
［平成３１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３１年３月３０日（土）９：３０～１２：５０ 

場 所：沖縄県総合福祉センター西棟第 5会議室 

参加理事：6名、 

欠席理事：2名、 

参加監事：1名、 

（１）協 議 事 項 

①会員管理に関する事項 

2 月末日現在 新規 45 名、継続 281 名、学卒 9 名、未納者 13 名、退会者 11 名、会員

合計 335 名、介護福祉士登録者数 18,489 名（2月末日現在）、⇒承 認 

⇒本日時点で、会員合計 338 名、正会員登録合計 340 名、過去最高の入会申込者数、生

涯研修制度の充実と広報活動の拡大が両輪となって会員数を増やしている。 

⇒今後会員専用サイトの設置に向けて準備していく（予定）。新規正会員の加入促進及

び正会員の継続のために会員専用サイトを活用して交流の場を提供する仕組みつくり

が求められる。また会員にとってメリットとなるキャリアパス構築に向けた生涯研修制

度の取り組みに重点をおいて加入促進していく。 

⇒本会賛助会員候補団体リスト（現在本会賛助会員 18 団体・日本介護福祉士会賛助会

員 18 団体・大阪介護福祉士会賛助会員 71 団体） 

（意見）各支部によって賛助会員の入会に対する視点・考え方が異なる。他支部の情報

を参考にして本会における賛助会員の入会に対する方向性を確認していく必要がある。

賛助会員の加入促進について引き続き理事会で協議する。⇒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 

⇒4月 28 日（日）身体拘束防止研修を予定する（本日時点で申込者数 8名）。 

（意見）身体拘束委員会の設置義務がある職場においては、本会が主催する研修会を受

講した後にその内容を伝達講習してもらうよう働きかけていくことも考えられる。現在

のところ OJT・OFF-JT のいずれでも研修形態は特に問われない。 

⇒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こととする。⇒継 続 

⇒医療機関における身体拘束について（情報共有）、安全確保と倫理（日本看護協会）、 

 

③平成 31年度「介護の日」イベントについて 

⇒平成 31年度「介護の日」イベント実施要綱（案） 

（映画「ぼけますから、よろしくお願いします」） 

⇒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。

現在まで約 80 箇所の劇場上映が予定されている（すでに終了した劇場も含む）。映画視

聴後の反響が大きく今後も上映する箇所が増えてくることが予想される。11 月 22 日



（木）福井事務局長が上記映画製作会社担当と打ち合わせを行う。「介護の日」イベン

トでの上映会及び監督の講演依頼が増えている（制作会社からの情報）。映画「ぼけま

すから、よろしくお願いします」上映規定（改訂版）を踏まえて、本日の理事会で映画

監督信友直子氏来沖の件も含めてプログラム内容（案）全体について協議する。黒澤先

生の講演だけでなく翌日実施したセミナーも受講生から好評であった。次年度は黒澤先

生にシンポジウム助言者として参加してもらうことを検討していく。 

（意見）テーマ「在宅で生活する親を介護する家族のこころのケア」にふさわしいプロ

グラムとなっている。司会は実際に在宅で介護支援専門員として日常的に介護する家族

と関わっている羽鳥会長が適任と考える。広報という点からいえば映画「ケアニン」の

ときのように事前に理事・監事等内部試写会の実施を制作会社へお願いしたい。全国の

介護福祉士会等で広く広報してもらう方法として監督による「ビデオメッセージ」を制

作会社へ要請していくことも考えられる。 

⇒おおむねプログラム内容（案）で進めていくことが了承される。映画監督信友直子氏

来沖については、予算上県外講師を 2名招聘することが難しく今年も黒澤先生に来沖を

お願いする。⇒承 認 

⇒次年度「介護の日」イベントにかかる補助金（沖縄県地域医療介護総合確保基金）及

び事業計画等について 4月 1日（月）沖縄県担当課職員と打ち合わせを行う（予定）。 

「介護の日」イベントについて引き続き理事会で協議する。⇒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）日本介護福祉士会は日本社会福祉士会のような連合体組織でないため現段階で

は日本介護福祉士会と各支部とは別団体・別組織として位置付けられている。支部で受

付けた相談・苦情を日本介護福祉士会と情報共有して具体的な助言・指導等を行う根拠

を示すことが難しい。苦情に対する対応次第では組織そのものが倒れてしまう可能性も

ある。この件は会長会及び常任理事会で協議しているが結論までに至っていない。 

⇒正会員だけでなく正会員以外の者に対する苦情対応についても引き続き理事会で協

議する。⇒継 続 

 

⑤医療的ケアについて 

（意見）医療機関で働く介護福祉士の実態がみえにくいので彼らが医療的ケアについて

どのように考えているのかを知りたい。看護助手の立場でいるのか？それとも看護師と



対等な立場で働いているのか？いずれにせよ利用者（患者）本人及び家族が当事者不在

のまま中途半端な状況に置かれている。介護福祉士がかかわる医療的ケアの利用者（患

者）は自分から意思をうまく伝えられない人が多い。「利用者本位」「利用者ニーズの代

弁」という日本介護福祉士会倫理綱領の視点から医療的ケアにおける本会としてのスタ

ンス・考えを示していく必要がある。認定介護福祉士養成研修の科目「疾患・障害等の

ある人への生活支援Ⅱ」において医療的ケアの内容が含まれている。生涯研修体系の中

に医療的ケアを組み入れて介護福祉士基本研修・ファーストステップ研修修了者を受講

要件とする案も考えられる。 

実態把握のため今後ファーストステップ研修修了生を対象としたアンケート実施も考

えられる。介護福祉士の置かれた立場によって回答内容が異なることが予想される。 

今後は根拠となる基礎資料データを収集して分析していく必要がある。 

訪問介護事業所にヘルパー資格のある准看護師を配置しても医療的ケアが実施できな

いという制度的矛盾を改善してほしい。 

愛知県では複数の実地研修の受入れ機関があり多くのヘルパー等が医療的ケアができ

るような仕組みが出来ていると聞いている。沖縄県内においても同様な仕組みつくりの

推進も考えられる。 

実態把握のため特別養護老人ホームや認知症グループホーム等に対するアンケート実

施も考えられる。 

本来であれば医療的ケアは看護師等の医療職の業務であるが現実的に看護師不足のた

め介護職が代わりに医療的ケアを担うことになった。 

ここまで事態が深刻になってしまった以上、本会として医療的ケアの実地研修に向けた

取り組みの準備をしなければならない。 

「利用者本位」という視点であれば、慣れ親しんだ在宅で慣れ親しんだ介護職員に見守

れながら生活していくことの「思い」をかなえていくためにも、介護福祉士が医療的ケ

アを担っていくこともやぶさかではない。 

上記意見を踏まえて引き続き理事会で協議する。⇒継 続 

 

⑥平成 31年度介護職種の技能実習指導員講習会について 

⇒次年度の日本介護福祉士会との契約締結について協議する。 

（意見）日本介護福祉士会は次年度も継続して上記講習会の実施にむけて厚労省と交渉

していると聞いている。 

県内の介護福祉士養成学校において今後外国人労働者に向けた受入れを検討している。

介護人材不足が続いている昨今の介護現場の現状をみたときに県内における外国人労

働者の受入れニーズが高まっていくものと思われる。 

特定技能が新たに設けられたことにより今後「介護」の技能試験に向けた県内での実施

機関が求められる。本土では複数の公募団体が出てくることが想定されるが、県内にお



いては本会以外に実施できる機関が見当たらない。この点も含めて上記講習会を継続し

て契約していくことを検討していく必要がある。 

上記意見を踏まえて次回理事会において引き続き協議する。⇒継 続 

 

⑦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）「介護の日」イベント翌日に黒澤先生のセミナーを予定しているので事務局か

ら参加することは難しい。沖縄からは距離的に遠いため個人負担で参加するのは難しい。 

⇒公募については問題ないが費用負担については行わないこととする。⇒承 認 

 

⑧本会役員（理事及び監事）選出規則の改正について 

⇒本会ファーストステップ研修修了生を立候補者の要件として追加することについて

協議する。 

（意見）理事・監事の資格制限、定年制等については、定款に定めることで可能である。

法人組織の質の担保をはかるためにこのような定めをあらかじめ取り決めておくこと

は必要と考える。 

⇒定款の変更が求められることから引き続き理事会で協議する。⇒継 続 

 

⑨本会役職者の互選規定の改正について 

⇒年齢 65歳以降の会長及び副会長の立候補を制限する。 

（意見）介護現職で働いている介護福祉士が自職場より優先して会長・副会長の業務を

遂行できるのか疑問である。特に管理者に就いている場合に迅速に緊急案件や重大な苦

情に対応できるかどうか疑問である。短期の任期では他団体との信頼関係を築くことは

難しい。一方で長期の任期を退くために任期の回数を制限することも考えられる。年齢

というより長期の任期により会長自身の価値観が固まってしまうことによる弊害が世

代交代出来ない理由と考える。ファーストステップ研修修了生は 30 代・40 代が中心と

なっており、この世代は人生で最も忙しい責任の重い時期でもある。 

⇒定款の変更が求められることから引き続き理事会で協議する。⇒継 続 

 

⑬日本介護福祉士会九州ブロック会議の日程について 

⇒平成 32年 1月 31 日（金）・2月 1日（土）＆2月 14 日（金）・15 日（土）、 

⇒協議の結果、2月 14日（金）・15 日（土）に開催する（予定）⇒承 認 

 

⑭「教育課程編成委員会」委員の推薦について（依頼） 



⇒学校法人大庭学園沖縄福祉保育専門学校より依頼を受ける 

⇒協議の結果、羽鳥会長を上記委員会委員に推薦する。⇒承 認 

 

⑮平成 31年度通常総会について 

⇒特別講演の内容（介護ロボットのニーズ・シーズ連携協調協議会について）について

は、別紙「開催要項」の通り比嘉靖沖縄県作業療法士会会長に依頼する。 

⇒審議事項について：平成 30 年度事業報告（案）・決算（案）、役員改選、について事

務局より説明する。 

⇒平成 31年度事業計画（案）・予算（案）について事務局より説明する。 

⇒本日の理事会において理事候補者（9名）を推薦する。⇒承 認 

 

⑰第 7回九州地区高校生介護技術コンテスト沖縄大会について 

⇒真和志高校崎浜先生より大会にかかる協賛金と審査委員の依頼を受ける。 

⇒本会は協賛金の支出は行わないスタンスであることからその場で申し出を断る。後援

団体については特に問題はないことを伝える。また審査委員については文書にて本会へ

依頼してもらうよう担当の先生へ伝える。⇒承 認 

 

⑱平成 32年度に要する民間福祉資金助成要望調書について 

（意見）平成 26年度より沖縄県の委託事業として「サービス提供責任者適正実施事業」

を本会で実施してきた。今後もこの事業を継続していくのかどうかも含めて、研修内

容・研修日数・研修時間等のニーズを把握するための基礎資料となる調査を行う必要が

ある。沖縄県の予算での調査実施を打診したが担当職員からは難しいとの回答を得る。 

⇒上記の意見を受けて、「サービス提供責任者実態調査事業」を申請する。⇒承 認 

 

⑲沖縄県災害福祉支援体制の整備について（沖縄県子ども生活福祉部福祉政策課） 

⇒災害福祉支援協議会の設置（構成団体 16 団体）、委員の推薦について協議する。 

⇒協議の結果、新垣佳子理事を上記協議会の委員に推薦する。⇒承 認 

 

⑳本会ホームページ会員サイトの開設について 

⇒「見積書」参照（64,800 円）。見積金額を踏まえて本日の理事会で検討する。 

⇒協議の結果、上記「見積書」金額で承認される。⇒承 認 

 

（２）報 告 事 項 

①平成 30 年度第 6 回常任委員会議事要旨・第 2 回内部理事会議事録・第 2 回臨時常任

委員会議事要旨・配布資料（羽鳥会長より報告） 

⇒12 月 4日(火)10:00～12:00、18:30～21:00、 



平成 30 年度第 7回常任委員会議事録（全国共通版） 

⇒2月 8日(金)10:00～17:00、 

②代議員選挙立候補者の告示及び代議員選挙結果の告示について（羽鳥会長より報告） 

⇒平成 30年 12 月 15 日及び 2月 15 日付け日本介護福祉士会ニュースにて掲載される。 

③本会役員改選にかかる公示（福井理事より報告） 

⇒2月ニュースに同封する。本会ホームページ「お知らせ」にも掲載する。 

④教育課程編成委員会の開催について（ご案内）（横山理事より報告） 

⇒2 月 20 日（水）沖縄福祉保育専門学校、2 月 13 日（水）ヒューマン介護福祉科 2 年

生を対象にした講義「あなたは将来どのような介護福祉士を目指しますか」、 

⑤平成 30年度沖縄県難病医療連絡会の開催について（新垣佳子理事より報告） 

⇒2月 14 日（木）19:00～21:00 

⑥平成 30年度那覇市在宅医療・介護連携推進事業（羽鳥会長より報告） 

介護職から医療職向け研修会「いまなぜ「介護」が問いただされるのか」講師依頼 

⇒2月 27 日（水） 

⑦平成 30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 30 日（水）10:00～12:00 

⑧平成 30年度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） 

⇒2月 13 日（水）14:00～16:00 

⑨第 2回認知症疾患医療連携に関する情報交換会の開催について（羽鳥会長より報告） 

⇒平成 31年 1月 26 日（土）10:00～11:30 

⑩RUN 伴 2018 報告会並びに RUN 伴 2019 意見交換会（羽鳥会長より報告） 

⇒2月 18 日（月）19:00～沖縄県総合福祉センター内小規模団体室・会議室 

⑪平成 30年度介護福祉士養成施設卒業生等の加入促進について（お願い） 

⇒入会手続きに関する注意事項、入会申込書の記載に当たっての留意事項など、 

⑫平成 30年那覇市地域密着型サービス運営委員会（福井理事より報告） 

⇒1月 28 日（月）16:00～18:00 

⑬平成 30 年度沖縄労働局委託事業「雇用管理改善推進事業」第 3 回雇用管理改善企画

委員会会議（福井理事より報告） 

⇒2月 27 日（水）14:00～16:00 

⑭第 5回沖縄県介護ロボットニーズ・シーズ連携協調協議会（福井理事より報告） 

⇒3月 7日（木）14:00～16:00 

⑯研修会収支報告書（介護福祉士基本研修・介護福祉職のためのリスクマネジメント研

修会・介護職員のための記録研修会・認定介護福祉士概論） 

⑰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  ㊞ 

 

＊議事内容により一部非公開にしています。 


