令和元（２０１９）年度事業計画
※

この事業計画は、
「一般社団法人北海道介護福祉士会 定款」に従って作成したもので
ある。

（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
〇介護認定審査会への審査委員の派遣
〇障害支援区分認定等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」
〇福祉教育アドバイザー
③災害に対する道内の連絡メカニズム、・道内外に対する応援体制
・受援体制の構築等の検討
（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」普及事業（北海道との連携）
〇一般市民等を対象として「福祉・介護」のイメージアップを図るために「介護の
日」にイベント・講習会等を実施する。
日

時：令和元年 11 月 11 日（月）（介護の日）

実施は別日の予定

②「福祉四団体主催」福祉関係の普及事業
〇福祉・介護の普及、イメージアップを図るための一般市民向けの講習会等を開催
します。
日

時：未定

昨年度同様、北海道保健福祉部主催イベント
「介護のしごと」とコラボレーションをする予定
（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
令和元年１２月か、令和２年 1 月の予定

会場は、実施地区の設定による

（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
日

時：令和元年

北海道・東北ブロック研修会

９月２７日（金）、２８日（土）

主催支部：岩手県支部 花巻温泉
②公益社団法人日本介護福祉士会
第４回
日

全国大会・日本介護学会・学術集会同時開催

時：令和元年 11 月 15 日（金）、16 日（土）
主催県：石川県支部

（令和２年度

福島県）

（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介護福祉士基本研修
介護福祉士資格取得２年以内の介護職員を対象に全 4 日間で実施。
日

時：令和元年１１月

９日（土）、１０日（日）、１６日（土）、１７日（日）

ⅱファーストステップ研修
日

時：令和元年 ７月 ６日（土）～令和２年７月１２日（日）

計 15 日間

基礎的な業務に習熟した介護職員を対象として、的確な判断、対人理解に基づく、
尊厳を支えるケアが実践でき、小規模チームのリーダーや初任者等の指導係として
任用することを期待できるレベルの視点や技術を有する職員を養成すること等を
目的とする。
領域「ケア」令和元年度
７／６（土） ７／７（日）

８／３（土）

８／４（日）

８／３１（土） ９／１（日）
領域「連携」令和元年度
１０／５（土） １０／６（日）

１０／２６（土）

領域「運営管理基礎」令和 2 年度
５／３０（土） ５／３１（日）
６／2１（日）

６／2０（土）

７／１１（土）

７／１２（日）

※ファーストステップ研修特別公開講座
日

時：令和元年７月６日（土）９：３０～１７：００（開場９：００）

場

所：学校法人西野学園

内

容：「利用者の全人性・尊厳の実践的理解と展開」

講

師：公益社団法人日本介護福祉士会

札幌医学技術福祉歯科専門学校
会長

石本

淳也

氏

ⅲ認定介護福祉士養成研修
令和元年は、実施に向けての準備をする。
②専門研修
ⅰ第一回研修会
演

題「行政説明」北海道保健福祉部職員

日

時：令和元年

場

所：北海道立道民活動センタービル

5 月 1８日（土）
（令和元年度総会後）

ⅱ専門研修「寄り添うからこそ守れる一歩

かでる２・７

10 階

1070 会議室

～介護現場におけるフットケア～」
＆「災害ボランティア養成講座」

介護福祉士の資質向上に関する研修をその時の話題性のあるものや、介護福祉士が
強く興味のあるものを選定して研修する。
日

時：令和元年９月 1 日（日）

ⅲ専門研修
「マインドマップ®セミナー ～頭とココロの整理整頓術～」
介護福祉士の資質向上に関する研修をその時の話題性のあるものや、介護福祉士が
強く興味のあるものを選定して研修する。
日

時：令和元年７月 27 日（土）

ⅳ専門研修「北海道認知症介護基礎研修」
日

時：①令和元年９月２０日（金）

場

所：➀網走市

②10 月 26 日（土）

②帯広市

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研修について
・会場は、認知症ケア学会発行の研修要綱及び、「しおん」に掲載予定
この研修は、
「介護福祉士会、生涯研修ポイント」と、
「認知症ケア学会のポイント」
が付与されます。手続きについては、研修参加費お支払いの際に「領収書」を発行
して頂き、
「生涯研修手帳」
、
「返信用切手」、ご自分の住所・氏名を宛名として記載
した「封筒」、４点を入れて、事務局に送付して下さい。この研修の受講料について
は、介護福祉士会会員のみの場合、一般と同じです。
ⅴ

介護職種の技能実習指導員講習会
平成２９年度より開始された「外国人技能実習制度」の指導員養成をします。

日

時：北見

令和元年

１０月２７日（日）

室蘭

令和元年

１２月１４日（土）

札幌

令和二年

１月２５日（土）

（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

程：①札幌

令和元年

８月２４日（土）・２５日（日）
９月

②帯広

令和元年

７日（土）・

８日（日）

９月２８日（土）・２９日（日）
１０月１２日（土）・１３日（日）

③札幌

令和元年１１月１６日（土）・１７日（日）
１１月３０日（土）・１２月１日（日）

会

場：①③学校法人西野学園

札幌医学技術福祉歯科専門学校
札幌市中央区南５条西１１丁目１２８９-５

②学校法人帯広コア学園

帯広コア専門学校

帯広市西１１条南４１丁目３-５
②実習指導者フォローアップ研修
日

程：令和元年

１１月３０日（土）

③北海道地区高校生介護技術コンテスト
北海道福祉高等学校長会が主催するコンテストに人員の派遣を行う
（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・一般社団法人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
・介護福祉士養成校からの式典（入学式・卒業式等）への理事・支部長等の派遣
・福祉四団体会長会：野口
・北海道グループホーム協会理事：野口会長
・北海道高齢者虐待防止推進委員会委員：川越理事
・北海道福祉人材センター運営委員： 渡邊副会長
・医療と介護の連携の推進に向けた意見交換会：野口会長
・苦情対応・処理委員（一般社団法人北海道精神保健福祉士会）：野口会長
・北海道地域包括・在宅介護支援センター協議会：青山副会長
・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
・北海道介護実習・普及センター運営委員：羽山事務局長
・北海道介護人材確保対策推進協議会（年 2 回程）：羽山事務局長
・北海道介護労働懇談会（年 2 回程）
：羽山事務局長
・仕事説明会（主に北海道社会福祉協議会が主催）への人員派遣

（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

日時：令和元年

5 月 18 日（土）

場所：北海道立道民活動センタービル
ⅱ 正副会長会

年間４回

ⅲ 理事会

年間４回

ⅳ 各種委員会

委員会統括

総務委員会

桑田理事

かでる２・７

1070 会議室

野口会長
川越理事

（広報担当

石井氏）年間４回

（講師養成研修企画・災害対策・倫理・広報・規程）
研修委員会

青山副会長
太田理事

渡邊副会長
酒井理事

片山理事

打田理事

年間４回

（介護の日・福祉四団体関係・介護福祉士基本研修・ファーストス
テップ研修・第一回研修・専門研修Ⅰ・専門研修Ⅱ（北海道認知症
介護基礎研修）・実習指導者フォローアップ研修・介護福祉士実習
指導者講習会・外国人技能実習指導者養成研修・災害ボランティア
育成事業）
ⅴ 選挙管理委員会令和 2 年度・令和３年度の為に令和２年１月以降委員会開催
ⅵ 支部懇談会

令和元年１０月１９日（土）予定

ⅶ 青年部の創設の為の検討会（若手介護福祉士向けの研修や交流を目的とする）
②北海道介護福祉士会広報「しおん」の発行
年間４回発行
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

令和元年度・令和２年度の代議員については、以下の通りです。
野口

恵子・太田

和伸・桑田

賢一・打田

仁美・五十嵐

修平

