーの活用について 

⇒本会理事・本会監事の名刺に本会キャッチコピー「人を支えるあなたの力に」「介護



の日は、未来の保険」を記載することについて協議する。キャッチコピーの文言が目立

つように、デザイン及び色彩を含めて本会事務職員へアイデアを依頼する。 

（理事からの意見）文字が多すぎることでかえってアピールする場所がぼやけてしまう

ように感じる。名刺交換の相手の注意を引くということであれば、名刺に記載する文字

数はシンプルにした方がよい。 

協議の結果、従来の名刺のデザインに本会キャッチコピーの文言を追加する。⇒承 認 

 

⑨沖縄県福祉サービス運営適正化委員会（第 10期）委員候補者の推薦のお願い 

⇒今期（第 9期）に引き続き横山理事を推薦する。           ⇒承 認 

 

⑩倫理委員会委員（第 2期）の委嘱について 

⇒「本会倫理委員会規程準則」参照、3 月 31 日で委員の任期が終了となる。倫理委員

会委員（第 2期）の委嘱について、引き続き現在の委員に就任を依頼する。⇒承 認 

 

⑪介護福祉士基本研修の再受講料について 

⇒インフルエンザ等により受講できなかった場合は向こう一年間に限り振替受講を認

めている。基本研修修了レベルに到達していない受講生に対して再度同じ研修内容を受

講してもらう場合の受講料の取扱いについて検討する。基本研修修了レベル基準につい

ては別途研修委員会において定める予定である。 

協議の結果、上記研修は生涯研修体系に基づく研修であることから一定の受講料を負担

してもらうこととする。                        ⇒承 認 

 

⑫地域医療介護総合確保基金を活用したキャリアアップ支援について 

⇒介護福祉士基本研修・介護福祉士ファーストステップ研修・認定介護福祉士養成研修

にも活用することが可能である。宮古・八重山地区への研修実施も含めて上記基金によ

る支援を受けて実施していくかどうかについて検討する。 

（理事からの意見）宮古・八重山地区においては介護過程の研修を受講する機会がない。

沖縄県の介護事業所に対する集団指導においても「根拠に基づいたアセスメントに沿っ

たケアプラン・個別援助計画が作成されていない」との指摘を受けている。介護現場で

は根拠ある介護実践が行われていない現状がある。そのためにもこれからの介護福祉士

にとって「介護過程」の理解は必須と考える。 

⇒協議の結果、専門職団体として上記基金を活用して宮古・八重山地区への介護福祉士

基本研修を実施していくこととする。サービス提供責任者実態調査の実施も含めて 4月

以降、沖縄県高齢者福祉介護課課長との面談を要請する。         ⇒承 認 

 

⑬賛助会員募集広告について 



⇒次年度より始まる認定介護福祉士養成研修の広報と合わせて賛助会員の募集を検討

していく。協議の結果、新規賛助会員の入会促進の文書を作成する。その後本会ホーム

ページ等において広報を進めていくこととする。             ⇒承 認 

 

⑭第 14 回ハンセン病市民学会総会・交流集会 in 沖縄 2018 成功のための協賛のお願い 

⇒協賛の承諾について協議する。協議の結果、本会はこれまで他団体への協賛協力は行

わないこととしてきたため今回の協賛は行わないこととする。       ⇒否 決 

 

⑮ファーストステップ研修の課題査読者の募集について 

⇒別紙「文書」参照、本会理事会において査読者の推薦を検討する。協議の結果、本会

より現在ファーストステップ研修の運営・企画に携わっている福井理事と横山理事を推

薦する。                               ⇒承 認 

 

⑯平成 30年第 1回九州ブロックリーダー研修・会議について（佐賀県） 

⇒佐賀県介護福祉士会から提案された企画書（案）について協議する。特に理事より意

見は聞かれず。                            ⇒承 認 

 

⑰平成 29年度補正予算について 

⇒3月 24 日付け本会財務諸表（貸借対照表・損益計算書） 

⇒上記財務諸表（貸借対照表・損益計算書）を踏まえて補正予算について協議する。                             

協議の結果、損益計算書勘定科目及び貸借対照表表示科目の変更（短期借入金⇒長期借

入金)及び理事会報償費の寄付について承認を得る。           ⇒承 認 

 

（２）報 告 事 項 

①選挙結果及び役職者の互選に関する告示（日本介護福祉士会） 

⇒2月 15 日付け日本介護福祉士会ニュース及びホームページにて公表 

九州ブロック選出理事選挙の結果、大分県介護福祉士会三浦晃史会長が九州ブロック常

任理事に選任される。 

②平成 29年度第 6回常任理事会議事要旨（日本介護福祉士会） 

⇒2月 26 日（月）13:30～16:30、審議事項等（平成 30 年度のブロック活動関係、事業

計画案作成にあたっての考え方の整理、事業計画案、予算計画案、その他） 

平成 30 年度九州ブロック活動については、上記三浦晃史会長が九州ブロック常任理事

として選任されたのちに九州ブロック会議において協議することとなる。 

③沖縄県社会福祉審議会社会福祉施設専門分科会（福井理事より報告） 

⇒2月 2日（金）14:00～17:00、上記専門分科会が開催される。 

④沖縄県難病医療連絡協議会（新垣佳子理事より報告） 



⇒2月 1日（木）19:00～21:00、本日新垣佳子理事欠席のため次回理事会にて報告して

もらうこととする。 

⑤沖縄県高齢者福祉対策推進協議会（横山理事より報告） 

⇒1 月 25 日（木）第 4 回推進協議会開催、本会より「介護の日」と「認定介護福祉士

養成研修」に関する資料を情報提供する。沖縄県から受託している「介護職員資質向上

等研修事業（サービス提供責任者適正実施研修）」の目標値の数字が 40 から 30 へ修正

されている。今後も量だけでなく質の担保についても本会より要請していくこととする。 

⑥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） 

⇒3月 1日（木）14:00～15:00、上記専門分科会が開催される。 

⑦平成 29年度沖縄県介護実習・普及センター運営委員会（羽鳥会長より報告） 

⇒1月 23 日（火）14:00～16:00、「介護の魅力」を発信していくことについて参加団体

で検討する。 

⑧平成 29年度第 2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） 

⇒3月 5日（月）14:00～16:00、県内の福祉人材確保について参加団体で検討する。 

⑨平成 29 年度第 6 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）⇒3月 14 日（水）9:30～11:30、パブリックコメントの内容を踏まえて最終的な

高齢者保健福祉計画（案）について協議する。福井理事より、「家族支援」「看護小規模

多機能型居宅介護」の推進・設置について要請する。 

⑩平成 29年度第 2回介護労働懇談会（羽鳥会長より報告） 

⇒2月 2日（金）10:00～12:00、「介護ロボット」の実演を中心とした内容であった。 

⑪平成 29年度第 2回雇用管理改善企画委員会会議（福井理事より報告） 

⇒3月 5日（月）14:00～16:00、事業自体が単年度事業のため継続的な取り組み効果に

ついて検証する必要があるものと考える。 

⑫認定介護福祉士養成研修について 

⇒「認定介護福祉士概論」「認知症のある人への生活支援・連携」の科目については日

本介護福祉士会へ申請内容を送付する。次年度より上記研修の申請時期が年 2回に設定

される予定である。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。 

⇒平成 30年 9月 29 日(土)18:30～認定介護福祉士説明会 

⑬介護福祉士実務者研修について（羽鳥会長より報告） 

⇒「研修担当講師あてメール文書」「実務者研修のカリキュラム概要」参照。 

今後も継続して上記研修の通学・通信の時間数を講師間で協議していく。一部の研修科

目を休んだ場合の代替講座についてすでに先行している研修実施機関から情報を収集

する。 

⇒次年度以降県内において複数の研修実施機関が「介護福祉士実務者研修」を実施する

との情報を得ている。 



⑭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 

⇒アンケート回答の進捗状況（マシュー株式会社より情報提供）、最終的に 27 名の回収

に留まった。平成 30 年 2 月 20 日（火）17:00～、3月 14 日（水）午後坂本氏との打ち

合わせを実施する。 

⇒上記実態調査に係る業務委託契約書の締結について（平成 29 年 6 月 1 日に遡って契

約する）。契約の承認そのものは平成 29年 5月 13 日（土)理事会にて承認される。 

⑮シルバー新報記事「多様化する人材、介護福祉士の役割」石本会長投稿 

⑯九州理学療法士・作業療法士合同学会 2018in 沖縄後援依頼について 

⇒10 月 13 日（土）～14日（日）沖縄コンベンションセンター、 

⑰障害福祉サービス等情報公表制度について 

⇒平成 30年 4 月施行、介護サービス事業所の情報公表制度については平成 18 年度より

始まっている。 

⑱福祉職員キャリアパス対応生涯研修課程 

⇒全国社会福祉協議会中央福祉学院より、上記研修課程の開発及び標準テキスト等が作

成される。上記研修課程は日本介護福祉士会及び本会の生涯研修と異なり社会福祉施設

職員を対象とした生涯研修であることを確認しておく必要がある。 

⑲研修会等収支報告 

⇒「介護福祉職のためのリスクマネジメント研修会」 

 

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  ㊞ 

 

＊議事内容により一部非公開にしています。 


