平成２１年度鳥取県介護福祉士会事業報告

１．会務運営
（１）総会（年１回）
平成２１年６月２０日（土） 福祉人材研修センター ４０名
（２）理事会（年３回）
第１回 平成２１年４月２３日（木） 福祉人材研修センター １１/２２名
第２回 平成２２年１月２７日（水） 福祉人材研修センター １１/２２名
第３回 平成２２年２月２４日（水） 福祉人材研修センター １４/２２名
（３）監事会（年１回）
平成２１年４月１５日（水） 北栄町 社会就労センターげんき工房 ２/２名
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）専門学校等への勧誘
３．調査・研究事業の実施
介護福祉士の推進に必要な調査及び研究を実施する。
・介護福祉士養成実習施設実習指導者特別研修フォローアップ研修事前アンケートの実施
外部機関等からのアンケート調査等への協力。
・特別養護老人ホームにおける看護職員と介護職員の連携によるケアの在り方に関する
アンケート（日本介護福祉士会）
・高齢者の介護等に関する相談についての実態調査
（介護相談マニュアル作成事業 調査研究委員会）
・介護報酬改定に伴う介護従事者の処遇改善に関する調査（日本介護福祉士会）
・介護福祉現場でターミナルケアに関わる介護福祉士のアンケート（東洋大学） ほか
４．事業推進
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） 日本介護福祉士会関係
リーダー研修会（初任者研修講師養成研修） 東京都 １名
平成２１年６月１３日（土）～１４日（日）
中国四国ブロック研修会 岡山市
平成２１年６月２５日（木）

３名

実習指導者研修講師養成研修会 東京都 ３名
平成２１年７月１０日（金）～１１日（土）
介護技術講習主任指導者養成講習会 横浜市
平成２１年８月８日（土）～９日（日）

４名

リーダー研修会（ファーストステップ研修講師養成研修会）
前期 平成２１年９月１９日（土）～２１日（月）
後期 平成２１年１０月１７日（土）～１８日（日）
第７回日本介護学会 長野県佐久市
平成２１年１０月３１日（土）

大阪市

２名

１名

第１６回日本介護福祉士会全国大会 大阪市
平成２１年１２月４日（金）～５日（土）

３名

認定専門介護福祉士（認知症）養成研修（西会場）大阪市
前期 平成２２年１月１６日（土）～１７日（日）
後期 平成２２年２月１９日（金）～２１日（日）

１名

（２）県内研修会
介護福祉士養成実習施設実習指導者特別研修会
第１回
期日 平成２１年５月１９日（火）
、２０日（水）、２６（火）、２７日（水）
会場 倉吉市 地域交流センターアゼリアホール 修了者２９名
第２回
期日 平成２１年１１月２４日（火）
、２５日（水）、１２月１日（火）、２日（水）
会場 倉吉市 倉吉体育文化会館 修了者４６名
企画委員会 第１回 平成２１年６月２０日（土）福祉人材研修センター
第２回 平成２１年１０月１２日（月）ル・サンテリオン北条
ファーストステップ研修会
※県主催「認知症介護実践者研修」と同等の取り扱いとして認められる。
※Ⅰ領域は平成２０年度に実施済み。
Ⅱ領域 期日 平成２１年６月１３日（土）、１４日（日）、２７日（土）
Ⅲ領域 期日 平成２１年１０月３日（土）、４日（日）、２４日（土）、２５日（日）
１１月７日（土）、８日（日）
修了者 １７名
補講 期日 平成２２年１月２３日（土）１８名
会場 倉吉市 地域交流センターアゼリアホール
鳥取県介護福祉士会研修会（総会と併催）
期日 平成２１年６月２０日（土）
講師 野の花診療所 院長・医師 徳永 進 氏
演題 「これからのターミナルケアの介護福祉士の役割
～チームケアの一員として～」
会場 福祉人材研修センター ２５６名（うち未会員１７７名）
鳥取県介護福祉士会初任者研修
期日 平成２１年７月１日（水）、１６日（木）、３１日（金）
会場 倉吉市 地域交流センターアゼリアホール ３５名（うち未会員２７名）

鳥取県介護福祉士会研究発表大会
期日 平成２１年１１月２７日（土）
会場 米子コンベンションセンター
内容 基調講演 「これからの認知症ケアを考える」１８４名
講師 高齢者総合福祉施設アザレアンさなだ 総合施設長 宮島 渡 氏
※県社協「福祉マンパワー講習会」と共催。
研究発表 口述発表９題（うち２題を鳥取県福祉研究学会へ推薦）５８名
ポスター発表１題
助言 宮島 渡 氏
推薦 鳥取赤十字病院 平尾 享子 氏
高齢者福祉「嚥下機能向上を目指して～嚥下体操を実践した取り組み～」
鳥取医療センター 池信 彩花 氏
障がい児・者福祉「意思表示意欲の維持・向上を目指した関わりを通して
～個別性を尊重した援助の重要性～」
鳥取県介護福祉士会交流研修会
期日 平成２１年１２月９日（水）～１０日（木）１６名（うち未会員３名）
会場 鳥取市 とっとり休養センター「レーク大樹」
内容 １日目講義「利用者が満足できる介護サービスとは何か」
２日目講演「利用者主体の支援とは～介護福祉士の役割～」
講師 特定非営利活動法人 楽 理事長 柴田 範子 氏
５．地区活動事業の実施
東・中・西で勉強会等を実施
中部 期日 平成２２年３月１７日（水）
会場 倉吉市 倉吉未来中心
内容 法人化に向けて及び今後の中部地区活動の取り組みについて
７名（うち未会員１名）
西部 期日 平成２２年３月２８日（日）
会場 南部町 緑水園
内容 情報提供及び情報交換並びに交流会 ８名（うち未会員１名）
６．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、各種行事と連携して相談活動を展開
みんなで学ぼう、あったか快ＧＯ！
期日 平成２１年１１月２５日（水）
会場 米子市 米子コンベンションセンター １名
※県主催のブースに協力。
全国一斉介護相談
期日 平成２１年１１月２７日（金）、２８日（土）３名
会場 米子市 米子コンベンションセンター
※県社協主催「福祉用具フェア」のブースに参画。
「介護ミニ講座～知って得するトイレのお手伝い～」、高齢者疑似体験の実施

７．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ため、機関紙を発行。
広報紙を発行 平成２１年８月 第２０号
平成２２年２月 第２１号
「介護の日」ひろめ隊 県内３ヵ所でアンケートの実施
※アンケート結果は、広報紙第２１号に掲載。
期日 平成２１年１１月１１日（水）
会場 鳥取市
ジャスコ鳥取北店 ３名
倉吉市
パープルタウン
３名
日吉津村 ジャスコ日吉津店 ３名
８．全国一斉模擬試験の実施
介護福祉士の国家試験、介護支援専門員実務研修受講試験の受験予定者への受験対策とし
て、試験の指標として模擬試験を実施。
介護福祉士国家試験全国一斉模擬試験
期日 平成２１年１２月１２日（土）
会場 倉吉市 地域交流センターアゼリアホール ７７名
介護福祉士国家試験全国一斉模擬試験実技講習
期日 平成２２年２月６日（土）、７日（日）
会場 鳥取市 福祉人材研修センター １８名
介護支援専門員実務研修受講試験全国模擬試験
期日 平成２１年９月
自宅で実施
２６名
９．連絡調整
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
県及び県議会への予算要望活動
平成２１年８月２１日（金）１名
介護福祉士養成奨学生懇談会出席 平成２２年１月２３日（土）１名
介護福祉士国家試験準備講習会（県社協事業の実技部門を担当）
期日 平成２１年１０月３１日（土）
会場 東部 鳥取市 福祉人材研修センター ２名
西部 米子市 米子ふれあいの里
２名
鳥取社会福祉専門学校入学式、卒業式への臨席 各１名
境港総合技術高等学校社会人講師派遣 平成２１年６月８日（月）１２日（金）３名
鳥取県介護保険策定委員会への参画、介護技術講習等への講師派遣
（２）日本介護福祉士会、中国・四国ブロックとの連絡調整
都道府県会長会議
第１回 平成２１年７月１７日（金）～１８日（土）横浜市
第２回 平成２２年２月１１日（木）～１２日（金）横浜市

２名
２名

中国四国ブロック会長会議
第１回 平成２１年６月２５日（木） 岡山市 ３名
第２回 平成２１年７月１８日（土） 横浜市 ２名
第３回 平成２１年１１月１４日（土） 岡山市 ３名
第４回 平成２２年２月１２日（金） 横浜市 ２名
介護福祉士国家試験実技試験への試験監督派遣
平成２２年３月６日（土）～７日（日） 大阪市

２名

三橋会長が日本介護福祉士会常任理事、中国・四国ブロック長に就任
（平成１６年度より）
（３）情報の収集と交換
１０．各委員会
○研修・事業委員会（委員長 谷岡理事）
第１回 平成２１年６月４日（木）
第２回 平成２１年７月７日（火）
第３回 平成２１年９月１１日（金）
○調査研究委員会（委員長 藤原監事）
介護福祉士養成実習施設実習指導者特別研修会フォローアップ研修事前アンケートの実施
○広報委員会（委員長 佐藤理事）
機関紙第２０号
第１回 平成２１年７月 １日（水） トマトの会げんき工房
第２回 平成２１年７月２９日（水） トマトの会げんき工房
機関紙第２１号
第１回 平成２１年１１月２６日（木） トマトの会げんき工房
第２回 平成２１年１２月２５日（金） トマトの会げんき工房
○組織強化委員会（委員長 小林理事）
第１回 平成２１年４月１７日（金）

