
 

平成 29年度 県南地区介護支援専門員協会 事業計画 

 

〔活動方針〕 

平成 18 年 10 月に設立し今年度で 12 年目を迎える当会は県南地区で職能団体としての

役割を果たし存在価値を高め、利用者並びに地域住民の期待に応えることを「当会の在り方」

として会員相互の連携により鋭意努力し、職能団体としての役割を果たしてきた。 

介護保険施行以後、制度の中核的な役割と言われ、多職種との連携、幅広い視野での専

門的な視点による適切なケアマネジメントが求められてきたが、昨今介護支援専門員の資質

について必ずしも十分でないとの指摘もある。 

そのような厳しい声もある中で当会としては、自分たちの「価値」や「重要性」をしっかりと発

信するため介護保険制度の基本理念である利用者本位、自立支援、公正中立の理念を徹底し、

専門職としての資質向上に向けた運営が必要と考えられる。 

また、当会としてケアマネジメントのみならず地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域課題

の把握から社会資源の開発等の地域づくりや地域の介護支援専門員の人材育成等の役割を果た

すことが求められており、主任介護支援専門員の質の向上に向けた取組みが必要である。 

今年度も地区協会として地域の実情や特性に配慮しながら、各地区レベル単位でできる事

を継続し、当会の永続化を視野に入れた組織の在り方、会務運営の構築をすることを第一に

当会の進化を図る。 

組織力に応じた効率的・効果的な会務運営の仕組みを構築することを第一に当会の永続

化と進化を図る。 

また、介護支援専門員が個々の専門性を向上し、利用者本意のケアマネジメントを実践す

るために、介護保険制度の研究や地域の社会資源との連携を深め、利用者並びに地域住民

の要望に応えることができるよう運営強化を図るとともに、会員自身が健康で地域と共に生き、

地域の一員として地域に根ざした活動を展開することができるよう各種事業を展開していく。 

 

〔事業計画〕 

１. 運営体制 

イ. 県協会との機能分化を念頭におきながら、地区協会として必要な事業内容・規模を

明確化し、地区協会として効率的・持続的な組織体制を構築。  

 

会 長

副会長（2名）

大仙仙北事務局 2名
（内1名会計担当）

運営委員 2名

横手事務局 2名
（内1名会計担当）

運営委員 2名

湯沢雄勝事務局 2名
（内1名会計担当）

運営委員 2名

相談役（1名）

事務局本部

会計監査員（2名）



ロ. 入会促進の為、未入会者及び新規会員予備軍への積極的な情報提供。 

 研修会非会員参加費（1回あたり） 介護支援専門員    5,000円 

                         介護支援専門員以外 2,000円 

ハ. 財政基盤の安定・強化への取り組みの実施（賛助会員の拡大等） 

ニ. 地区協会の独自性と魅力の「見える化」 

ホ. 会の永続化に向けた組織体制の検討 

 

２. 会務の運営 

イ. 総会（年１回 平成 29年 6月 9日） 

ロ. 役員会・運営委員会 （年 5回） 

ハ. 研修計画 

年３回の研修会（6月、10月、2月） 

＜内容等＞ 

介護支援専門員はもちろんのこと、多職種共通の様々な問題点を考察し、地域の中

での特色を生かし多職種連携促進となるような研修を企画し、地域の幅広い職種が

オープン参加できるよう情報提供を実施。 

 

（１）第 1回研修会開催日：平成 29年 6月 9日（金） 

        場 所：グランドパレス川端 

        内 容: ワールドカフェ『介護支援専門員の知っておくべきリスクマネジメント』 

 

（２）第 2回研修会開催日：平成 29年 10月（予定） 

場 所：湯沢市 

内 容：未定 

講 師:未定 

 

（３）第３回研修会開催日：平成 30年 2月 （予定） 

場 所：横手市 

内 容：未定 

    講 師：未定 

              

 

ニ. できるケアマネ養成塾（少人数でのスキルアップ研修）の開催 

今年度も新任 CMを対象とした少数でのスキルアップセミナーを予定 

（3回シリーズ：平成 29年 7月、9月、11月予定） 

 

３. 各地区への研修等への協賛 

         

４. 上部団体との連携および協力 

イ. 日本介護支援専門員協会への協力 

ロ. 秋田県介護支援専門員協会への協力および派遣 

 

５. 関係機関、団体の会議・研修・調査等への参加及び協力 

 

６. その他 



 

 

 

収入 （単位：円）

科目
本年度
予算額

前年度
予算額

比較増減 備考

１．会　　　費 658,000 579,000 79,000

・年会費
＠8,500×20人＝170,000円
　
・日本CM協会入会金
＠1,000×20人＝20,000円
　
・リコーリース登録者地区協会費返還分
＠2,000×234＝468,000円

２．賛助会費 5,000               5,000       -               ・賛助会費　 1口 5,000円

３．助　成　金 277,000           264,000    13,000        
・県介護支援専門員協会より127,000円
・大曲仙北広域市町村圏組合より150,000円

４．雑　収　入 60,000             30,000      30,000        
・預金利子
・研修参加費（非会員）

５．繰　越　金 14,996             271,174    ▲ 256,178

合　　　計 1,014,996         1,149,174  ▲ 134,178

支出

科目
本年度
予算額

前年度
予算額

比較増減 備考

１．会　議　費 200,000           220,000    ▲ 20,000
・運営委員会
・事務局会議
・会場使用費

２．事　業　費 400,000           530,000    ▲ 130,000

・総会・第１回研修会
・第2回研修会
・第3回研修会
・できるケアマネ養成塾
・各地域活動費

３．事　務　費 150,000           195,000    ▲ 45,000

・通信費  ・リコーリース手数料
・会員通知
・運営委員会他
・事務借上費
・消耗品
・封筒作成

４．全国等会費 150,000           123,000    27,000
・年会費上納分＠6,500×20人＝130,000円
・日本CM協会入会金＠1,000×20人＝20,000円

５．予　備　費 42,996             9,174       33,822

６．事務局手当 72,000             72,000      -               資料印刷・発送、各種会議調整、会費管理他

合　　　計 1,014,996         1,149,174  ▲ 134,178

平成29年度県南地区介護支援専門員協会予算書



 

会　長 小原　秀和 大曲・仙北 介護老人保健施設　なごみのさと

副会長 石橋　裕子 横手・平鹿 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 湯沢・雄勝 羽後町社会福祉協議会

事務局本部 矢野　仁志 大曲・仙北 なごみ居宅介護支援センター

事務局員 齋藤　良昭 大曲・仙北 仙北市社会福祉協議会　田沢湖ケアマネステーション

事務局員（会計） 伊藤　弘幸 大曲・仙北 ＪＡ秋田おばこケアプランセンター

事務局員 柴田　司 横手・平鹿 特別養護老人ホーム　平寿苑

事務局員（会計） 塚本　信太郎 横手・平鹿 横手市増田町居宅介護支援事業所

事務局員 武田　学 湯沢・雄勝 羽後町社会福祉協議会　指定居宅介護支援事業所

事務局員（会計） 後藤　公之 湯沢・雄勝 湯沢市地域包括支援センター

運営委員 高久　由記子 大曲・仙北 虹の街おおまがりケアプランセンター

運営委員 佐々木　孝臣 大曲・仙北 特別養護老人ホーム　真昼荘

運営委員 長山　正弘 横手・平鹿 特別養護老人ホーム　すこやか大雄

運営委員 村上　英男 横手・平鹿 ケアプランセンター悟空

運営委員 渡邉　寛 湯沢・雄勝 介護老人保健施設　ゆーとぴあ神室

運営委員 藤川　和行 湯沢・雄勝 湯沢市複合老人福祉施設　いさみが岡

会計監査員 古谷　まゆみ 横手・平鹿 ＪＡ秋田ふるさとケアプランセンター

会計監査員 齋藤　潤一郎 湯沢・雄勝 特別養護老人ホームサン・グリーンゆざわ

相談役 佐々木　生久夫 湯沢・雄勝 特別養護老人ホーム松喬苑

平成29、30年度　県南地区介護支援専門員協会役員

役　職　名 氏　名 選出地区 所　属　事　業　所


