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一般社団法人 群馬県介護支援専門員協会の定時総会は、令

和３年５月29日（土）13：30より、群馬県社会福祉総合セ

ンター B01会議室で行われました。コロナ禍で、前橋市が、

まん延防止等重点措置の対象地域となっていることから、昨

年に引き続き小規模な総会となりました。ご来賓の方々のご

臨席はご遠慮いただき、代わりに前身の連絡協議会の初代会

長で現在名誉会員の高玉真光先生の懐かしいご挨拶により、和

やかな雰囲気で総会は始まりました。

議事の方は令和２年度事業報告、そして決算報告及び監査報

告、ならびに令和３年度事業計画、予算案とご審議いただき、いずれも満場一致で承認されました。

また、今年は役員改選の年でもあり、長年当協会の理事としてご活躍された安藤繁さんが勇退され、

新たに飯嶋覚さんが加わりました。また、中沢かよ子さんに代わり、中西有美子さんが新副会長として、

臨時理事会において互選されました。

今後も、メール配信による新鮮な情報提供、Webによる研修会の開催、そしてHPの充実を図って

いきたいと思います。また、日本介護支援専門員協会ならびに県内各支部との関係強化も課題と思わ

れます。しかし、財政的には非常に厳しく、令和２年度は国の持続化給付金200万円で何とかしのい

だものの、令和３年度も緊縮財政を余儀なくされております。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

いう事態を招かぬよう、協会自体の収益となる事業の拡大という協会自体の努力はもとよりですが、

何よりも皆様のお力が必要です。会員一人が一人の新規入会員の勧誘をぜひお願いします。

コロナ禍において、常に緊張を強いられている中、ご自身の健康にも留意され、皆様がご活躍さ

れることを祈念しております。

一般社団法人　群馬県介護支援専門員協会　会長　大澤　誠

総会報告
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利根沼田支部（利根沼田介護支援専門員協議会）　　　　　　　　  　支部長：岡島真実

吾妻支部 （ケアマネ吾妻の会）　　　　　　　　　　　　　　　　　支部長：田村広行

渋川支部（渋川圏域支部）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　支部長：村上忠明

４月30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14日の立候補届出締
切り時点で候補者数が定数を超えておりませんでしたので、定款第27条第１項および選挙管理規程により、
選挙は行わず、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。

役員の任期は、令和５年度定時総会までとなります。
本会の目的達成に向けて、ご尽力いただけることを期待しております。

　　　一般社団法人　群馬県介護支援専門員協会
選挙管理委員会　委員長　佐瀬　学

一般社団法人　群馬県介護支援専門員協会　役員改選について

会   長 大澤　誠　　　　（現） 伊勢崎佐波圏域支部

副会長 中西　有美子　　（現） 高崎安中圏域支部

松沢　斉　　　　（現） 高崎安中圏域支部

理   事 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

飯嶋　覚　　　　（新） 高崎安中圏域支部

太田　智洋　　　（現） 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） 渋川北群馬圏域支部

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） 高崎安中圏域支部

須田　和也　　　（現） 高崎安中圏域支部

関口　将史　　　（現） 多野藤岡圏域支部

関根　京子　　　（現） 前橋圏域支部

髙田　勢子　　　（現） 太田圏域支部

中沢　かよ子　　（現） 吾妻圏域支部

中島　麻衣子　　（現） 伊勢崎佐波圏域支部

松本　勝美　　　（現） 前橋圏域支部

監   事 三ツ木　真由美　（現） 富岡甘楽圏域支部

三森　和也　　　（現） 前橋圏域支部

（理事以後、降順）
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　前回の広報でも書きましたが、2021 年になってもいっこうにコロナ禍は治まる気配を見せません。
本当にオリンピックは開催されるのかと、医療関係者は戦々恐々としている状況です。期待できるのはワ
クチン接種ですが、会員の皆様全員が接種可能となるのは、もうちょっと時間がかかりそうです。そんな
中で少しでも明るい話題が提供できればと、今年度はケアマネフォーラムは開催したいと現在計画中です。
もちろん、皆さんで集まるリスクは避けるために WEB での講演会とシンポジウムを行う予定です。日本
協会の北関東ブロック研修会を兼ねる関係から、（群馬県では主任ケアマネ法定外研修の時間による制限
はありませんが、他の県では 3 時間以上の研修会という縛りがあります）3 時間以上の研修会になるよ
うに企画しようと思います。予定では 2022 年 1 月を考えておりますので、皆様是非都合をつけてご参
加ください。今後も「やれない、できない」ではなく、「どうしたら安全に無理なくできるか？」考えなが
ら、少しずつ研修会を企画していこうと考えています。

学術研修委員長　菅野　圭一

新役員（新理事）紹介

今回、副会長をさせていただく事になりました中西有美子です。所属は、
パナケア真中高崎居宅介護支援事業所でケアマネジャーをしております。群馬
県介護支援専門員協会高崎・安中支部では、支部長として９年目になります。
職能団体としてケアマネジャー同士の横のつながりや必要な研修会の企画など、
会員の皆様のご意見を聞きながら活動を行っていきたいと思いますので、どう
ぞ宜しくお願いします。

今回、理事をさせていただくことになりました飯嶋覚と申します。普段は
居宅介護支援事業所のケアマネジャーとして実務を行っております。

私自身、日々の業務に追われる中で様々な疑問や矛盾を感じています。皆
様と同じ目線で、現場レベルで物事を発信することでより良いケアマネジメン
トができるように、少しでも皆様のお役にたてればと思っております。どうぞ
よろしくお願い致します。

副会長　中西　有美子（高崎安中圏域支部）

理事　飯嶋　覚（高崎安中圏域支部）

令和３年度フォーラムについて令和３年度フォーラムについて
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新型コロナウイルスに関する体験談　第２弾新型コロナウイルスに関する体験談　第２弾

「新型コロナウイルス施設内クラスターを経験して」「新型コロナウイルス施設内クラスターを経験して」

　令和 3 年 1 月、1 名の発熱者が医療機関の抗原検査の結果陽性の判定がされてから今回の対応が
始まった。それ以前 1 月 3 日、市内の他のデイサービス管理者より12 月 30 日に職員の陽性者が発生、
利用者にも陽性者が出ているとの連絡があった。今後関係する利用者も検査対象者になるかもしれない
が、現在は濃厚接触者と判断はされていないとされた利用者が、当施設のショートステイを 12 月 26
日～ 28 日、30 日～ 1 月 1 日に利用されていた。しかし、その後検査対象者と判断され、PCR 検査
の結果、陽性と判定が出た 1 月 6 日の夕方、時を同じくして当施設の陽性者 1 人目が発生した。
　そこから保健所を含む関係機関へ連絡、現状把握のために民間 PCR 検査機関に自主検査を依頼、
陽性者が出たフロアの利用者（長期、短期）と介護看護職員、相談員等検査を実施した。唾液採取方
法の為、採取できない利用者は配置医の先生のご協力で抗原（定性）検査を実施、翌日 PCR 検査結
果陽性者１名判明、医療機関に入院となった。その日の午後県感染症対策チームＣ - Ｍ AT が訪問、
聞き取り、現場確認、実地指導を受けた。翌週の行政検査としての PCR 検査を含めその後計 3 回の
PCR 検査と配置医協力の抗原検査を組み合わせ実施し、結果利用者 6 名、職員 1 名陽性のクラスター
となった。陽性者は各医療機関に入院、職員は一般隔離施設滞在となった。その後 1 月 20 日～ 2
月 2 日の経過観察期間を経て、通常業務に戻った。

　今回の経験から、まず各事業所間の連絡体制や連
携の早期対応が必要だと思う。感染の可能性を含め
た早期対応のための情報収集、ゾーニング等シミュ
レーションを平時から行っておく体制づくりが必要で
ある。感染予防対策を現場職員の行動レベルで確認
しておくこと（認知症の方の行動経過確認等）も必
要だと思う。また憶測（風評）を防ぐ外部への情報
提供、そして何より法人施設全体で対応するための
職員への配慮と頻回な情報共有が最も必要であると
感じている。介護支援専門員としても利用者と地域
を守るために、日頃より情報も含めた連携をより一
層図っていきたいと思っている。まだまだ続くコロナ
禍で感染対策しながらの事業継続のために、今回の
私たちの経験が少しでも皆さんのお役に立てば幸い
である。

特別養護老人ホームゆたか　施設長　島田　幸治
併設の保育園児からの応援メッセージ
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令和３年度介護報酬改定説明会参加報告

　令和 3 年 3 月 27 日に、日本介護支援専門員協会主催の介護報酬改定説明会が、県内４カ所のサ
テライト会場にて Web 開催された。
　日本介護支援専門員協会顧問、田中滋氏の「2021 年介護報酬改定　いま、介護支援専門員に伝えたい
こと」～介護支援専門員が踏まえるべき時代の流れ～と題し、介護報酬改定の目的と手段について、上位目
的は「尊厳保持と自立支援に資する質の向上」。基盤と手段は「感染症・災害対応」「地域包括ケアシステム
推進」「介護サービスの質の評価」「科学的介護の推進」「従事者の処遇改善」。特に印象に残っているのは、
地域包括システム推進の高齢者に焦点をあてたシステムの標語として「おおむね在宅、必要かつ望むなら施
設ないし居住系サービス、たまに入院、最期は尊厳ある看取り」という言葉、田中氏は看取りについて、医
療と介護が支える人生究極の目的とも、人生最後の役割は「感謝が周囲に伝わること」とも話されていた。
　厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課の熊野将一氏による、報酬改定の概要では、基本報
酬に関すること、新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価など、各加算要件の見直し
や新設に至った経緯についても説明があった。居宅介護支援事業所の経営の安定化、質の高いケアマ
ネジメントの推進を図る観点から、特定事業所加算についても見直されている。令和 2 年度介護事業
経営実態調査の結果、一人あたりの利用者数が 31 人以上 35 人以下で、常勤換算 3 人以上の事業
所は約半数が黒字となっている。こうした経緯が、特定事業所加算 A の新設や逓減性の見直し（一定
の ICT（AI を含む）の活用又は事務職員の配置を行っている）に繋がっている。
　日本介護支援専門員協会副会長の濵田和則氏からは、今回の報酬改定の解説と日本介護支援専門員
協会の取り組みについて説明があった。日本協会では社会保障審議会介護保険部会、社会保障審議会
介護給付費分科会、その他介護支援専門員に係る関係会議へも全員参加型で臨む態勢を構築している。
こうした取組みに興味を持ち、基本報酬や加算、運営規定等の追加項目だけにとらわれることなく、現
場のケアマネジャーとして評価し、声を上げていく事の必要性についても考えさせられた研修であった。

居宅介護支援事業所ほすぴすケア　管理者　新井　薫
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現在群馬県はコロナウイルス警戒レベル４、伊勢崎は群馬の中でもコロナウイルスの感染者が多い

地域です。このような状況からICT（情報通信技術）の活用がとても重要になってきました。伊勢崎

支部では令和３年５月12日の定期総会をZoomで開催しました。Googleフォームを使い総会への

出欠席や欠席の場合委任状の有無を確認し、総会開催の案内をメールで発送しました。総会資料はホー

ムページからダウンロードする事で印刷経費の削減をする

ことが出来ました。また、新しいツールとして LINE 

WORKS（ラインワークス）を導入しました。メールだと

事業所には届くが各個人のケアマネまで情報が届かない事

がありました。このアプリを使う事で各個人がスマートフォ

ンやパソコンを使いリアルタイムで情報のやり取りが出来

る事が期待できます。今までは封筒で総会や研修の案内を

出していましたが、今後はメールやLINE WORKS等を使

いZoomでの研修案内を出す流れが主流になってきそうで

す。今後も新しい技術はどんどんと取り入れ、より便利に

なると良いなと思います。

（ケアプランかしま　木暮　俊輔）

令和３年５月26日（水）に新年度役員の紹介や今年度の活動内容などについて報告を行う予定で

したが、群馬県まん延防止等重点措置が発表になった為延期となりました。

参加申し込みの際に、アンケートも同時に実施したのでご報告いたします。アンケートの目的は、

令和３年度の介護保険制度の改正により、介護施設・事業所における業務継続計画（BCP）の作成が

義務化（３年間の経過措置）となりました。現在の事業所の対応や、今後の各事業所間の協力体制構

築について意向の確認の為行いました。

結果は、事業所内や併設施設内共有の対応策やマニュアル等はあるが、他事業所間の連携となると

今後の検討課題であると感じている事業所がほとんどでした。安中市内の事業所間の協力体制につい

ての検討会については、ほとんどの事業所が、機会があれば参加したいとの返答でした。

災害や感染症等により、事業所全体が休止となり、ケアマネジャーの勤務ができなくなってしまっ

た際に、サービスを利用している本人や家族の生活がストップしてしまわないような相談や連絡体制、

その他の業務の体制について、地域で協力し合える様に話し合う機会を作っていきたいと思っています。

 （居宅介護支援事業所なゆた　石田　知里）

支 部 情 報支 部 情 報
伊勢崎支部

高崎安中支部（分科会：碓井安中ケアマネの会）
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スマートフォン用
QR コード

一般社団法人群馬県介護支援専門員協会では、まだ入会されていない介護支援専門員の皆様

の入会を募集しています。

入会のメリット

● メール配信サービスやホームページ上で群馬県内外の最新情報が得られます。

●  群馬県介護支援専門員協会が主催する研修会やオンライン研修等（主任介護支援専門員の法定外

研修も含む）に無料または会員価格で参加できます。

●  本紙「ケアマネぐんま」が年４回送付され、群馬県介護支援専門員協会の活動状況など情報が得られます。

さらに！！

併せて、日本介護支援専門員協会に入会頂くと以下のようなメリットがあります。

●  日本介護支援専門員協会主催の研修会やオンライン研修会等（主任介護支援専門員の法定外研修

も含む）に無料または会員価格で参加できます。

● 日本介護支援専門員協会からメールマガジンが配信され、制度改正等の最新情報が得られます。

●  今後は全国規模の多様なオンライン研修などが数多く開催予定されており、そうした研修などに

も、自宅や職場から参加できます。

周囲にまだ入会されていない介護支援専門員の方がいらっしゃいましたら、是非お誘い頂き、

多くの皆様に入会して頂きますようお願いいたします。

入会方法について

ホームページからオンラインで入会申込ができます。（スマートフォンからも可能です。）

一般社団法人群馬県介護支援専門員協会ホームページ　http://caremane-gunma.com/　

　　　　「入会情報はこちら」をクリック

おすすめ！！ 会費費の納入はクレジットカード払いが便利です。

一般社団法人群馬県介護支援専門員協会　入会のご案内一般社団法人群馬県介護支援専門員協会　入会のご案内
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　今年度は介護報酬改定の年でした。私は施設に勤めているのですが、加算項目が変わった
りして、その解釈のすり合わせや、準備にとても労力を使いました。それに加えてコロナ対
応もあり、かなり大変な年度始まりになったのではないでしょうか。会員の皆様も忙しい毎
日とは思いますが、お身体に気をつけて、この日々を乗り切りましょう。 （S）

編
後
集
記

コラム

事務局からのお願い

　介護業界における人手不足の話は聞いて久しいですが、この問題は新型コロナウイルスにより、どう変化
したでしょうか。実は都市部の求人応募者は、コロナ前の2倍に増加しています。これは飲食やサービス業
関連で解雇や雇い止めを受けてしまった方が介護に興味を持ち、求人に動きが出ていると考えられます。
　また現場での大きな変化では、ビデオ電話ツールの浸透度が目を見張ります。面会ができない中で、新た
なツールとしてオンライン面会を開始した事業所さんは多いと思います。また、今まで様々な理由で現場を
抜けられず受講できなかった研修は、オンライン研修の普及で格段に受講しやすくなってきました。これら
の環境整備は、サービスの質向上や意欲向上につながりますし、ひいては業務の効率化にもつながります。
　このような状況変化を鑑みると、新型コロナウイルスは、介護業界にとって悪影響だけをもたらしている
とは決して言えない気がします。ピンチをチャンスに捉えて前向きに行動すれば、「人手不足改善」だけで
なく「ICTなどの浸透」に大きなプラスとなりうる可能性が少なからずあると思います。
　今後我々がこの社会情勢に柔軟に対応し、行動することでこの人手不足の閉塞感から抜け出す、そんな時
勢になることを願ってやみません。 （基礎資格：社会福祉士 N）

コロナ後の雇用市場

　令和３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。振込用紙
等紛失された場合は、再送いたしますのでご連絡いただけたらと思います。またクレジットでのお支払いも可能とな
りましたので、そちらもご利用いただけたらと思います。
　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。

（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

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《事務局から→変更届（こちらから）・退会届(こ
ちらから)》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　FAX 027－255－6173
事務担当　新井

会費納入について

会費登録に変更のある皆様へ

8


