
   

議案第１号 

 

平成３０年度事業実績報告 

 

１．総括 

平成３０年度は、介護保険制度改正及び大牟田市高齢者保健福祉計画・第７期介護保険事業計

画により、地域包括ケアシステムの深化・推進と地域共生社会の実現に向けた取り組みに重点が

置かれた。その中で、大牟田市地域医療・介護連携ビジョンに基づき、各専門職能団体や地域関

係団体等との連携を推進した。 

また、ケアマネジメントの質の向上と公正・中立性の確保の観点から、主任介護支援専門員が

居宅介護支援事業所の管理者として位置付けられるとともに、ケアマネジメントにおいては、根

拠ある実践と説明責任が求められた。 

更に、当協議会の 20周年記念事業に向けて、会員の皆様と 20年の歩みを振り返り、あらた

めて介護支援専門員の役割を考える一年であった。 

   そのような中、当協議会としては、対人援助職としての高い専門性と倫理観を身につけること

を目指した継続的な研修会を行うとともに、地域ケア会議への積極的な関わり、主治医をはじめ

とした医療との連携強化、多職種との連携構築に向けた活動を基本方針として取り組んだ。 

   研修事業については、対人援助職としての成長には不可欠である“常に基本に戻ること、実践

の振り返りと検証を継続すること”を軸とし、基礎研修・共通研修では対人援助の枠組みや必要

な知識・援助技術を学ぶ研修会を開催した。熟達研修では、初級編・中級編のグループを編成し、

毎月 1 回グループスーパービジョンを実施し、対人援助職としての熟成を目指して取り組んだ。

また、施設ケアマネジメント研究活動支援については、実践事例をもとに学びを深めることと、

今後の継続した取り組みに繫がる為の基盤づくりに取り組んだ。 

利用者支援における多職種連携の基盤づくりについては、主治医と介護支援専門員をはじめと

した多職種交流事業として研修会と交流会を開催した。また、医療・介護連携推進事業では、セ

ラピストと意見交換を行い、医療連携支援体制の構築を目指した。 

介護支援専門員同士のつながりづくりとしては、平成 3０年度より大牟田市からの委託事業は

廃止となったが、ケアマネジメントサポート事業を継続し、包括圏域ごとに“気軽に集える場づ

くり”や“勉強会の企画”を行い、介護支援専門員全体の質の向上と連携体制の構築につとめて

きた。 

   情報の共有・発信については、“リニューアルホームページ”“フェイスブック”を活用すると

ともに、機関誌“きらめき”を定期及び号外として適宜発行することで、協議会の取り組みや研

修会等の報告、実践事例の紹介及び社会資源の情報発信に努めた。 

   平成 30年度も充実した活動であり、事業所会員 41件、個人会員２５２名となっている。平

成３１年度には、当協議会設立２０周年を迎えることになり、真の対人援助職として目指すべき



   

目標を改めて振り返りたい。同時に会員の皆様の意見を反映し組織の在り方を見直し、次の 10

年に繫がる礎の 1年としたい。 

   おわりに、当協議会の活動を支援していただいた大牟田市関係課や大牟田市介護サービス事業

者協議会など諸関係団体、及び会員の皆様に厚くお礼を申し上げるとともに、引き続き今後の活

動についてご支援、ご協力をお願いし、平成３０年度のまとめとしたい。 

 

２．事業部会事業実績 

 （１）事務局 

  ①役員会の開催 

◆第１回（４月 2２日） 

    議題：１．定期総会ついて 

◆第２回（６月 2２日） 

    議題：１．各部会委員の確認について 

       ２．各部会の事業計画兼進捗状況について 

       ３．大牟田市市営住宅審議会委員の推薦について 

       ４．20周年記念事業の実行委員会について  

       ５．在宅医療・介護連携推進協議会及びビジョン検討ワーキングへの委員派遣につ 

いて 

   ◆第３回（10月１日） 

    議題：１．各部会の進捗状況について 

       ２．20周年記念事業実行委員会について 

   ◆第４回（１０月２４日） 

    議題：１．２０周年記念事業の実行委員会について 

   ◆第５回（2月 14日） 

    議題：１．総会までのスケジュールについて 

       ２．各部会の進捗状況について  

   ◆第６回（３月６日） 

    議題：１．平成３０年度事業報告・決算報告及び平成３１年度事業計画案・予算案について 

       ２．講師謝金内規ついて 

       ３．20周年記念事業予算（案）及び全体スケジュールについて 

◆第７回（３月 19日） 

    議題：１．平成３０年度事業報告・決算報告及び平成３１年度事業計画案・予算案について  

 

   ◆２０周年記念事業 実行委員会 

     第１回（８月７日） 第２回（１１月１２日） 第３回（１月２５日） 



   

      ※各担当による会議は、随時開催 

    テーマ：「未来のケアマネの姿 大牟田らしさとは」～２０年の歩みとこれから～ 

    日 時：平成３２年１月２５日 予定 

 

  ②平成３０年度定期総会の開催 

   日時：４月２６日（木）18：30～19：30 

   会場：イオンモール大牟田 イオンホール 

   議案：１．平成２９年度事業実績報告 

      ２．平成２９年度決算報告及び基金運用状況報告ならびに監査報告 

      ３．平成３０年度事業計画（案） 

      ４．平成３０年度予算（案） 

      ５．大牟田市介護支援専門員連絡協議会規約改正について 

      ６．役員改選について（案） 

 

  ③介護関係イベントへ参加及び行政・介護サービス事業者協議会・大牟田医師会との連携 

   ◆大牟田市いきいき長寿まちづくり協議会 安藤会長が委員として参加 

   ◆大牟田市地域包括支援センター運営協議会 松下情報交流事業部会長が委員として参加 

   ◆大牟田市障害者自立支援・差別解消支援協議会 井形事務局次長が委員として参加 

   ◆認知症地域医療連携協議会 松下情報交流事業部会長が委員として参加 

   ◆大牟田市居住支援協議会 安藤会長が監事として参加 

同協議会 手塚事務局部会委員が委員として参加 

   ◆大牟田市市営住宅審議委員会 今岡広報事業部会長が委員として参加 

   ◆大牟田地域健康推進協議会へ加盟 

   ◆大牟田みんなの健康展 2018 へ参加『介護なんでも相談室』としてコーナーを担当 

   ◆大牟田市 地域ケア会議への主任介護支援専門員推薦 

   ◆大牟田市在宅医療・介護連携推進協議会 安藤会長が委員として参加 

    大牟田市地域医療・介護連携ビジョン検討ワーキンググループ  

橋口事務局長が委員として参加 

   ◆在宅医療・介護連携推進事業 橋口事務局長が委員として参加 

 

  ④他市町村協議会等との連携と情報収集 

     日程：１０月１５日 

会場：玉名市民会館 第一会議室 

内容：「対人援助の基本とクライエントの統合的理解」  

講師：渡部 律子氏（日本女子大学 人間社会学部 社会福祉学科 教授） 



   

林副会長、橋口事務局長が参加 

     主催：スーパービジョン実践塾くまもと 

 

  ⑤ケアマネ支援事業（ケアマネジメントサポート事業） 

   ◆全体会議 

     日程：７月１３日 

     会場：大牟田市企業局 講習室 

     参加者：3６名 

◆サポート事業連携担当会議  

     ①日程：１１月１４日 ②日程：３月２２日 

     包括圏域毎に独自の取り組みを実施 

 

⑥施設ケアマネジメント研究活動への支援 

   ◆施設ケアマネジメントに関する研修会の開催 

     日程：２月２２日 

     会場：大牟田文化会館 研修室 

     内容：「事例検討会」 

     講師：黒田 直氏（介護老人保健施設 聖ルカ苑 副施設長） 

     参加者：48名 

 

⑦地域包括ケアシステムの推進、地域共生社会の実現に向けて「介護支援専門員」の役割を 

模索する取り組みについて 

     日程：１０月１２日 

     会場：大牟田市総合福祉センター 大会議室 

     内容：「地域共生の取り組みからみえてきたもの」 

        「地域共生社会への取り組み」 

     講師：梅崎 優貴氏（小規模多機能ホーム いまやまの家） 

        森 健一郎氏（リハビリ特化型デイサービス ライズ） 

     参加者：43名 

 

⑧ホームページ・フェイスブック運用実行委員会（各部会委員より構成） 

    ホームページ・フェイスブックの運用方法と周知率向上の為の協議を行った。 

 

 

 



   

⑨部会活動～会議の開催 

第１回 ５月２３日 平成３０年度事業計画・役割分担について 

第２回 ６月１５日 
平成３０年度事業計画について 

みんなの健康展について 

第３回 ８月２７日 
みんなの健康展について 

介護支援専門員の役割を探る研修会について 

第４回 １月３０日 施設ケアマネジメント研究活動支援について 

第５回 ３月 14日 
次年度の事業計画について 

平成３1年度定期総会について 

 

（２）研修事業部会 

  ①共通研修（フォローアップ全体研修）の開催 

   ◆第１回（3月１６日） 

     内容：「スーパービジョン研修」 

     講師：片岡 靖子氏（久留米大学文学部社会福祉学科 准教授） 

     会場：大牟田文化会館 研修室 

     参加者数：３６名 

 

  ②熟達研修（スーパービジョン研修）の開催 

    平成２９年度より 2年間の課程で月 1回スーパービジョン研修を実施。 

参加者数：２７名（中級編）・21名（初級編） 

 

  ③基礎研修の開催 

   ◆第１回（7月 13日） 

     内容：「相談援助面接の基本と心構え」 

     講師：今岡 慶教氏（居宅介護支援事業所はなぞの） 

鈴木 昭彦氏（居宅介護支援事業所たさき） 

     会場：社会保険大牟田天領病院 福祉センター 

参加者数：５４名 

   ◆第２回（7月 21日） 

     内容：「ケアプランチェックの視点」 

     講師：片原 美絵氏（ハートフィールド筑紫丘） 

     会場：社会保険大牟田天領病院 福祉センター 

     参加者数：３９名 

   ◆第３回（９月２６日） 

     内容：「知りたい 訪問歯科診療」 



   

     講師：山本 博崇氏（山本歯科クリニック 院長） 

会場：イオンモール大牟田 イオンホール 

     参加者数：4６名 

   ◆第４回（１０月２９日） 

     内容：「解決構築の面接技法について」 

     講師：大垣 京子氏（日本医療ソーシャルワーカー学会 会長） 

     会場：大牟田文化会館 研修室 

     参加者数：６７名 

   ◆第５回（11月２６日） 

     内容：「高齢者の精神疾患」 

     講師：冨松 健太郎氏（三池病院 副理事長兼副院長） 

     会場：イオンモール大牟田 イオンホール 

     参加者数：４６名 

   ◆第 6回（１月１１日） 

     内容：「ストレスについて考えよう」 

講師：高口 恵美氏 （西南女学院大学保健福祉学部福祉学科 講師） 

会場：大牟田文化会館 研修室 

参加者数：４３名 

 

  ④部会活動～会議の開催（４回） 

第 1回 5月 14日 平成 30年度事業計画について 

第 2回 8月 24日 事業の役割分担について 

第３回 1月 11日 フォローアップ研修について 

第 4回 3月 5日 平成 31年度事業計画案について 

 

（３）広報事業部会 

①会報「きらめき」の発行（年３回） 

◆ＶＯＬ．６６号（平成３０年７月発行） 

・平成３０年度定期総会報告 

・会長挨拶、副会長挨拶、部会員紹介 

・シリーズ実践事例「障害者総合支援法から介護保険法への切替で、利用者を自立支援に 

導いた事例」 

・リレー随想 小規模多機能ホームひだまり 田上 愛氏 



   

・保険者（大牟田市健康長寿支援課)からのお知らせ 

 

◆ＶＯＬ．６７号（平成３０年１１月発行） 

・「大牟田市介護支援専門員連絡協議会２０周年記念事業 実行委員会開催！」 

・基礎研修③「知りたい！訪問歯科診療」 

・大牟田市内の緩和型デイサービスの紹介 

・シリーズ実践事例「本人やご家族の思いを正しく理解できていたのか悩んだ事例」 

・リレー随想 白川病院ケアプランサービス 野田 元子氏 

・保険者（大牟田市健康長寿支援課）からのお知らせ  

 

◆ＶＯＬ．６８号（平成３１年３月発行） 

・Ｈ３０年度主治医と介護支援専門員～講演会・交流会～ 

・基礎研修⑥「ストレスについて考えよう」 

・施設ケアマネジメント研究研修会の開催 

・シリーズ実践事例「本人の思いにそった支援に悩んだ事例」 

・リレー随想 ケアプランセンター光 大野 京子氏 

・保険者（大牟田市健康長寿支援課）からのお知らせ  

 

◆きらめき号外発行（ホームページ掲載） 

・きらめき号外１号発行 平成３１年１月 

   「第１０回多職種連携の為の意見交換会【セラピストと介護支援専門員との意見交換会】」 

・きらめき号外２号発行 平成３１年１月 

   「基礎研修⑤ 高齢者の精神疾患」 

 

②広報事業部会活動、会議の開催（３回） 

第１回 ５月 2３日 きらめき 6６号編集会議  

第２回 ９月１１日 きらめき 6７号編集会議  

第 3回 １２月 1２日 きらめき 6８号編集会議  

＊きらめき各号の発送作業 3回・企画打ち合わせ 

 

（４）情報交流事業部会 

①医療・介護の多職種、地域団体との連携推進のための交流事業 

   前年度開催したリハビリテーションの各セラピストとの意見交換会での意見から、今後も継続



   

して交流を持ちたいとの要望が出されていたこともあり、今年度についてもより一層連携を深め

ていくことを目的に第 2回のリハビリテーションセラピスト（OT.PT.ST）との意見交換会を開

催した。 

今回は、2018年度医療・介護の同時改正のポイントをミニ学習した後に、連携の現状や今後

のより一層の連携のための意見交換を行った。 

 日程：11月 21日 18：30～20：30  

会場：イオンモール大牟田  イオンホール 

内容：第 1部 2018年度医療・介護報酬改正の内容について（リハビリを中心に） 

① 医療報酬改正   堀川 聰司氏（白川病院） 

② 介護報酬改正   工藤 信恵氏（吉野地区地域包括支援センター）  

  第 2部 意見交換会 

     テーマ「報酬改定や連携について」 

  参加者 86名  

PT 24名  OT 12名  ST 2名  介護支援専門員及びMSW 48名  

          

②主治医と介護支援専門員をはじめとした多職種交流事業の開催 

    今回の取り組みも医師・介護支援専門員に参加をしぼり、在宅支援診療所を開業されている講

師を招き、地域において利用者を最後まで支援していくために多職種との連携、チーム作りにつ

いて学んだ。 

2部では、連携がより一層前進し課題が共有できることを目的に交流会を開催した。 

  日程：2月 13日 19：00～21：30 

  会場：ニューガイア オームタガーデンホテル 鳳凰の間 

  内容：第 1部 講演会 

    「在宅医療と多職種連携の実際」 

     講師：満岡内科クリニック 

        院長  満岡 聰氏  

     第 2部 交流会 

参加者：1部 84名 

         医師 23名 介護支援専門員 57名 行政 4名 

         2部 44名 

         医師 16名 介護支援専門員 26名 行政 2名  

 

 

 

 



   

③部会活動～会議の開催（10回） 

第 1回 6月 4日 年間事業計画 担当部員決定 

第 2回 7月 17日 年間事業計画と内容の提案  

第 3回 8月 20日 医療・介護、多職種、地域団体との連携推進のための

交流会の内容について検討  主治医と介護支援専

門員の交流会の講師提案 

第 4回 9月 11日 医療・介護、多職種、地域団体との連携推進のための

交流会のすすめかたについて  

第 5回 10月 10日 医療・介護、多職種、地域団体との連携推進のための

交流会の呼びかけや内容について  

第 6回 11月 14日 医療・介護、多職種、地域団体との連携のための交流

事業の当日運営について 

第 7回 12月 18日 医療・介護、多職種、地域団体との連携推進のための

交流会まとめ及び医師と介護支援専門員、多職種交流

会について 

第 8回 1月 10日 医師と介護支援専門員をはじめとした多職種交流会

について及びアンケートのまとめ 

第 9回 2月 5日 医師と介護支援専門員をはじめとした多職種交流会

の当日運営について 

第 10回 3月 5日 医師と介護支援専門員をはじめとした多職種交流会 

のアンケートまとめ 2018年度のまとめ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


