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〔活動報告〕 

平成 24 年度県南地区活動としては、学術・研修委員会が主幹して、5月・9 月・11 月と 3 回の 

研修会を実施し、また制度運用委員会では、昨年度からの継続事項の「県南地区共通入所申込書」を、

県南地区各施設のご協力のもと完成する事ができ、ＨＰ掲載し各地区で活用していくなど、各委員会活動

共実りある 1 年であった。 

各地区活動においても、医師会はじめ各関係機関との連携や、地域振興局単位での各会議・研修

会への参加や実際に目に見えないところで介護支援専門員としての地域での位置づけに各地区役

員はじめ会員の方々にご尽力いただき感謝申し上げ今年度の活動報告とする。 

 

〔事業報告〕 

◇県南地区介護支援専門員協会主催会議・事業・研修等 

 ○総会・臨時総会 

  

 ○拡大運営委員会・運営委員会 

 

〔委員会事業報告〕 

○学術・研修委員会 

委員会  6 月・７月・１１月の３回開催      内容：研修会内容について 他 

   

本年度３回の研修会を開催しました。内容・参加者については下記の通り 

◇平成 24 年度 秋田県県南地区介護支援専門員協会 第１回研修会◇ 

・日時： 平成２4 年５月１２日（土） 1４時３０分～1６時００分 

・場所： 湯沢市 ニュー千寿苑   ・参加者：８５名 

平成 24 年 5 月 12 日 平成 24 年度県南地区介護支援専門員協会 総会 

・平成 23 年度事業報告 決算報告 

・平成 24 年度事業計画 予算   について 

平成 25 年 3 月 15 日 平成 25 年度 役員・理事選出 について 

7 月 6 日 拡大運営委員会 会場：横手市ゆうゆうプラザ       27 名 

11 月 30 日 運営委員会    会場：特別養護老人ホーム平寿苑  18 名 



・演題： 『 災害対策机上訓練 』 ～介護支援専門員の役割～ 

・講師： 羽後町地域包括支援センター 山内 紀彦 氏 

◇平成 24 年度 秋田県県南地区介護支援専門員協会 第 2 回研修会◇ 

・日時： 平成２4 年９月８日（土）  13 時３０分～１７時００分 

・場所： よこてシャイニーパレス ・参加者：６８名 

・演題： ｢ケアマネジメントの技能 

～対人援助職としての原点を考える～｣ 

・講師： 日本福祉大学中央福祉専門学校 校長 長岩 嘉文 氏 

◇平成 24 年度 秋田県県南地区介護支援専門員協会 第 3 回研修会◇ 

・日時： 平成２4 年１１月１７日（土） 1４時００分～１６時３０分 

・場所： 大仙市 フォーシーズン  ・参加者：１５１名 

・演題： 傍らにいることが許される者になるために 

   ～求められるケアを創るケアマネジメントの視点～ 

・講師： 特別養護老人ホーム緑風園 総合施設長 菊地 雅洋 氏 

 

○制度運用委員会 

委員会  7 月・8 月の２回開催         内容：共通入所申込書様式についての検討 他 

今年度は、昨年度からの継続事項の「県南地区共通入所申込書」を、県南地区各施設のご協力 

のもと完成する事ができた。様式については、秋田県介護支援専門員協会ホームページに掲載。 

 

○渉外広報委員会 

委員会  9 月・平成 25 年 1 月の２回開催   内容：広報誌記事についての検討・発送 他 

県南地区広報誌「サポーター」８月・２月に発行し会員に送付。 

 

 

○レクリェーション委員会 

委員会  ７月・１１月の２回開催 

 内 容： 会員相互の交流について 

 

会員相互の親睦を図る活動を行った。 

 

 

 

 

 



〔その他の事業報告〕 

 ○秋田県介護支援専門員協会 各部会活動への会員の派遣 

（詳細は秋田県介護支援専門員協会 平成 24 年度事業報告 参照） 

※参考資料 

         

 ○県南 3 地区 行政関係会議、地域福祉連携等会議や街頭キャンペーンへの会員の参加 

  ・地域振興局単位での地域福祉関係会議  ・秋田県関係課実施の街頭キャンペーン等への参加 

  ・地域包括支援センターとの連携協力 等 

 ○長寿社会振興財団 介護支援専門員研修への講師の派遣（3 地区会員） 

 ○秋田県 認定調査員研修への講師派遣 （大仙仙北地区 小笠原 深雪 氏） 

 ○日本介護支援専門員協会 秋田県代議員の 6 月開催社員総会への参加（会長 渡部） 

 ○日本介護支援専門員協会 全国大会 in 青森への参加（報告書はＨＰへ掲載済） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部会長 渡部勝

部員 渡邉寛

部員 藤原功雄

部員 齋藤良昭

部会長 佐々木生久夫

部員 水谷英明

副部会長 小原秀和

部員 佐々木尚敏

部員 石橋裕子

広報部会

研修部会

調査研究

部会

相談部会



 

収入 （単位：円）

科目 予算額 決算額 比較増減 備考

１．会　　　費 2,315,000    2,248,500  -66,500      

・年会費

　＠8,500×261人＝2,218,500円

　

・日本CM協会入会金

　＠1,000×30人＝30,000円

２．賛助会費 5,000         10,000      5,000          ・賛助会費　5,000×2＝10,000円

３．助　成　金 150,000      150,000    -               ・県介護支援専門員協会より

４．雑　収　入 50,000        108,140    58,140        

・預金利子　 140円

・研修参加費（非会員）  108,000円

５．繰　越　金 230,000      205,184    -24,816      

合　　　計 2,750,000    2,721,824  -28,176      

支出

科目 予算額 決算額 比較増減 備考

１．会　議　費 230,000      82,100      -147,900     

・拡大委員会、運営委員会

・学術研修

・制度運用

・渉外広報

２．事　業　費 470,000      485,320    15,320        

・総会・第１回研修会

・第2回研修会

・第3回研修会

・広報発行

・研修派遣

３．事　務　費 190,000      183,664    -6,336        

・事務用品

・通信費

・雑費

・備品費

４．全国等会費 1,775,000    1,726,500  -48,500      

・年会費上納分　　＠6,500×261人＝1,696,500円

・日本CM協会入会金　　＠1,000×30人＝30,000円

５．予　備　費 20,000        5,000       -15,000      ・全国大会研修費・

合　　　計 2,685,000    2,482,584  -202,416     

収　　　　　　入 2,721,824 円

支　　　　　　出 2,482,584 円

収入支出差引残高 239,240 円　（平成２５年度へ繰越）

平成２４年度県南地区介護支援専門員協会決算書


