平成３０年度一般社団法人鳥取県介護福祉士会事業計画
１ 会務運営
（１）定時総会・選挙総会
期日 平成３０年５月１９日（土）１３：００～
会場 鳥取市 県民ふれあい会館 ホール
（２）理事会
第１回
第２回
第３回
第４回

平成３０年 ４月２６日（木）
平成３０年 ５月１９日（土）
平成３０年１０月
平成３１年 ２月

（３）監事会

平成３０年４月１７日（火）

倉吉市
鳥取市

倉吉体育文化会館
県民ふれあい会館

２

組織強化
組織の充実を図るため、未加入者に対し積極的な加入促進を行う。
（１）資料提供
（２）日本介護福祉士会加入会員の募集
施設別、地区ごとによる勧誘
（３）専門学校等への働きかけ
３

調査・研究事業の実施
介護福祉士の実態を明らかにし、安心して働き続けるための対策を考え、必要な調査及び
研究を実施する。

４

事業の推進
会員の資質の向上を図るため、研修会等により専門家の指導を受けるとともに会員相互の研
修を推進する。

（１）日本介護福祉士会研修
① 第 25 回日本介護福祉士会全国大会、第 16 回日本介護学会
期日 平成３０年１１月２日（金）～３日（土）
会場 熊本県
② 中国・四国ブロック研修会
期日 平成３０年１１月２４日（土）、２５日（日）交流会あり
会場 高知県立ふくし交流プラザ
③ 中国・四国ブロックリーダー研修会（災害救助ボランティア研修）
期日（未定）
会場 岡山県

④ 中国・四国ブロックタウンミーティング
期日 平成３０年６月１０日（日）１３：３０～１７：００
会場 岡山市「きらめきプラザ」４階 中会議室
内容 「介護福祉士への期待と展望」講師：日本介護福祉士会長
「制度政策に係る意見交換」
「今後の日本介護福祉士会の方向性と意見交換」
（２）県内研修会
① 鳥取県介護福祉士会研修会（総会と同日開催）
期日 平成３０年５月１９日（土）１４：００～
会場 鳥取市 県民ふれあい会館 ホール
内容 口演会「笑って元気！！必要とされる喜び！！」
講師 矢野大和氏（大分県：鷹鳥屋神社宮司）
② 鳥取県介護福祉士会交流研修会（①と併催）
期日 平成３０年５月１９日（土）
会場 ビストロ＆バーおれんち
内容 情報交換会、交流会
③ ファーストステップ研修会
期日 Ⅰ領域 計６日間 ５月２６日(土）、２７日(日)、６月２９日(金)、３０日(土)、
７月１３日（金）、１４日（土）
Ⅱ領域 計３日間 ７月２８日(土)、８月１９日(日)、２５日（土）
Ⅲ領域 計７日間 ９月１５日(土)、１６日(日)、１０月１３日(土)、２７日(土)、
１１月１０日(土)、３０日(金)、１２月１日(土)
会場 米子産業体育館、米子コンベンションセンター、米子市淀江文化センター、倉吉
体育文化会館、倉吉交流プラザ
講師 Ⅰ領域 柴田範子氏、佐々木炎氏、林原豊氏
Ⅱ領域 菊池健志氏、石川裕子氏、山本克哉氏
Ⅲ領域 石川裕子氏、山﨑満江氏、白仁田敏史氏、岩床淳弘氏
山﨑満江氏、石本淳也氏
④ 介護福祉士基本研修
期日
計４日間 ７月１９日（木）、２３日（月）、３１日(火)、８月６日(月)
会場
県立福祉人材研修センター 中研修室
第 1 日 介護過程を展開する前提として（講師 山﨑満江氏）
①求められる介護福祉士像
②生活支援としての介護の視点
③自立支援の考え方
④介護福祉士に求められる知識と技術
第２日 介護過程の基礎的理解 （講師 林原豊氏）
①介護過程の意義と目的
②介護過程の具体的な展開
③介護過程とチームアプローチ
第３日・第４日 （講師 森脇あき）

事例１「障害者支援施設で生活するＡさんの事例」
事例２「介護老人福祉施設で生活するＣさんの事例」
事例３「自宅で生活するＥさんの事例」
⑤ 鳥取県介護福祉士会研究発表大会
期日 平成３０年１２月１５日（土）
会場 鳥取市 県民ふれあい会館 ホール
助言・講師 （未定）
⑥ 介護福祉士養成実習施設実習指導者研修会
期日・会場 ５月２８日（月）、３１日（木）倉吉未来中心 セミナールーム３
期日・会場 ６月 ７日（木）、 ８日（金）倉吉体育文化会館 大研修室
講師
第 1 日「介護の基本と教育」（講師 三橋一久氏）
「実習指導の理論と実際」（講師 藤原紀子氏）
第２日「介護過程の理論と指導方法①」（講師 藤原紀子氏・山根賢一氏）
「介護過程の理論と指導方法②」（講師 豊田慶子氏）
第３日「スーパービジョンの意義と活用及び実習生の理解①」（岡本大輔氏）
「スーパービジョンの意義と活用及び実習生の理解②」（砂田克雄氏）
第４日「実習指導の方法と展開」（講師 鈴木喜美栄氏）
「実習指導における課題への対応」（講師 鈴木喜美栄氏）
「実習指導者に対する期待」（講師 松本澄子氏）
⑦ 中堅職員研修
期日 （未定）計１日間
会場 （未定）
講師 （未定）
⑧

訪問介護サービス提供責任者研修
期日
計６日間 ６月１４日（木）、２８日（木）、７月６日（金）、１４日（土）
７月１５日（日）、２８日（金）
会場
鳥取県立倉吉体育文化会館
内容
第１日
「介護保険法と訪問介護」（講師 山﨑満江氏）
第２日
「事業所内で部下を指導、教育する方法」（講師 小林敦子氏）
第３日
「サービス提供責任者に必要な医療知識や緊急対応」
「個別事例への関わり方」（講師 井手添陽子氏）
第４，５日「訪問介護計画、手順書の作成及び記録」（講師 柴田範子氏）
第６日
「他職種との連携及びコミュニケーション」（講師 林原 豊氏）

⑨

介護技術研修
○新人職員編（本年度入職者、入職１～２年者対象）
期日
（未定）
会場
県立福祉人材研修センター ベッドトイレ実習室
内容
持ち上げない介護技術の基本
講師
（未定）

○応用編（現場３年以上の者対象）
期日 （未定）
会場
県立福祉人材研修センター ベッドトイレ実習室
内容
持ち上げない介護技術の基本（個々に合わせた機器の選択、使用方法）
講師 （未定）
○フォローアップ編（実際に現場で働いている者）
期日 （未定）
会場
県立福祉人材研修センター ベッドトイレ実習室
講師 （未定）
⑩

技能実習指導員講習（H29 年度途中に新設）
期日 （未定）計１日間
会場 （未定）
講師 （未定）
科目
「技能実習指導員の役割」
「移転すべき技能の理論と指導方法」
「技能実習指導の方法と展開」
「技能実習指導における課題への対応」

５ 地区活動事業の実施
（１）地区活動 東・中・西で勉強会等を開催
（２）青年部ＵＰ！
①中国四国ブロック研修会参加、中国四国ブロック青年部会議
期日 １１月２４日（土）、２５日（日）
会場 高知県
②介護の日イベント
期日 平成３０年１１月１１日（日）
会場 未定
内容 「詳細未定」
６ 補助金事業（鳥取県地域医療介護総合確保基金事業）の実施
（１）介護キャリア段位制度普及促進に係るアセッサー講習受講支援事業
内容 介護キャリア段位におけるアセッサー講習を受講するための受講料の支援
７

８

相談活動の展開
介護福祉士としての専門知識・技術を生かし、各種事業と連携して相談活動を展開

広報活動の展開
介護に関する情報の提供と会員の連携を図る
（１）機関紙の発行（年２回）
（２）ホームページの運営

９

全国一斉模擬試験の実施
介護福祉士の国家試験の受験予定者への受験対策として、模擬試験を実施。
（１）介護福祉士国家試験全国一斉模擬試験
期日 計１日間
会場 （未定）
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連絡調整、他団体等への協力
福祉、保健、医療等関係団体等との連絡並びに調整を行う。
（１）関係機関、種別協議会等との連絡調整
（２）日本介護福祉士会、中国・四国ブロックとの連絡調整（Ｈ３０年度から回数等変更）
日本介護福祉士会通常総会
期日：平成３０年５月２６日（土）東京都
都道府県介護福祉士会会長会・事務局担当者会議
期日：平成３０年７月２日（月）、３日（火）東京都
中国四国ブロック会長会議（年２回）
中国四国ブロック事務局会議（年１回）
（３）鳥取県災害時福祉支援活動への協力
平成２９年１月２３日「災害時における鳥取県介護福祉士会の協力に関する協定」締結
鳥取県災害時福祉支援チーム員名簿登録済
（４）他団体等への協力
① 講師派遣
・鳥取県立歯科衛生専門学校（介護技術学講師派遣）
・鳥取社会福祉専門学校
② 委員推薦
・鳥取県介護保険審査会専門調査員
・東部地区在宅医療介護推進協議会ワーキンググループ委員
・ふるさと鳥取市・回帰戦略連絡会委員
・福祉のまちづくり推進委員
・介護保険事業支援計画策定委員
・鳥取県社会福祉協議会介護専門職研修企画会議委員
・鳥取県社会福祉協議会評議員
・鳥取県社会福祉協議会 介護の魅力発信事業委員
③ 理事
・鳥取県福祉研究学会理事
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各委員会
○事業委員会
鳥取県介護福祉士会事業計画の作成
各研修会の計画・運営

○調査研究委員会
実態調査の実施
○広報委員会
広報紙の作成（年２回）
ホームページの運営
○倫理委員会
相談窓口の設置
倫理案件に対応する体制の整備
研修会の計画・運営
○災害対策委員会
災害時の対応
ボランティア登録名簿作成
研修会の計画・運営

