平成２９年度滋賀県介護支援専門員連絡協議会事業報告
Ⅰ．組織の運営
１．総会の開催
期

日

平成２９年５月１９日（木） １５：１０～１６：００

会

場

草津総合病院 あおばなホール

議

題

平成２８年度事業報告並びに決算報告について
平成２９年度事業計画（案）並びに予算（案）について

２．理事会の開催
第１回

実施月日
平成 29 年 4 月 22 日

実施場所
滋賀県立長寿社
会福祉センター

第２回

平成 29 年 5 月 19 日

草津総合病院あ
おばなホール

第３回

平成 29 年 7 月 22 日

滋賀県立文化産
業交流会館

第４回

平成 29 年 9 月 30 日

草津まちづくり
センター

第５回

平成 29 年 12 月 1 日

高島市保健セン
ター

第６回

平成 30 年 1 月 20 日

滋賀県立長寿社
会福祉センター

第７回

平成 30 年 3 月 31 日

滋賀県立長寿社
会福祉センター

主な議事内容
平成 28 年度事業報告及び決算報告、平成 29 年度事
業計画、総会、会員研修、滋賀県委託事業、近畿ブ
ロック研究大会について
滋賀県委託事業（主任介護支援専門員研修事業、主
任介護支援専門員更新研修）、会員研修、広報誌につ
いて
滋賀県委託事業、会員研修会、広報誌、近畿ブロッ
ク研究大会について
滋賀県委託事業、会員研修会、広報誌、各関係団体
との意見交換会および合同研修会、近畿ブロック研
究大会について
滋賀県委託事業、会員研修会、各関係団体との意見
交換会および合同研修会、近畿ブロック研究大会、
次年度体制、介護保険制度改正について
滋賀県委託事業、会員研修会、広報誌、各関係団体
との意見交換会および合同研修会、近畿ブロック研
究大会、平成 30 年度研修計画および役員体制につい
て
滋賀県委託事業、会員研修会、近畿ブロック研究大
会、役員改正、平成 30 年度組織運営および会則変更
について

３．正副会の開催
第１回

実施月日
平成 29 年 4 月 12 日

実施場所
草津市内

主な議事内容
滋賀県委託事業、会員研修会、平成 29 年度事業計画、
近畿ブロック研究大会について

第２回

平成 29 年 5 月 10 日

滋賀県立長寿社
会福祉センター

第３回

平成 29 年 6 月 7 日

滋賀県立長寿社
会福祉センター

第４回

平成 29 年 7 月 12 日

滋賀県立長寿社
会福祉センター

滋賀県委託事業、会員研修会、総会、理事会、広報
誌、近畿ブロック研究大会、近畿ブロック会議につ
いて
滋賀県委託事業、会員研修会、広報誌、近畿ブロッ
ク研究大会、栄養士会・歯科衛生士会との意見交換
会等について
滋賀県委託事業、会員研修会、広報誌、近畿ブロッ
ク研究大会について
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第５回

平成 29 年 8 月 21 日

滋賀県立長寿社
会福祉センター

第６回

平成 29 年 9 月 15 日

滋賀県立長寿社
会福祉センター

滋賀県委託事業、会員研修会、広報誌、医師会との
懇談会、栄養士会との合同研修、近畿ブロック研究
大会について
滋賀県委託事業、会員研修会、広報誌、医師会との
懇談会、栄養士会との合同研修、近畿ブロック研究
大会について

第７回

平成 29 年 10 月 17 日

滋賀県立長寿社
会福祉センター

第８回

平成 29 年 11 月 16 日

滋賀県立長寿社
会福祉センター

滋賀県委託事業、会員研修会、広報誌、近畿ブロッ
ク研究大会、近畿ブロック会議、会員案内、各種関
係団体との意見交換（研修等）について
滋賀県委託事業、会員研修会、近畿ブロック研究大
会、各種関係団体との意見交換（研修等）
、次年度研
修検討会、会員案内について

第９回

平成 29 年 12 月 11 日

滋賀県立長寿社
会福祉センター

滋賀県委託事業、会員研修会、近畿ブロック研究大

第 10 回 平成 30 年 1 月 15 日

滋賀県立長寿社
会福祉センター

滋賀県委託事業、会員研修会、近畿ブロック研究大
会、広報誌、会員案内について

第 11 回 平成 30 年 2 月 7 日

滋賀県立長寿社
会福祉センター

滋賀県委託事業、会員研修会、近畿ブロック研究大

滋賀県立長寿社
会福祉センター

滋賀県委託事業、会員研修会、近畿ブロック研究大

第 12 回 平成 30 年 3 月 23 日

会、医師会との懇談会、会員案内について

会、会員案内、次年度年間計画および体制について

会、会員案内、広報誌、次年度年間計画および体制
について

４．部会の開催
（１）研修部会の活動
①会員研修の実施
研修会名

開催日

講師

会場

総会記念講演会

平成 29 年

一般社団法人シルバーサービス振興会

草津総合病院あ

管理者研修会

5 月 19 日（木） 常任理事 中井孝之氏

おばなホール

平成 29 年

彦根勤労福祉会

滋賀県健康医療福祉部医療福祉推進課

7 月 26 日（火） 課長補佐 小坂敦彦氏
滋賀県立リハビリテーションセンター

参加者数

132 名

91 名

館たちばな４階
大ホール

支援部事業推進係 乙川 亮氏

滋賀県介護支援専門員連絡協議会
8 月 21 日（月） 理事 山内和江氏
監事 今井 悟氏

滋賀県立長寿社

事業種別介護支援

平成 29 年

滋賀県立長寿社

専門員研修会（認

10 月 30 日（月） ム協会

研究の基礎研修会

平成 29 年

知症対応型生活介

公益社団法人日本認知症グループホー

35 名

会福祉センター
第１研修室

43 名

会福祉センター

和歌山県支部長 室みち子氏

第１研修室

医療法人おかはら会

米原市米原公民

護）
事業種別介護支援

平成 29 年

専門員研修会（小

11 月 18 日（土） 理事長 岡原仁志 氏

規模多機能型居宅

おげんきハグニティ小規模多機能居宅

介護）

介護島の蛍
管理者 木村秋子氏
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館

28 名

②主任介護支援専門員研修事業の実施
【平成２９年度滋賀県主任介護支援専門員フォローアップ研修】
[第１日目] 平成２９年７月１日（土）コラボしが２１ ３階大会議室
講師：花園大学社会福祉部社会福祉学科 教授 福富昌城氏
受講者数：８４名
[第２日目] 平成２９年７月６日（木）滋賀県立長寿社会福祉センター 第２～４研修室
講師：公益社団法人さわやか福祉財団 戦略アドバイザー 土屋幸己氏
受講者数：８５名
[第３日目] 平成２９年７月２０日（木）滋賀県立長寿社会福祉センター 第２～４研修室
講師：滋賀県介護支援専門員連絡協議会 監事 森本清美氏
受講者数：８８名
【平成２９年度滋賀県主任介護支援専門員地域同行型実地研修】
[アドバイザー研修]
平成２９年８月２２日（火） 草津市立市民交流プラザ５階大会議室
講師：ＮＰＯ法人神戸ライフケア―協会 神谷良子氏
受講者数：アドバイザー３１名
[初日全体研修]
平成２９年９月１４日（木）草津総合病院あおばなホール
講師：滋賀県介護支援専門員連絡協議会 理事 西村一也氏
うさぎマネジメントケア 管理者 矢守友樹氏
受講者数：アドバイザー３１名 受講者３１名
[個別同行実習]
平成２９年９～１２月（４回）各事業所または利用者宅
[最終日全体研修]
平成２９年１２月２２日（金）草津市立市民交流プラザ５階大会議室
講師：滋賀県介護支援専門員連絡協議会 理事 髙間真太郎氏
参加者数：アドバイザー３１名、受講者２８名
【平成２９年度滋賀県主任介護支援専門員指導者養成研修】
○ファシリテーター養成

第１日目 平成２９年４月１５日（土）彦根商工会議所４階大ホール
第２日目 平成２９年４月２３日（日）ピアザ淡海

３階大会議室

講師：花園大学社会福祉学部社会福祉学科 教授 福富昌城氏
受講者数：
（１日目）６７名

（２日目）６５名

○中心指導者養成

第１日目 平成２９年１１月１５日（水）滋賀県立長寿社会福祉センター 第１研修室
第２日目 平成２９年１２月２０日（木）滋賀県立長寿社会福祉センター 第２～４研修室
講師：兵庫県対人援助研究所 主宰 稲松真人氏
受講者数：
（１日目）７０名

（２日目）６４名

③主任介護支援専門員更新研修事業の実施
【平成２９年度滋賀県主任介護支援専門員更新研修】
第１日目（Ａ・Ｂコース合同）
平成２９年９月５日（火）滋賀県立長寿社会福祉センター 大教室
講師：東洋大学ライフデザイン学部准教授 高野龍昭氏
受講者数：
（Ａコース）８３名 （Ｂコース）７１名
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第２日目
Ａコース 平成２９年９月１１日（月）滋賀県立長寿社会福祉センター 第１研修室
Ｂコース 平成２９年１０月１９日（木）滋賀県立長寿社会福祉センター 第１研修室
講師：高橋ひとみ氏、飯山 宏氏、山内和江氏
受講者数：
（Ａコース）８３名（Ｂコース）７１名
第３日目
Ａコース 平成２９年９月１９日（火）滋賀県立長寿社会福祉センター 第２～４研修室
Ｂコース 平成２９年１０月２６日（木）滋賀県立長寿社会福祉センター 第２～４研修室
講師：中尾雅則氏、竹岡幸子氏、寺田美賀子氏
受講者数：
（Ａコース）８２名（Ｂコース）７２名
第４日目
Ａコース 平成２９年９月２５日（月）滋賀県立長寿社会福祉センター 第１研修室
Ｂコース 平成２９年１１月１４日（火）滋賀県立長寿社会福祉センター 第１研修室
講師：引間敬子氏、山中尚子氏
受講者数：
（Ａコース）８３名（Ｂコース）７１名
第５日目
Ａコース 平成２９年１０月１２日（木）滋賀県立長寿社会福祉センター

第２～４研修室

Ｂコース 平成２９年１１月２１日（火）滋賀県立長寿社会福祉センター 第２～４研修室
講師：山室賀子氏、楠神

渉氏、細見美津子氏

受講者数：
（Ａコース）８２名（Ｂコース）７２名
第６日目
Ａコース 平成２９年１０月１８日（水）滋賀県立長寿社会福祉センター 第１研修室
Ｂコース 平成２９年１１月２７日（月）滋賀県立長寿社会福祉センター 第１研修室
講師：高橋厚子氏、岡戸佳恵美氏、矢守友樹氏
受講者数：
（Ａコース）８３名（Ｂコース）７１名
第７日目
Ａコース 平成２９年１０月２７日（金）滋賀県立長寿社会福祉センター

第１研修室

Ｂコース 平成２９年１２月７日（木）滋賀県立長寿社会福祉センター 第２～４研修室
講師：今井 悟氏、井上順子氏、林 繁久氏
受講者数：
（Ａコース）８２名（Ｂコース）７１名
第８日目
Ａコース 平成２９年１１月２日（木）滋賀県立長寿社会福祉センター 第２～４研修室
Ｂコース 平成２９年１２月１２日（火）滋賀県立長寿社会福祉センター

第２～４研修室

講師：辻 広美氏、森本清美氏
受講者数：
（Ａコース）８３名（Ｂコース）７１名
（２）広報部会の活動
①会報「ケアマネ連協通信」の発行
介護保険制度やケアマネジメントに関する情報、会員研修の報告など情報を提供した。
発行回数 ３回
６８号 平成２９年 ７月発行
６９号 平成２９年１２月発行
７０号 平成３０年 ３月発行
特別号 平成３０年 ３月発行
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②ホームページでの情報発信
ホームページに、研修の案内、各種様式、介護支援専門員に関わる情報等を掲載した。
③フェイスブックでの情報発信
フェイスブックページに、活動内容、研修の案内、介護支援専門員に関わる情報等を掲載した。
投稿件数：６５件
投稿を見た人の数（リーチ数）
：７３，５０６人 1 投稿あたりの平均リーチ数：１，１３０人
（３）平成３０年度会員研修検討委員会
平成２９年１２月１８日（月）守山市内
鈴木会長、岡戸副会長、楠神副会長、山内理事、森本監事、今井監事
５．
（一社）日本介護支援専門員協会第１７回近畿ブロック研究大会 in 滋賀の開催
１．内容

【開 催 日】

平成３０年３月１７日（土）～１８日（日）

【開催場所】 滋賀県立文化産業交流会館 米原市立米原公民館
【大会テーマ】

暮らし・人・地域をつなぐケアマネジメント
～多職種連携の視点から介護支援専門員の役割を考える～

－１日目－
【基調講演】 「平成 30 年度介護保険改正について」
厚生労働省老健局振興課

課長補佐 佐藤美雄 氏

【記念講演】 「多職種連携の視点から介護支援専門員の役割を考える」
公立大学法人埼玉県立大学大学院保健医療福祉学研究科兼研究開発センター 教授
【シンポジウム】

川越雅弘 氏

「多職種連携の視点から介護支援専門員の役割を考える」
・コーディネーター
公立大学法人埼玉県立大学大学院保健医療福祉学研究科兼研究開発センター 教授 川越雅弘 氏
・シンポジスト
滋賀県健康医療福祉部医療福祉推進課 副参事 中村恭子 氏
滋賀県介護支援専門員連絡協議会 理事 山内和江 氏
滋賀県立リハビリテーションセンター支援部事業推進係
一般社団法人滋賀県医師会 理事 本多朋仁 氏

－２日目－
第１分科会

「多職種連携分野」

第２分科会 「看取り分野」
第３分科会 「認知症分野」
第４分科会 「家族支援分野」
第５分科会 「社会資源分野」
第６分科会 「教育分野」
【参加者数】 大会参加者数 ５６９名、懇親会参加者数 １２６名
６．会員名簿の作成管理
滋賀県介護支援専門員連絡協議会の名簿の登録管理を行う。
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主査 乙川 亮 氏

７．地域ブロック協議会への活動支援
各協議会の研修・相談などの活動支援を行うとともに、平成２９年度地域ブロック活動費を交付した。
ブロック名

前期支払額

湖西介護支援専門員連絡
協議会
大津市介護支援専門員協
会
甲賀湖南介護支援専門員
連絡協議会
湖南ブロック介護支援専
門員連絡協議会
東近江圏域介護支援専門
員連絡協議会
彦根愛知犬上介護支援専
門員連絡協議会
湖北介護支援専門員連絡
協議会
合計

後期支払額

合計支払額

５４，０００円

７，０００円

６１，０００円

１４７，０００円

１８，０００円

１６５，０００円

８７，０００円

１３，０００円

１００，０００円

１２８，０００円

８，０００円

１３６，０００円

６１，０００円

６，０００円

６７，０００円

８１，０００円

４，０００円

８５，０００円

５８，０００円

２，０００円

６０，０００円

６１６，０００円

５８，０００円

６７４，０００円

８．会員拡大の活動
①会員研修、その他総会、公開講演などイベントの開催に合わせて当会の活動の紹介をし、年間を通じ
て入会の受付を行った。
②ケアマネ連協通信、インターネットのホームページ、フェイスブックをとおして当会の活動を広報し、
入会案内をすすめ、組織率の向上を図った。

Ⅱ．社会的活動の実施
１．行政（国や県）等への施策提言
・日本介護支援専門員協会や近畿介護支援専門員協会に参画し、日本協会を通して、施策提言を行った。
・日本介護支援専門員協会への参画
・近畿介護支援専門員代表者会議への参画
２．滋賀県社会福祉関係団体予算対策協議会【参加者：鈴木会長】
①平成２９年７月３日②平成２９年８月３０日
３．滋賀県社会福祉関係団体予算対策協議会 滋賀県健康医療福祉部長への要望【参加者：岡戸副会長】
①平成２９年１０月１７日
４．滋賀県社会福祉関係団体予算対策協議会 自由民主党要望【参加者：楠神副会長】
①平成２９年１１月１６日
５．滋賀県議会チームしが

県議団要望【参加者：楠神副会長】

①平成２９年１１月１７日
６．しが介護の職場合同入職会実行委員会【参加者：鈴木会長】
①平成２９年４月２０日②平成２９年６月２９日③平成３０年３月７日
７．しが介護の職場合同入職式【参加者：鈴木会長】
①平成２９年５月１７日
８．滋賀県災害時要配慮者支援ネットワーク会議 【参加者：鈴木会長】
①平成２９年７月１４日
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９．滋賀県災害時要配慮者支援対策研修会 【参加者：楠神副会長】
①平成３０年１月２２日
１０．滋賀県社会福祉学会【参加者：楠神副会長】
①平成３０年２月２２日
１１．滋賀県社会福祉学会実行委員会【参加者：鈴木会長、楠神副会長】
①平成２９年７月３日②平成２９年１２月１１日③平成３０年１月１０日
１２．滋賀県社会福祉研究第２０号編集委員会【参加者：鈴木会長】
①平成２９年７月３日②平成２９年１２月１１日
１３．滋賀県社会福祉協議会評議員会【参加者：鈴木会長】
①平成２９年６月１９日②平成２９年１１月２９日③平成３０年３月２７日
１４．縁創造実践センター総会【参加者：鈴木会長】
①平成２９年４月２５日②平成２９年１２月１９日
１５．介護・福祉人材確保懇話会【参加者：鈴木会長】
①平成３０年２月６日
１６．滋賀県高齢化対策審議会【参加者：岡戸副会長】
①平成２９年６月１６日②平成２９年９月４日③平成２９年１１月２８日④平成３０年２月１３日
１７．滋賀県在宅医療等推進協議会 【参加者:山内理事】
①平成２９年６月１日②平成２９年８月３日③平成２９年１０月５日
１８．滋賀県介護職員人材育成・確保対策連絡協議会議

【参加者：鈴木会長】

①平成２９年６月１２日②平成２９年９月１９日③平成３０年３月３０日
１９．滋賀県介護労働懇談会【参加者：鈴木会長】
①平成２９年６月１２日②平成２９年９月１９日③平成３０年３月３０日
２０．滋賀県リハビリテーション協議会【参加者：西村理事】
①平成２９年７月２６日②平成２９年１１月１５日
２１．滋賀県認知症対策推進会議【参加者：楠神副会長】
①平成２９年８月３０日
２２．総合リハビリテーション推進会議【参加者：西村理事】
①平成２９年９月１５日
２３．滋賀県難病対策推進協議会【参加者：鈴木会長】
①平成２９年１１月９日
２４．第３回認知症にかかる医療と介護の滋賀県大会運営会議【参加者：鈴木会長】
①平成２９年６月９日②平成２９年１１月２２日
２５．在宅医療セミナー企画検討会議【参加者：鈴木会長】
①平成２９年９月２８日②平成２９年１１月２３日
２６．滋賀県生涯歯科保健推進協議会

成人期高齢期作業部会【参加者：岡戸副会長】

①平成２９年９月１４日
２７．滋賀県介護支援専門員研修向上検討会議【参加者：鈴木会長】
①平成３０年３月７日
２８．滋賀県難病医療連携協議会運営会議【参加者：鈴木会長】
①平成２９年８月２日
２９．滋賀県難病相談・支援センター運営委員会【参加者：岡戸副会長】
①平成２９年８月１０日
３０．退院支援ルール評価検討事業合同会議【参加者：鈴木会長】
①平成２９年６月２３日
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３１．在宅医療多職種キャリアアップ研究会開催事業

企画委員会【参加者：楠神副会長】

①平成２９年４月１４日②平成２９年６月２６日③平成２９年７月２４日④平成３０年１月２２日
３２．日本プライマリ・ケア連合学会

近畿地方大会実行委員会

【参加者：楠神副会長】

①平成２９年６月２９日②平成２９年１０月５日
３３．地域健康創生人材育成事業推進協議会【参加者：岡戸副会長】
①平成２９年６月１日
３４．栄養士再教育講習会研修プログラム検討委員会【参加者：岡戸副会長】
①平成２９年６月２７日②平成３０年３月８日
３５．口腔機能向上推進委員会【参加者：森本監事】
①平成２９年８月３日
３６．全国介護支援専門員研修向上会議【参加者：鈴木会長】
①平成３０年２月２２日～２３日
３７．多職種との連携による適切なサービス提供にかかる検討会議【参加者：西村理事】
①平成２９年１０月３０日②平成２９年１２月１９日
３８．滋賀県多職種連携学会実行委員会 【参加者:西村理事】
①平成２９年８月１日
３９．滋賀県多職種連携学会プログラム検討委員会【参加者：西村理事】
①平成２９年１２月１９日
４０．滋賀県福祉用具センター運営委員会【参加者：細見理事】
①平成２９年９月４日②平成３０年３月５日

Ⅲ．情報提供活動
１．ケアマネ相談窓口の開設
本会の事務局に相談窓口を設置し、ケアマネジメントや業務上の疑問点について相談を受け付け、助言
を行った。

Ⅳ．関係団体との連携、協力、後援など
１．滋賀県医師会との意見交換会【参加者：鈴木会長、岡戸副会長、楠神副会長、細見理事、早川理事、
竹岡理事、山内理事、前田理事、森本監事】
平成２９年１１月３０日
２．滋賀県薬剤師会新年賀詞交歓会【参加者：鈴木会長】
平成３０年１月６日
３．滋賀県医師会新春懇談会【参加者：鈴木会長】
平成３０年１月１１日
４．滋賀県知事新春交流会【参加者：鈴木会長】
平成３０年１月１３日
５．一般社団法人滋賀県薬剤師会と拡大連携会議【参加者：鈴木会長、岡戸副会長、楠神副会長、西村理
事、辻理事、早川理事、前田理事、竹岡理事、星津理事、熊谷理事】
平成３０年２月２４日
６．在宅ホスピス薬剤師認定研修会

講師派遣【講師：山内理事】

平成２９年８月２７日
７．滋賀県介護支援専門員連絡協議会・滋賀県栄養士会・滋賀県歯科衛生士会

合同研修会

「口腔ケアと栄養についてケアマネジャーと一緒に考える研修会」
平成３０年２月３日
８．介護支援専門員と相談支援専門員との連携のあり方に関する調査研究事業
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合同モデル研修会

平成３０年２月１６日
９．第３回在宅医療多職種キャリアアップ研究会【参加者：楠神副会長】
平成２９年９月１０日
１０．第３１回日本プライマリ・ケア連合学会近畿地方大会【参加者：楠神副会長】
平成２９年１１月２６日
１１．滋賀県福祉用具セミナー【参加者：細見理事、髙間理事】
平成２９年１１月３０日
１２．第２回滋賀県多職種連携学会研究大会【参加者：西村理事】
平成３０年２月１６日
１３．第９回難病の集い
平成２９年１０月２２日
１４．第３回認知症にかかる医療と介護の滋賀県大会
平成２９年１２月１７日
１５．地域医療連携フォーラム～ICT 利用活用の将来ビジョン～
平成３０年２月１０日
１６．滋賀県介護福祉士会制度改定セミナー「地域共生社会を考える」
～介護保険制度改正のポイントと介護福祉士の役割～【参加者：鈴木会長】
平成３０年２月１０日
１７．その他
行政、医療、保健、福祉各関係諸団体をはじめ県内外の介護支援専門員協議会と連携し、介護支援専
門員に資する研修の開催や意見交換を行った。
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