平成２６年度
平成２５年度

定時社員総会
第一号議案
事業報告に関する件

平成２5 年度事業報告
（１） 介護福祉を通して、社会福祉の増進に資する事業
①札幌市介護保険・障害者自立支援関係
・介護認定審査会への審査委員の派遣
・障害程度区分認定審査会への審査委員の派遣
②北海道「次世代の担い手育成推進事業」
・福祉教育アドバイザー

（２）介護福祉・障がい福祉及び保健に関する講演会等の啓発事業
①「介護の日」啓発事業≪福祉のしごと魅力アップ事業補助対象事業≫
日程：平成 25 年 11 月８日（金）～11 日（月）
参加施設数：１０８施設
見学者数：１２１名
②「ランチとボランティア」
～ボランティア体験事業≪福祉のしごと魅力アップ事業補助対象事業≫～
日時：平成 25 年 8 月 27 日（火）１０：００～１６：３０
会場：特別養護老人ホームみどりの丘・みどりの丘デイサービスセンター
ケアハウスグリーンライフ光陽・リハビリデイサービスふぁいと
慈啓会特別養護老人ホーム・慈啓会デイサービスセンター
参加：17 名
③「福祉四団体主催」福祉関係の普及事業
－ソーシャルワーカーデイ 7 月 15 日（月）－１３：００～１４：３０
会 場： 札幌市社会福祉総合センター
テーマ：
「人口減社会における福祉専門職の未来」
参 加：２7 名
（３）介護福祉・障がい福祉に関する業務に従事する為の資格取得事業
①介護福祉士国家資格受験対策
ⅰ全国一斉模擬試験の実施
平成２5 年１２月 1 日（日）
実施支部：道北・空知（岩見沢・滝川）
・日胆（苫小牧・新ひだか）
札幌・網走・釧根
ⅱ介護福祉士国家試験実技試験対策講習会の実施
日胆支部２会場（苫小牧・門別）
・道南支部・道北支部
札幌支部・石狩支部（札幌支部と石狩支部は合同開催）
・空知支部・十勝支部
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②介護福祉士国家試験（実技試験）試験委員の派遣
日時：平成 26 年 3 月 1 日（土）・2 日（日）
派遣数：試験委員２４名（会員のみ）
試験モデル３２名（介養協の協力）
（４）福祉・保健・医療その他関係団体との連携及び情報交換に関する事業
①公益社団法人日本介護福祉士会 北海道・東北ブロック研修会
日時：平成２5 年 6 月 21 日（金）22 日（土）
主催県：秋田県支部
シンポジスト：川代和子氏
②公益社団法人日本介護福祉士会 北海道・東北ブロックリーダー研修
ⅰ日時：平成２５年９月 7 日（土）
主催県：青森県支部
ⅱ日時：平成２６年１月 26 日（日）
主催県：宮城県支部
③日本介護学会・第 1１回学術集会
日時：平成２5 年 10 月 11 日（金）から 12 日（土）
主催県：山形県支部
④公益社団法人日本介護福祉士会 全国大会
日時：平成２5 年 11 月 15 日（金）から 16 日（土）
主催県：鳥取県支部
事例発表：日胆支部 桑田 賢一氏
（５） 介護福祉士の資質向上に関する研修会等の開催に関する事業
①生涯研修
ⅰ－ⅰ初任者研修≪キャリアパス支援研修事業補助対象事業≫
日時：平成２5 年 9 月 2０日（金）
、2１日（土）
、2２日（日）
場所：学校法人 北工学園 札幌福祉医薬専門学校
参加：５４名
ⅰ－ⅱ初任者研修≪キャリアパス支援研修事業補助対象事業≫
主催：一般社団法人北海道介護福祉士会 空知支部
共催：一般社団法人北海道介護福祉士会
日時：平成２5 年１１月８日（金）
、９日（土）
、１０日（日）
場所：國學院大學北海道短期大学部
参加：１５名
ⅱ潜在的介護福祉士再就職支援研修
日時：平成 25 年 10 月２3 日（水）10：0０～１５：４０
場所：北海道立道民活動センター（かでる２・７）
参加：４名
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②専門研修
ⅰ第一回研修会
演題「キャリアパス制度と、一般社団法人北海道介護福祉士会の動きについて」
日時：平成２5 年５月１９日（日）
（平成２5 年総会後）
場所：札幌エルプラザ
講師： 一般社団法人北海道介護福祉士会 会長 小泉 昭江
参加：３１名（非会員１名）
ⅱ専門研修Ⅰ テーマ「グリーフケアを考える」
日時：平成 25 年 7 月２７日（土）１３：３０～１６：３０
場所：札幌市中央区民センター 視聴覚室
参加：２２名
ⅲ専門研修Ⅱ「認知症の研修」
・日本認知症ケア学会北海道地域部会及び北海道認知症ケア研究会共催
・会場等は、認知症ケア学会発行の研修要綱及び、当会ＨＰに掲載
ⅳ実習指導者フォローアップ研修会
日時：平成２5 年 11 月 30 日（土）１３：００～１６：００
場所：学校法人西野学園 札幌医学技術福祉歯科専門学校
参加：２０名
ⅴ第１３回パワーリハビリテーションセミナーin 北海道
～竹内教授に学ぶ～自立支援介護を目指す事例検討会
日時：平成２６年３月８日（土）
・９日（日）
主催：パワーリハビリテーション研究会北海道支部
共催：一般社団法人北海道介護福祉士会、同札幌支部・石狩支部・後志支部
場所：江別地域複合型ライフケアセンター夢あかり
（６） 介護福祉士の教育機関に協力し、教育の向上に資する事業
①介護福祉士実習指導者講習会
日時：①平成２5 年 9 月 7 日（土）
、8 日（日）
、21 日（土）
、22 日（日）
②平成２5 年 10 月 5 日（土）
、6 日（日）
、19 日（土）
、20 日（日）
③平成２５年１１月２３日（土）
、２４日（日）
、１２月７日（土）
、８日（日）
場所：学校法人西野学園 札幌医学技術福祉歯科専門学校
参加：①59 名 ②62 名 ③63 名
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（７） 介護福祉士の社会的地位向上に関する事業
①他の関連団体との連携
・公益社団法人北海道社会福祉士会・北海道精神保健福祉士協会
・一般社団法人北海道医療ソーシャルワーカー協会
・社会福祉法人北海道社会福祉協議会・一般社団法人北海道医師会
・北海道介護福祉士養成施設協会他
・北海道高齢者虐待防止推進委員会委員：小泉会長（平成２3 年度から２年間）
・北海道福祉・介護人材確保企画委員：福島副会長（平成２４年度から２年間）
・北海道福祉人材センター運営委員：福島副会長（平成２５年度から２年間）
・北海道介護実習・普及センター運営委員：八巻副会長（平成２4 年度から２年間）
・北海道福祉サービス運営適正化委員会選考委員：羽山事務局長（平成２４年度から２年間）
・北海道地域包括・在宅介護支援センター協議会：幹事 小泉会長（平成２４年度か
ら 2 年間）
・北海道介護支援専門員更新研修（実務経験者）・専門研修 企画委員：福島副会長
（平成 25 年度から 2 年間）
（８） 前各号に掲げるもののほか当法人の目的を達成するために必要な事業
①諸会議の実施
ⅰ 通常総会
平成２5 年５月１９日（日）
ⅱ 役員会
年間２回 １／１１ 3／24
ⅲ 理事会
年間３回 ５／１２ １１／３ ２／１
ⅳ 支部長会議 年間３回 ５／１２ １１／３ ２／１
ⅴ 各種委員会 規程委員会
生涯学習研修委員会
実習指導者研修委員会
専門研修委員会
広報委員会
ⅵ 選挙管理委員会
②北海道介護福祉士会広報「しおん」の発行
年間４回発行 号外 3 号・新装版１・新装版２
③北海道介護福祉士会「ホームページ」の運営
④公益社団法人日本介護福祉士会 代議員
平成 25 年度・平成 26 年度の代議員については、以下の通りです。
代議員名 間所 剛 氏
福島 義典 氏
八巻 貴穂 氏
郡司 諭 氏
神門 経之 氏

