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＝平成 27 年度総括＝ 

一般社団法人兵庫県介護福祉士会 

 会長  安達 眞理子 

 

 平成 27 年度兵庫県介護人材確保に向けた市町・団体支援事業として、2025 年（平成 37 年）を目

途に取り組まれております「地域包括ケアシステム」住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最

後まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供されるために、

私たち介護福祉士が担う事柄について、兵庫県で勤めている介護職の方を対象に「医療連携に向けた

介護職のあり方に関する調査」を行いました。その調査結果を基に「医療・介護連携に向けた研修の

検討委員会」を立ち上げ、検討委員会の中で効果的な研修内容等を検討いただき、研修講師の派遣等

のご協力もお願いしました。研修会場を姫路と神戸で行い、実践力をつけるためにワークショップも

行いました。アンケートの結果などは事業報告書をご覧ください。今後も介護・医療連携事業として

研修も行っていきます。 

平成 29 年度に喀痰吸引研修を行うための移行に向けた「喀痰吸引等の研修移行会議」が 27 年度か

ら始まりました。28 年度中は移行に向けた準備を行っていきます。 

介護の日記念事業として「C-1 グランプリ」も 5 年目になり、「利用者も介護者も笑顔になった事例」

を年々多くの事業所から応募いただきました。毎年の恒例行事になってきております。28 年度は、公

益社団法人日本介護福祉士会近畿大会が兵庫県で 11 月 5 日、6 日に開催され、2 日目には、「C-1 グ

ランプリ in 近畿」として行います。 

27 年度も運営ならびに活動の強化を図るために、担当地域理事と運営協力委員とで協力し、各ブロ

ック活動を行いました。各会員からご意見等を頂きながら企画運営もしていただくものです。会員同

士の交流会等では、より多くの会員にご参加いただきながら進めております。28 年度に向けてブロッ

ク交流会を魅力あるものにしていきたいと考えております。 

3 年目になりました兵庫県介護福祉士養成校との連携強化と人材育成の一環として、各養成校を卒

業される学生から成績等を総合評価し 1 名へ「兵庫県介護福祉士会賞」の授与をさせていただきまし

た。養成校をご卒業された多くの介護福祉士が、様々な事業所でご活躍されることを願っております。

また組織力強化のために養成校等に入会説明会も行いましたが、組織強化に向けた活動は今後も続け

ていく必要があります。 

 今後も会員の皆さまのご意見を反映しながら、県民の福祉向上の一助になる兵庫県介護福祉士会と

して前進して参りたいと思っております。会員の皆様のご協力をお願い致します。 



１．総会 

①第 7回通常総会  

開催日：平成 27年 6月 7日  

会場：兵庫県福祉センター 2階大会議室 

記念講演：「今、求められる人材育成～介護職員へのエールと期待～」  

講師：特別養護老人ホーム 六甲の館 施設長 溝田 弘美 氏  

参加人数：52名 

 

２．研修事業 

①介護福祉士初任者研修 （全 3日間） 

開催日：平成 27年 4月 12・24・5月 10日 

会場：兵庫県福祉センター   受講者数：25名（うち修了者：22名） 

 

②ファーストステップ研修（全 15日間） 

    開催日：平成 27年 5月 2日～平成 28年 3月 9日 

    会場：兵庫県福祉センター   受講者数：22名（うち修了者：20名） 

 

   ③サービス提供責任者研修 （全 6日間） 

    開催日：平成 27年 8月 2・12・23日・9月 5・11・12日 

    会場：兵庫県福祉センター   受講者数：24名（うち修了者：22名） 

 

   ④介護福祉士実習指導者講習会（全 4日間×4回開催） 

    第 1回開催日：平成 27年 4月 18・26・5月 13・24日 

    第 2回開催日：平成 27年 6月 20日・7月 5・15・26日 

    第 3回開催日：平成 27年 10月 17・24日・11月 11・23日  

    第 4回開催日：平成 28年 2月 6・14日・3月 2・16日 

    会場：兵庫県福祉センター  

受講者数：第 1回 50名（うち修了者：48名）、第 2回 51名（うち修了者：47名） 

第 3回 52名（うち修了者：51名）、第 4回 53名（うち修了者：52名） 

 

   ⑤介護職員初級研修（全 5日間） 

    開催日：平成 27年 12月 20日～平成 28年 3月 19日 

    会場：兵庫県福祉センター   受講者数：24名（うち修了者：20名）                           

 

 ⑥介護職員中級研修（全 7日間）   ※兵庫県補助事業 

    開催日：平成 27年 6月 13日～12月 5日 

    会場：兵庫県福祉センター・神戸リハビリテーション福祉専門学校    

受講者数：42名 （うち修了者：21名）                          

    

   ⑦介護職員上級研修 (全 7日間)    ※兵庫県補助事業  

    開催日：平成 27年 6月 22日～平成 28年 1月 20日 

    会場：兵庫県福祉センター・神戸リハビリテーション福祉専門学校 

   受講者数：51名（うち修了者：28名） 



   ⑧介護福祉士国家試験対策全国一斉模擬試験（事後解説付） 

    開催日：平成 27年 12月 6日 

    会場：兵庫県福祉センター    受験者数：51名 

 

   ⑨介護職員スキルアップ研修 「介護過程・個別援助計画作成について」 

    開催日：平成 27年 11月 29日  

 午前の部：訪問介護計画書作成 午後の部：通所介護計画書作成 

    会場：兵庫県福祉センター    受講者数：午前の部 15名、午後の部 17名 

 

３．平成 27年度兵庫県介護人材確保に向けた市町・団体支援事業 

   ①検討委員会設置ならびに開催                 

    第１回開催日：平成 27年 11月 12日 

    第２回開催日：平成 28年 1月 21日 

    第３回開催日：平成 28年 3月 17日 

    各回会場：兵庫県福祉センター 

 

②「医療・介護連携に向けた研修～基本研修～」  

    開催日：平成 28年 1月 14日   受講者数：61名 

  会場：姫路・西はりま地場産業センター（じばさんびる） 

開催日：平成 28年 1月 28日   受講者数：67名 

会場：兵庫県福祉センター  

 

③「医療・介護連携に向けた研修～ワークショップ編～」 

開催日：平成 28年 2月 13日    

会場：兵庫県福祉センター    受講者数：基本研修修了者より 32名 

 

④「事業報告書」の作成・配布 

 配布先：会員・関係団体ならびに県内 575事業所 

                  

４．“介護の日”記念事業 

「第 5回 C-1グランプリ事例コンテスト」  ※平成 27年度兵庫県福祉・介護啓発事業 

開催日：平成 27年 11月 7日     

会場：兵庫県福祉センター 

    応募数：17チーム   発表者数：7チーム    観覧者数：69名 

 

５．ブロック研修・交流会 

①神戸ブロック 「福祉用具を知ろう」 

開催日：平成 27年 6月 20日    

会場：パラマウントケアサービス神戸センター   参加者数：33名 

 

   ②阪神ブロック 「非認知症でケア困難な方の理解と対応」 

    開催日：平成 27年 8月 1日  

会場：尼崎 小田地区会館            参加者数：33名 

     



  ③丹波・篠山ブロック 

「摂食嚥下障害とは？その食事形態・方法に対する考察～少し歯科的視点を加えて～」 

   開催日：平成 27年 10月 28日  

会場：篠山市立丹南健康福祉センター       参加者数：26名 

     

④第２回阪神ブロック 「緊急時の対応について」 

 開催日：平成 27年 11月 20日 

 会場：尼崎 小田地区会館            参加者数：34名 

              

６．広報・公聴活動の活性化 

 ①ソーシャルワーカーデー2015 in ひょうごへの参画 

  開催日：平成 27年 7月 20日 

  会場：神戸市立こうべまちづくり会館・元町商店街 

②県民公開講座「ある日突然起きる災害～そのときあなたはどうしますか～」 

 開催日：平成 28年 1月 23日   

会場：兵庫県福祉センター  受講者数：25名 

③機関紙「ケアウエーブ」  年 3回発刊  

 ④隔月郵送物送付 日介ニュース・研修要綱・各種情報 

⑤ホームページの運用  活動内容の紹介・研修案内の随時更新 

 

７．会員拡大対策の取り組み 

   ①介護福祉士養成校･平成 27年度新卒者への入会説明会を実施、案内送付 

    ・関西保育福祉専門学校        ・神戸女子大学                  

    ・神戸リハビリテーション福祉専門学校 ・神戸医療福祉大学        

                         ※以上 4校は理事等が訪問して説明会開催 

・姫路福祉保育専門学校         ・甲子園短期大学 

・神戸医療福祉専門学校中央校     ・湊川短期大学 

・ハーベスト医療福祉専門学校     ・大原医療福祉＆スポーツ保育専門学校 

・兵庫県立日高高等学校        ・兵庫県立龍野北高等学校 

・大阪コミュニティワーカー専門学校    ※以上 9校は入会案内のみを配布 

 

８．兵庫県介護福祉士養成校連絡協議会との連携強化 

   ①「兵庫県介護福祉士会賞」の授与 

    ・関西保育福祉専門学校        ・神戸女子大学                  

    ・神戸リハビリテーション福祉専門学校 ・神戸医療福祉大学        

・姫路福祉保育専門学校        ・甲子園短期大学 

・神戸医療福祉専門学校中央校     ・湊川短期大学 

・ハーベスト医療福祉専門学校 

※以上 9校より推薦された各１名に賞状と副賞(壱万円)を授与 

 

②総会臨席ならびに各校の卒業・入学式に祝電または臨席にて祝意表明。 

 

 ９．理事会開催（計 7回） 



１０．外部団体事業等への参画 

１１．講師派遣事業 

団体・研修名等 日にち 派遣講師名 

兵庫県社会福祉協議会  

「福祉の就職総合フェア in Hyogo 就職ガイダンス」 
平成 27年 7月 25日  安達 眞理子 

総合リハビリテーションセンター 

兵庫県障害者就労促進応援事業「介護補助業務基礎訓練Ⅰ期」 
平成 27年 10月 19・21日 興梠 理絵 

総合リハビリテーションセンター 

兵庫県障害者就労促進応援事業「介護補助業務基礎訓練Ⅱ期」 
平成 28年 2月 1・4日 興梠 理絵 

洲本旅館組合 

「高齢者・障がい者への接遇」 
平成 28年 3月 9日 清水 賢一 

但馬ブロックホームヘルプ事業者協議会 

「ホームヘルパーの抱える支援困難事例を考える」 
平成 28年 3月 15 日 北澤 邦子 

その他事業所等への講師紹介 

団体・研修名等 日にち 講師名 

介護付き有料老人ホーム パーマリィ・イン須磨 

「介護技術講習」 
平成 27年 6月 25日 薮内 順子 

特別養護老人ホーム セ・ラ・ヴィ 

「認知症についての知識」 
平成 28年 2月 26日 保崎 庸子 

 

団体・委員会等名称 氏 名 職 名 

兵庫県社会福祉協議会 

福祉人材センター運営委員会・福祉人材確保推進協議会 
北澤 邦子 委 員 

兵庫県社会福祉協議会 社会福祉研修委員会 安達 眞理子 委 員 

兵庫県障害福祉課 喀痰吸引等の研修移行会議 

安達 眞理子 

稲積 初美 

保崎 庸子 

委 員 

兵庫県リハビリテーション協議会 稲積 初美 理 事 

兵庫県訪問看護ステーション連絡協議会 稲積 初美 理 事 

兵庫県プライマリ・ケア協議会 安達 眞理子 幹 事 

神戸市介護サービス協会 神戸市高齢者介護士認定委員会 

（実務委員会兼務） 
安達 眞理子 委 員 

神戸市地域医療推進協議会 安達 眞理子 理 事 

中央区在宅医療・介護連携推進協議会委員会 安達 眞理子 推進委員 

きょうされん 

精神科病棟転換型居住系施設問題を考える兵庫の会 
稲積 初美 委 員 

但馬長寿の郷づくり協議会 山本 富代 理 事 

兵庫県看護協会 

介護職員等によるたんの吸引等実施のための研修事業検討会 

北澤 邦子 

（保崎 庸子） 

委 員  

（オブザーバー） 

ソーシャルワーカーデー in ひょうご実行委員会 稲積 初美 委 員 

五団体代表者会議 

（ソーシャルワーカー・ケアワーカー職能団体） 
安達 眞理子 委 員 

兵庫県社会福祉協議会 「福祉の就職総合フェア in Hyogo」 

門脇 進 

中口 明克 

藤本 麻里子 

相談員 


