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会報

No.

令和元年7月1日

６月８日（土）に定時総会が開催されました

令和元年度定時社員総会のご報告
副会長
一般社団法人

松沢

斉

群馬県介護支援専門員協会の定時総会は、

令和元年６月８日（土）１３：３０より、前橋市の群馬県社会福
祉総合センター８階大ホールで行われました。 群馬県介護高齢
課長

島田様、群馬県社協会長

会理事

片野様（代理）、群馬県医師

長坂様をはじめ５名の来賓にご登壇いただき、独特の

雰囲気の中で始まりました。
冒頭の大澤会長の挨拶では、先頃天に召されたお父様の退
院から在宅での看取りの経過に触れ、主治医でもあった娘さん、
担当ケアマネジャーの関わりなどをお話しいただき、大変示唆
に富んだお話をいただいた思いがしました。
議事の方は平成３０年度事業報告、３０年度決算報告、監事
監査報告を一括でご審議いただき、出席者満場一致でご承認い
ただきました。続いて令和元年度事業計画、元年度予算案をやはり一括でご審議いただき、こちらも
満場一致でご承認をいただきました。さらに今年は役員改選の年でもあり、理事１名、監事１名が退
任されましたが、新たに理事２名、監事１名の就任が承認されました。向こう２年間新しい執行部体制
で挑むことになります。会員の皆様にはご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
さて、総会に出席くださる会員さんは心優しい方ばかりなので、どの議案も厳しい苦言をいただく
ことなく満場一致で可決にはなりますが、実際にはタダでさえ余裕のない協会の財政はさらに厳しい
状況に置かれ、今年度予算では各支部の支部交付金を１支部あたり最大で５０，
０００円減額させていた
だきました。また、年６回発行していた会報「ケアマネ群馬」も年４回の発行とさせていただきました。
会の存続を優先し事業を縮小せざるを得ない状況が長く続けば、会員はさらに離れ、会は存続不能の
状態に追い込まれかねません。群馬県で唯一のケア
マネジャーの職能団体が、財政悪化によって消滅し、
重要な政策決定過程にケアマネジャーの声が活かさ
れないなどという事態を招くことは許されません。改
めてこの会報をお読みの会員の皆様にお願いです。
どうか一人でも多くの未入会者に本協会への入会を
呼びかけてください。 皆さんお一人お一人の丁寧な
勧誘こそが、会員数を増やし、協会の運営を安定さ
せ、その発言力を増強させ、ケアマネジャーの社会
的地位を高めるのです。どうか皆様のお力をお貸し
ください。
発行：一般社団法人 群馬県介護支援専門員協会 事務局：群馬県社会福祉総合センター内 〒371-8525前橋市新前橋町13-12
TEL 027-255-6226

FAX 027-255-6173

E-mail: cmg-gunma@dan.wind.ne.jp

http://caremane-gunma.com/
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群馬県介護支援専門員協会 役員改選について
5月7日に公示された一般社団法人群馬県介護支援専門員協会役員選挙は、5月20日の立候補届出締切
り時点で候補者数が定員を超えておりませんでした。そのため、定款と規約により選挙を行わず、立候補
者全員が当選者となりました。
新役員は下記のとおりです

会 長

大澤

誠

（現）

副会長
中沢 かよ子 （現）
利根沼田支部（利根沼田介護支援専門員協議会）
松沢 斉
（現）
理 事

伊勢崎佐波圏域支部
吾妻圏域支部
支部長：岡島真実
高崎安中圏域支部

新井

薫

（現）

高崎安中圏域支部

新井

健五

（現）

富岡甘楽圏域支部

安藤

繁

（現）

高崎安中圏域支部

太田

智洋

（新）

邑楽館林圏域支部

岡島

真実

（現）

利根沼田圏域支部

菅野

圭一

（現）

渋川圏域支部

小沼

説雄

（現）

桐生みどり圏域支部

坂井

崇

（現）

前橋圏域支部

島田

光明

（現）

桐生みどり圏域支部

須田

和也

（現）

高崎安中圏域支部

関口 将史
吾妻支部（ケアマネ吾妻の会）
関根 京子

（新）
（現）

多野藤岡圏域支部
支部長：田村広行
前橋圏域支部

監 事

高田

勢子

（現）

太田圏域支部

中島

麻衣子

（現）

伊勢崎佐波圏域支部

中西

有美子

（現）

高崎安中圏域支部

松本

勝美

（現）

前橋圏域支部

三ツ木
三森

渋川支部（渋川圏域支部）

真由美 （新）
和也

（現）

富岡甘楽圏域支部
前橋圏域支部
支部長：村上忠明
群馬県介護支援専門員協会
選挙管理委員会 委員長 野中
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和英

新役員紹介
理事

太田

智洋（邑楽館林圏域支部）
この度、多くの方のご支持をいただき理事に就任となりました。皆様に感謝申し
上げます。
私は館林市で小さな事業所を営んでおります。基礎資格は「はりきゅう師」で、
医療と介護の架け橋となるよう日々勤しんでおります。また、地域では消防団とし
て災害支援に取り組んでいます。
ケアマネジャーは対象者と様々な地域資源をつなぐ「コミュニティ・ケア」を実
践する人材であり、将来的にその領域は高齢者をはじめ、障がい者ケアや子育て支
援にもケアマネジャーとしての更なる活躍の場があるのではないかと感じております。
多職種での勉強会にて教育心理学や発達心理学、カウンセリングについて学ぶ機会
があり、
「ケアマネジャーがカウンセリングスキルを身につければ、対象者の幅が拡

がる！」と実感できました。
今後は群馬県介護支援専門員協会の理事として、
「勉強できる楽しさ」
「わくわくできる仕事」を、関係する皆さん
と一緒に共有できることを目指していきたいと思います。

理事

関口

将史（多野藤岡圏域支部）
この度、理事を務めさせていただくこととなりました関口将史と申します。所属
は藤岡市にあります「特別養護老人ホームつどい」です。数年前から多野・藤岡支
部の役員として協会に関わらせていただきましたが、正直なところ、介護支援専門
員としての経験はもちろんのこと、専門的知識も持たない自分に何ができるのだろ
うと不安で仕方ありません。しかし、会長をはじめ、役員の皆様、支部役員・会員
の皆様に支えられながら、現在は「自分のできることは何か」と気持ちを切り替え、
それを模索中ではございますが、令和という新時代を共に歩ませていただける感謝
の気持ちを常に忘れず、群馬県介護支援専門員協会の更なる発展に貢献できればと
考えております。そして、介護支援専門員として地域でご活躍されている皆様が、
さらに安心して業務を行うことができるよう微力ではございますがお手伝いさせて
いただければ幸いでございます。今後ともどうぞ宜しくお願いいたします。

監事

三ツ木

真由美（富岡甘楽圏域支部）
平成12年度に創設された介護保険は様々な制度改正を重ね、令和という新元号を
迎えました。介護を取り巻く環境の中、超高齢社会、認知症高齢者の増加等を考え
ても介護支援専門員の役割はきわめて重要であり、会員一人一人の質の向上や処遇
の改善を図ることは本会の責務と感じています。この度、監事を拝命いたしました。
今後の協会運営に対し、精一杯協力して行きたいと思いますのでよろしくお願いい
たします。
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「記念講演を通して、学び考えさせられたこと」
渋川市古巻地域包括支援センター

角田

真樹

元号が「令和」に変わった初めての群馬県介護支
援専門員協会の定時総会が、去る6月8日（土）に
開催され、総会後に『法令遵守！自立支援型ケアプ
ラン作成～利用者の自立支援のために～』の演題で、
あたご研究所：後藤

佳苗先生による記念講演が行

われました。
「法令遵守」という部分では、介護保険制度の理
念等について、導入するに至った基本的な考え方を
介護保険法第1条・2条・4条と絡めて資料に示し
ていただいたことで、これらを改めて読み解くこと
によって、自立支援・ご利用者本位・社会保障方式
の内容を再学習できました。その中ではやはりご利
用者に対しての「尊厳の保持」「選択」「有する能力
の維持向上」を盛り込む視点がケアプラン作成時に
は必須要素とされ、そこにはご利用者の「自己決定」
があり、初めてケアプランに基づいたサービス提供
＝「現物給付」が成されているということも再認識
させられました。介護保険制度がご利用者や国民の負担の下に成り立っており、我々介護支援
専門員が作成したケアプランによって、すべての介護サービスが動いていることを考えると、
改めて実に責任の大きい仕事なのだと非常に身の引き締まる思いとなりました。
また、「自立支援型」のケアプラン作成にあたっては、「自立」と「自律」の双方を理解する
ことと、後藤先生が仰っていた“本来のその人の存在＝あなたがあなたで居ていいこと”の言
葉が強く印象に残りました。ケアプランを一緒に作成していく支援者として、やはりご利用者
の内側に隠れている内的資源＝その人の持っている「力」、を探り出すアセスメント力を高め
ること・そのスキルを持つことも介護支援専門員に求められているのだと痛感させられました。
「目標は“グタイテキ”を心がけよう！」（具体的・達成可能・意欲的・定量的・期限つき）に
ついてもケアプラン作成時において留意すべきものとして、今後活用させていただきます。
元号も「令和」に変わり、今回の後藤先生からのご講演を受けて、改めてケアマネジメント
の基本・原点に立ち返り、ご利用者やそのご家族の笑顔のために、その笑顔を引き出せるべく、
気持ち新たにこれからも寄り添った支援を行っていきたいと思いました。
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一般社団法人群馬県介護支援専門員協会

委員会委員名簿

役 職
会 長
副会長
副会長

大澤
中沢
松沢

誠
かよ子
斉

勤務先名
医療法人あづま会 大井戸診療所
居宅支援 あいりプランニング
養護老人ホーム 希望館

総務財政委員会（担当副会長：松沢 斉）
支部長：小沼説雄
氏 名
勤務先名
委員長 松沢 斉
養護老人ホーム 希望館
理 事 坂井 崇
前橋川原ケースマネジメント
理 事 島田 光明
ファーコス薬局あゆみ
理 事 中島 麻衣子
伊勢崎市地域包括支援センター東
金井 敏江
群馬県看護協会訪問看護ステーション居宅介護支援事業所
菊地 恒夫
特別養護老人ホーム 上毛の里

桐生支部（ケアマネわたらせの会）

学術研修委員会（担当副会長：中沢 かよ子）
氏 名
勤務先名
委員長 菅野 圭一
渋川市国民健康保険 あかぎ診療所
理 事 新井 健五
介護老人保健施設 ミドルホーム富岡
支部長：浅沼郁子
太田支部（ケアマネかなやまの会）
理 事 安藤 繁
介護老人保健施設 若宮苑
理 事 太田 智洋
合同会社おおたジャパン ふじうらら
理 事 岡島 真実
沼田利根医師会 ぬまたとね医療・介護連携相談室
理 事 小沼 説雄
居宅介護支援 元助
理 事 須田 和也
じゃんけんぽん地域生活支援室
理 事 関根 京子
青梨子訪問看護ステーション
理 事 高田 勢子
介護老人保健施設 ふじあく光荘
広報情報委員会（担当会長：大澤 誠）
氏 名
勤務先名
委員長 松本 勝美
介護老人保健施設 青梨子荘
理 事 新井 薫
（株）WEcare 居宅介護支援事業所ほすぴすケア
理 事 須田 和也
じゃんけんぽん地域生活支援室
理 事 関口 将史
特別養護老人ホーム つどい
理 事 中西 有美子
パナケア真中 高崎居宅介護支援事業所
石田 知里
居宅介護支援事業所 なゆた
板野 佳奈
みなかみ町地域包括支援センター
上原 拓朗
特別養護老人ホーム ふれあいホーム
大澤 伸子
オハナサポート
大橋 尊仁
板倉町社会福祉協議会 居宅介護支援事業所
小林 秀子
みどり市社会福祉協議会 居宅介護支援事業所大間々
高橋 敬子
渋川市西部地域包括支援センター
野中 和英
ケアプランセンター老研
前田 正博
居宅介護支援 温守
黛
輝雄
西吾妻福祉病院
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日本介護支援専門員協会での活動報告
日本介護支援専門員協会群馬県支部

代議員

須田

和也

１．日本介護支援専門員協会第11回社員総会 ( ６月23日 ) の報告
今年の日本介護支援専門員協会の社員総会は、会長
候補者理事選挙、全国選出理事選挙の予定もあり、６
月２３日（日）の午前から開催されました。午前中は
主に昨年度の事業報告や会計報告、今年度の事業計画
や予算案について協議されました。午後は、会長候補
者理事選挙、全国選出理事選挙が行われ、会長は前期
から引き続き、福岡県の柴口里則会長が続投となりま
した。全国選出理事選挙では、当日出席した代議員の
投票により、上位１０名が当選し、新しい執行部体制
が決定しました。選挙後の柴口会長の言葉では、「全員
参加型のチームで」という言葉が印象的でした。ケア
マネジャーを取り巻く環境は、今後の制度改正に向けて多くの課題がありますが、職能団体として、全国の
ケアマネジャーがチームになり、こうした問題に立ち向かうことが重要であると感じました。

２． ２０２０全国大会 in とちぎの開催にむけた検討
2020年10月10日から11日に栃木県宇都宮市で開
催される日本介護支援専門員の全国大会にむけて、群馬、
栃木、茨城の北関東３県で検討を重ねています。当面の
１つの目標は、今年度８月30日から31日に徳島県で開
催される全国大会に向けて、次年度（2020年）に向け
てどのように広報やＰＲをするかが大きな課題となって
います。まずは、今年の徳島県で開催される全国大会に
参加し、しっかりとＰＲ活動をしてまいります。

３．日本介護支援専門員協会への入会のお誘い
日本介護支援専門員協会では、全国大会の全国各地での開催や、近隣県（群馬では栃木、茨城の北関東ブロッ
ク）のケアマネジャーとも、共に協力して様々な活動をしています。また、制度改正に向けた意見の集約や、
各職域の委員会なども運営しており、職域別に、制度への課題や委員会としての意見などの集約を行ってい
ます。私自身、前期は小規模多機能居宅介護部会（看護小規模多機能居宅介護も含む）に所属し、小規模多
機能居宅介護のケアマネジャーの現状と課題や、小規模多機能居宅介護のケアマネジメントの手引の作成、
制度として改善してほしいことなど集約することを行ってきました。群馬県内のケアマネジャーの皆様も、
是非、積極的に日本介護支援専門員協会に入会して頂き、ケアマネジメントの質を高めるための活動や、制
度改正に向けて提言する活動など、共に行って行きたいと考えております。年会費などの支出は生じますが、
他の都道府県のケアマネジャーとも交流できる機会も多くあります。入会希望の方は群馬県介護支援専門員
協会事務局までお問い合わせ下さい。多くの方の入会をお待ちしております。
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第１６回ケアマネジメント群馬フォーラムｉｎ西毛
１１月２３日（土）開催

参加申込が開始されます！！
実行委員長

大澤

勝子

会員の皆様こんにちは。実行委員長を務めることになりました大澤です。宜しくお願い致します。
さて、今回のフォーラムの開催にあたり大会長の須藤英仁先生から「世の中がなんとなく暗くなっ
ている。明るくなるようなテーマが良い。ケアマネジャーは想像力が必要。利用者のニーズ、家
族の思い、地域資源等、利用者を取り巻く全てを見て支援する目が必要。群馬が明るい方向に向
かうようにしたい。」との思いがあり、実行委員会で協議した結果、今回のテーマは『令和に飛躍
する夢のケアマネジメント』サブテーマを～笑顔で過ごせる社会をめざして～と決定しました。
平成１２年４月に介護保険制度が施行され、ケアマネジャーの業務が始まり早いもので１９年
が経過しました。この間、度重なる法制度の基準・報酬等の改訂への対応に加え、主任介護支援
専門員資格の創設、更新研修体系の変更などが行われ、社会情勢の変化に伴い、地域包括ケアシ
ステム構築の一役を担う立場にも位置付けられるなど、ケアマネジャーの担う役割や負担が増え
ていることと思います。
しかし、利用者や家族の生活を支える要であるケアマネジャーが明るく、楽しく、充実した業
務が出来ていなければ、利用者・家族の生活が充実するようなプランを提案することは難しいと
思います。今回のフォーラムでは、参加したケアマネジャーの皆さんが、翌日から笑顔で楽しく
業務に取り組めるようにと思いを込めて、内容・企画を考えました。
午後の分科会の１つ、内田陽子先生の講演は、「笑顔を引き出すポジティブケアマネジメント」
です。内田先生は、軽快でユーモアあふれる語りで定評があります。事例検討会も２会場を予定
し施設プランと笑顔がキーワードな事例を計画中です。
夢・・・ワクワクドキドキの企画が最後に待っています。（大抽選会 !!

ここで笑顔になるケア

マネジャーさんが大勢出る予定です。）
磯部ガーデンさんのご好意で、フォーラム参加者の皆様は、無料で入浴できる特典を頂きました。
タオルはご持参ください。また、有料ですが、宿泊プランもありますので、案内をご確認いただき、
ご検討ください。
参加経験のある会員の皆様、今迄、会員ではあるけれど、フォーラムに参加したことがないケ
アマネジャーさん、安中磯部温泉で開催される11月23日のフォーラムに是非、ご参加ください。
お近くのお知り合いの非会員のケアマネジャーさん
も大歓迎ですのでお誘いください。
一緒に、笑顔になりましょう。
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コラム
「平成から令和へ」
５月１日に、元号が令和に変わりました。新しい時代の幕開けです。
平成を振り返ってみると、生活が変わったなぁと思う事は、スマホの普及だと思います。いつでも、どこでも、
インターネットができて、いろいろな情報を入手することができるようになりました。まだまだ操作が未熟な私
でも、ナビ機能を使って、目的地に着くことが簡単にできます。そしてもう一つ、平成１２年に介護保険が始まり、
ケアマネジャーの誕生です。今でこそ、メジャーな存在ですが、当時は「あなたは何をする人？」という感じの
中で仕事をしていました。現在では、高齢社会の中で、ケアマネジャーのニーズは益々高まっています。
さて、令和に変わり、どのような時代になるのでしょうか？ AI機能の向上や普及が進むと様々な分野に広く
深く導入されて、私たちの業務や日常の生活様式が変化していくことが予想されます。また、超高齢社会の突
入もあります。変わりゆく時代の中でも、平和で明るい世の中である事はずっと変わらずに祈願しています。

（基礎資格：介護福祉士 N）

事務局からのお願い
会費納入について
令和元年度会費のお振込がお済みでない方は、お手数ですが下記口座にお振り込みをお願いいたします。
本会は会員の皆様の会費で運営しております。
より良い会を目指して役員・支部長・委員会委員等頑張っております。是非ご協力の程をよろしくお願いいたします。
なお、振込用紙等紛失された場合は郵送いたしますので、下記の連絡先まで連絡いただけたらと思います。
（会費振込先） 銀行名
ゆうちょ銀行
口座番号
００５４０－０－６３３９９
口座名
一般社団法人 群馬県介護支援専門員協会
*** 他金融機関からの振込用口座番号 ***
〇五九(ｾﾞﾛｺﾞｷｭｳ)店（０５９） 当座 ００６３３９９

会費登録に変更のある皆様へ
住所変更・勤務先変更等のある方は変更届のご提出をお願いいたします。
提出いただけない場合には、郵便物等お届けできなくなってしまいます。
変更届・入会申込書・退会届につきましては、本会ホームページより
≪入会情報ほか（事務局より）→変更届・退会届≫からダウンロードしていただき、必要事項を記入しFAX
送信していただくか、本会事務局までお問い合せください。
一社）群馬県介護支援専門員協会事務局(群馬県社会福祉協議会 地域福祉課内)

TEL 027－255－6226

お知らせ

FAX 027－255－6173

事務担当 新井
http://caremane-gunma.com/

広報誌「ケアマネ群馬」ですが、今回の総会にて発行回数を年６回から年４回にすることについてお諮りし、
ご承認をいただきましたので令和元年７月号より発行回数を年４回と致します。発行回数は減少致しますが、
その分時間を掛けより良い広報誌となりますよう委員全員で努力して参ります。また、他職能団体に倣い広告
の掲載も積極的に行っていきたいと思っています。これからもどうぞ宜しくお願い致します。
広報情報委員長 松本 勝美

編 集
後 記
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今回初めての編集担当でしたが、皆様の協力により無事に作業を行うことがで
きました。ありがとうございました。また、これからも会員の皆様へよりよい情
報をお届けできるよう努めさせていただきますので、今後ともよろしくお願いい
（T.O）
たします。

