
議案第３号  

 

令和３年度 県南地区介護支援専門員協会 事業計画（案） 

 

１．基本方針 

新型コロナウイルス禍の中で、世の中の価値観が大きく変わりました。また令和３年度介護報

酬改定・介護保険制度改正により、新しい時代への変化に対応する力が求められています。 

今年度、秋田県介護支援専門員協会は、事務局の独立や令和 4 年度からの介護支援専門員法定研

修の受託等、大きな変革の時期を迎える年度となります。 

事務局体制の整備、介護支援専門員の質の向上に向けた各事務局体制の整備、介護支援専門員

の質の向上に向けた各種研修等の事業展開を県協会と共に邁進する年となるべく挑戦していきま

す。 

当協会としては、職能団体として自らの職能と価値を高めていくことを目的として、（１）介護

報酬改定・介護保険制度改正の対応（２）職能が行う人財育成（３）業務効率化・生産性向上と

ICT の活用の推進について取り組みます。 

また、介護保険制度は地域保険の仕組みであり、市町村単位での地域の介護支援専門員の実践

の積み重ねが制度の土台であり、地域住民の暮らしを支える原動力です。 

上記に掲げた重点施策を推進するためにも、県協会との連携を軸としながら、市町村、各職能団

体等の連携を図り、地域の介護支援専門員の存在と実践を大切にしながら、地域住民への貢献と

介護支援専門員の未来創りを進めて参ります。 

 

２．重点事業 

（１）令和３年度介護報酬改定・介護保険制度改正の対応 

（２）職能団体が行う人財育成 

（３）生産性向上と ICT の活用の推進 

 

３．事業内容 

◇会務の運営 

（１）総会    令和３年６月１１日（金） 

 （２）運営委員会 年１０回 

 （３）事務局会議 年３回 

 

 ◇介護支援専門員の資質向上を図るための研修会の実施 

（１）全体研修の開催 年３回 

   ＜第１回＞ 

   期 日 令和２年６月１１日（金） 



   場 所 オンライン 

   内 容 介護の価値向上につながる職場の作り方 

   講 師 りんごの里居宅介護支援センター 管理者     石橋 裕子 氏 

りんごの里居宅介護支援センター 介護支援専門員 菅原 裕介 氏 

    

＜第２回＞  

   期 日 令和３年７月１６日（金） 

   場 所 オンライン 

   内 容 ファシリテーション 

講 師 ひとづくり工房 esuco 代表 浦山 絵里 氏 

 

<第３回＞ 

期 日 令和４年２月 

場 所 オンライン 

内 容 未定 ※大曲仙北地域ケア研修会と共催 

   講 師 未定 

 

（２）スキルアップ研修 

①新任向け（できるケアマネ養成塾） 

   期 日 令和２年９月、１０月、１１月（３回シリーズ） 

   場 所 オンライン 

   内 容 リニューアル予定（他圏域の共催の可能性あり） 

   講 師 役員等 

   

（３）他団体との共催研修 

  保険者や各職能団体等との共催研修 

 

（４）その他研修会 

ケアマネジメント研修会（横手地区） 

  期 日 未定 

  場 所 オンライン 

  講 師 横手市高齢ふれあい課 

 

 ◇Web、ICT の活用の推進 

  ・ZOOM ウェビナーを活用した研修開催 

・県南地区介護支援専門員協会ホームページの活用 



４．会議・研修への派遣 

◇日本介護支援専門員協会関係 

 ・介護保険制度・報酬委員会（小原会長） 

 ・介護離職防止支援への介護支援専門員の関与（ワークサポートケアマネジャー）についての 

特別委員会（小原会長）Web 会議 6 回 

 ・社員総会（小原会長） 

・全国支部長会議（小原会長） 

・居宅介護支援事業所部会（石橋副会長） 

  

◇秋田県介護支援専門員協会関係 

・広報部会    委員派遣（渡部勝、佐々木年子和） 

・研修部会    委員派遣（照井瑞穂、菅原裕介、藤川和行） 

・調査研究部会  委員派遣（後藤公之、村上英男） 

・相談部会    委員派遣（武田学、藤原功雄、矢野仁志） 

  

  ※県協会の動向により、委員派遣は増員される見込み 

 

◇秋田県関係 

 ・秋田県介護サービス事業所認証評価制度推進委員会（小原会長） 

 ・秋田県介護支援専門員研修委員会（小原会長） 

・秋田県平鹿地域保健医療福祉協議会委員会・医療推進部会（石橋副会長） 

 ・令和３年度自殺予防ネットワーク会議（石橋副会長） 

 

◇医師会関係 

・ナラティブブック運営委員会（石橋副会長） 

 

◇横手地区関係 

・横手市介護保険運営協議会委員会並びに地域包括運営協議会委員会 

（石橋副会長、塚本信太郎） 

・横手市認知症対策推進会議委員会（石橋副会長） 

・在宅医療推進協議会（石橋副会長） 

 

◇大曲・仙北地区関係 

 ・仙北地域保健医療福祉協議会（小原会長） 

 ・大曲仙北広域市町村圏組合介護保険事務所第 8 期介護保険運営協議会（小原会長） 

 ・大仙市地域包括ケア推進会議、同在宅医療介護連携部会、同在宅認知症施策部会（小原会長） 



 ・大仙市生活支援体制整備事業 第１層協議体 

・中央圏域地域ケア会議（伊藤弘幸） 

・西部圏域地域ケア会議（田口美喜） 

・東部圏域地域ケア会議（草彅美香） 

・大曲仙北広域市町村圏組合介護保険事務所ケアプラン点検事業 

（小笠原深幸、佐々木孝臣、矢野仁志） 

・だいせん支えあい手帳ワーキンググループ（伊藤弘幸） 

 

・雄勝地域保健医療福祉協議会委員及び部会専門委員（佐々木副会長） 

 

◇湯沢・雄勝地区関係 

・湯沢市市民後見人支援チーム員（水谷昌志） 

 

◇秋田県社会福祉協議会関連 

・介護支援専門員実務研修          講師派遣 

・介護支援専門員専門研修（専門研修過程Ⅰ） 講師派遣 

・介護支援専門員専門研修（専門研修過程Ⅱ） 講師派遣 

・介護支援専門員更新研修          講師派遣 

・主任介護支援専門員研修          講師派遣 

・主任介護支援専門員更新研修        講師派遣 

  



 議案第５号  

 

令和３-４年度 県南地区介護支援専門員協会 役員候補者 

 

任期：令和３年４月１日～令和５年３月３１日 

 

役職名 氏 名 所 属 

会 長 小原 秀和 社会福祉法人あけぼの会 

副会長 石橋 裕子 りんごの里福寿園居宅介護支援センター 

副会長 佐々木 尚敏 羽後町社会福祉協議会 

事務局本部 塚本 信太郎 すこやか横手居宅介護支援センター 

圏域事務局 齊藤 良昭 特別養護老人ホームかくのだて桜苑 

圏域事務局 柴田 司 特別養護老人ホーム雄水苑 

圏域事務局 武田 学 羽後町社会福祉協議会指定居宅介護支援事業所 

事務局会計 伊藤 弘幸 JA 秋田おばこケアプランセンター 

事務局会計 後藤 公之 湯沢市地域包括支援センター 

運営委員 照井 瑞穂 えがお介護センターひびき愛 

運営委員 佐々木 孝臣 仙北市包括支援センター 

運営委員 長山 正弘 特別養護老人ホームすこやか大雄 

運営委員 村上 英男 ケアプランセンター悟空 

運営委員 佐々木 年子和 東成瀬村社会福祉協議会指定居宅介護支援事業所 

運営委員 藤川 和行 複合老人福祉施設いさみが岡 

相談役 佐々木 生久夫 元特別養護老人ホーム松喬苑施設長 

会計監査員 齋藤  潤一郎 サン・グリーンゆざわサテライト型特別養護老人ホーム桜おかだ 

会計監査員 佐藤 弘美 社会福祉法人一真会 花むつみ 

 

  



令和３-４年度 秋田県介護支援専門員協会 部会員候補者 

 

任期：令和３年４月１日～令和５年３月３１日 

 

部会名 氏 名 所 属 

研修部会 照井 瑞穂 えがお介護センターひびき愛 

研修部会 菅原 裕介 りんごの里福寿園居宅介護支援センター 

研修部会 藤川 和行 複合老人福祉施設いさみが岡 

調査・研究部会 村上 英男 ケアプランセンター悟空 

調査・研究部会 後藤 公之 湯沢市地域包括支援センター 

相談部会 矢野 仁志 なごみ居宅介護支援センター 

相談部会 藤原 功雄 横手市地域包括支援センター 

相談部会 武田 学 羽後町社会福祉協議会指定居宅介護支援事業所 

広報部会 渡部 勝 特別養護老人ホーム雄水苑 

広報部会 佐々木 年子和 東成瀬村社会福祉協議会指定居宅介護支援事業所 

任期：令和３年４月１日～令和５年３月３１日 

 

 

 

 

 

会 長

副会長２名

大仙仙北事務局

事務局１名

運営委員２名

横手事務局

事務局１名

運営委員２名

湯沢雄勝事務局

事務局１名

運営委員２名

事務局

会計担当２名

相談役 １名

事務局本部１名

会計監査員２名


