
第２号議案 

平成 29年度 高知県介護福祉士会事業計画 

平成 29年度の重点課題 

○平成 28 年度は、会員数 713 名、賛助会員 25 名とほぼ前年並みの会員数であった。要因とし

ては、ここ数年養成施設ルートの定員割れでの新卒入会者の減少や、実務経験ルートの「実

務者研修の終了」が必須となったことによる受験者数の激減などが考えられる。そのため、

平成 29年度は、研修委員会（組織強化）やＮＥＸＴ委員会（組織継続）を中心にタイムリー

な研修会の開催や、企画委員会（組織拡大）を中心とした会員交流会を実施する。また、広

報委員会（組織周知）でその活動内容をホームページや広報誌「喜怒哀楽」を通じて発信し、

会員増に繋げていく。 

○近年、高齢者・障がい者の虐待が社会問題になっていることから、介護福祉士がケアの質の

担保になるべく行動していく必要があると考える。倫理委員会（組織牽制）が中心となり介

護のプロとしての職業倫理の啓発を行うとともに、職能団体である介護福祉士会の活動を内

部牽制し、透明で公平な運営に取り組んでいく。 

○社会福祉法改正や平成 30年度の介護報酬・医療報酬のダブル改定など、介護・福祉を取り巻

く環境が激変している。その中で、平成 30年度の中国・四国ブロック研修会の担当が高知県

になる。そのため、平成 29・30年度期間限定の中国・四国ブロック研修委員会を立ち上げ、

企画・立案を行っていく。 

 

１ 総会の開催 

 ①期  日  平成 29年 4月 22日（土）  

  ②会  場  ふくし交流プラザ 2階 多目的ホール 

  ③協議事項  平成 28度事業報告及び収支決算について 

         平成 29年度事業計画（案）及び収支予算（案）について 

         会則の改正について 

 

２ 理事会の開催 

   開催頻度：年 6回 

 

３ 各種委員会等の開催について 

   正副会長会（各 5回程度） 

企画委員会、研修委員会、広報委員会（各 6回程度） 

   実習指導者講習会研修企画委員会（2回程度） 

   倫理委員会（2回程度） 

 

４ 各種研修会の開催 

（１）全体研修会 

 開催日 会 場 内 容 

第 1回 平成 29年 4月 22日（土） ふくし交流プラザ 

介護福祉士に求めるもの～リ

ハビリテーション科医師の立

場から～ 

第 2回 平成 30年 3月 ふくし交流プラザ 認知症について 



 

（２）介護福祉士基本研修 

    開催日：平成 29年 5月 18日（木）、5月 19日（金）、6月 24日（土）、6月 25日（日）  

    会 場：ふくし交流プラザ 

    内 容：介護過程の展開について 

 

（３）リーダー養成研修（高知県補助事業予定） 

    開催日：①平成 29年 7月 8日（土）  

        ②平成 29年 8月 19（土） 

    会 場：ふくし交流プラザ 

    内 容：①介護技術について・根拠の確認と指導方法について（基礎編） 

②介護技術について・指導の実際（実践編） 

 

（４）特別研修会（高知県補助事業予定） 

    開催日：平成 29年 12月 

    会 場：ふくし交流プラザ 

    内 容：障がいについて 

 

（５）西部地区研修会 

    開催日：平成 29年 9月 

    会 場：四万十市社会福祉センター 

    内 容：虐待と倫理について 

 

（６）リスクマネジメント研修 

    開催日：①平成 29年 9月 ②平成 29年 10月 

    会 場：ふくし交流プラザ 

    内 容：①虐待と倫理について ②未定 

 

５ 実習指導者講習会の開催 

（１）実習指導者講習会 

「介護実習」の実習指導者に対して必要な専門的知識及び教育方法の習得を図るために開催

（実習指導者資格として必要とされる「厚生労働大臣が別に定める研修課程」） 

    開催日：平成 29年 11月、12月（全 4日間） 

    会 場：ふくし交流プラザ 

内 容：実習指導の理論と実際、介護過程、スーパービジョンの活用と学生の理解等 

 

（２）実習指導者講習会フォローアップ研修会 

    開催日：平成 29年 9月 

    会 場：ふくし交流プラザ 

    内 容：実習指導者講習会修了者のフォローアップ 

 

６ 介護福祉士国家試験対策事業の実施 

（１）模擬試験 



中央法規出版全国統一模擬試験の実施（「第 1回」「第 2回」） 

開催日：第 1回 平成 29年 10月 

       第 2回 平成 29年 11月 

    会 場：ふくし交流プラザ 

 

７ 介護支援専門員実務研修受講試験 模擬試験の実施 

    開催日：①平成 29年 7月、②平成 29年 8月 

会 場：未定 

 

８ 小・中学校介護出前講座（高知県キャリア教育推進事業） 

  福祉・介護人材の安定的な確保を図ることを目的に小・中学生を対象とした福祉・介護職に 

対する理解を深めるための教育活動 

   開催日：随時開催 

    会 場：県内小・中学校 

 

９ 高知県介護職員相談窓口委託事業 ≪新規≫ 

  介護職員を対象とした相談窓口を設置し、介護の知識と現場経験を有する相談員が仕事に対す

る不安や悩みなどの相談に応じることで、介護職員の精神的負担の軽減による離職防止と定着

促進を図ることを目的とした事業であり、高知県からの委託を受け、本会で実施する。 

 

１０高知県福祉研修センターとの連携事業（ケア基本研修） 

  ケア基本研修のテーマ①尊厳の保持と自立支援とテーマ③介護技術について、講師派遣協力を

する予定。 

 

１１「NEXT」の活動 

高知県内の介護現場で活躍できる次世代の介護福祉士の育成とネットワークの構築を目的に、原則

39歳以下の会員を対象とした研修会や交流会を開催する。 

 

（１）勉強会の実施 

 開催日 会 場 内 容 

第 1回 平成 29年 5月 27日(土) 
特別養護老人ウエ

ルプラザやまだ荘 
施設見学・意見交換 

第 2回 平成 29年 7月 2日（日） ふくし交流プラザ とも生きる介護 

第 3回 平成 30年 2月 ふくし交流プラザ スキンケア 

 

（２）スポーツ交流会の開催 

   開催日：平成 29年 11月 

   会 場：未定 

 

１２ 広報・啓発活動 

（１）広報誌「喜怒哀楽」の発行（年 4回） 

   ケアに関する情報等を盛り込むなど紙面を充実し、会員等への情報提供を行う。 

（２）ホームページの更新 



研修会や各種事業等、会に関するタイムリーな情報を提供する。 

（３）リーフレット作成・配布 

 研修会やイベント、専門学校等へ配布し、本会への周知や入会啓発する。 

（４）介護の日の啓発活動 

   11月 11日の「介護の日」に合わせて、介護に関する啓発活動を行う。 

   開催日：11月 5日（日） 

   会 場：旅広場 

 

介護の日のＰＲのため、1週間前に西部・東部各会場でプレイベントを行う。 

開催日：10月 29日（日） 

会 場：西部会場 サニーマート四万十店 

    東部会場 フジグラン野市店 

 

（５）会員交流会の開催 

   役員・会員等の交流を図るために、交流会を開催する。 

   開催日：平成 29年 11月 

   会 場：未定 

 

１３ 日本介護福祉士会事業への参加・協力 

（１）平成 29年度定時総会 

開催日：平成 29年 5月 27日（土） 

会 場：損保ジャパン日本興亜日本橋ビル 

（２）平成 29年度都道府県会長会への出席 

    開催日：平成 29年 12月 

    会 場：北とぴあ（東京都） 

    

（３）第 23回中国・四国ブロック研修会 

開催日：平成 29年 10月 6日（金）～7日（土） 

    会 場：広島国際会議場 

 

１４ 公的機関への参画事業 

  ・高知県社会福祉協議会 評議員 

  ・高知県福祉・介護人材確保推進協議会 メンバー 

  ・高知県介護労働懇談会 メンバー 

  ・高知県介護福祉士等修学資金貸付選考会 委員 

・高知市社会福祉協議会成年後見サポートセンター運営委員会 委員 

  ・高知県福祉人材センター・高知県福祉研修センター運営委員会 委員 

・ノーリフティングケア推進会議 委員 

・地域密着型サービス外部評価事業評価審査委員会 委員 

  ・高知市介護認定審査会 委員   

・運営適正化委員会 委員 

・高知市社会福祉協議会評議員選任・解任委員会 委員 


