
皆さま、あけましておめでとうございます。2022年の年頭にあ

たり、ご挨拶申し上げます。

昨年も、長引く新型コロナウイルス感染症の影響で、各居宅介護

支援事業所におかれましては、ルールの取り決めや感染予防におけ

る様々な工夫などにご苦労されたのではないでしょうか。そんな中、

令和3年度の介護報酬改定において、感染症や災害への対応力強化

が強調されました。要支援・要介護者、またその家族も含めた毎日

の生活を支える介護支援専門員においても、昨今の地震や集中豪雨における水害などの大規模

災害の発生、さらには感染症流行の終息の兆しが見えない中、利用者に必要なサービスを継続

的に提供でき、また、中断しても可能な限り短い時間で復旧させるための体制構築が必須となっ

て、事業所を含め負担感は増したように思います。

一方、新型コロナウイルス流行は、私たちの業界でもICTの大きなうねりをもたらしました。

研修のオンライン化が進み、昨年山口で開催された第15回日本介護支援専門員協会主催の全国

大会においては、初めて47都道府県全てから、総勢1,050名の参加を得たのはオンラインな

らではのものです。さらに、北関東ブロック研修会や各種研修、理事会をはじめとした会議、

また、各地域支部においてもそれは活発になってきています。このオンラインを有効活用して、

会員一人ひとりの声が重要な政策決定などにおいても活かされるような職能団体を目指してい

きたいと思います。そのためにも会員拡大は必須です。皆さんのさらなるご協力をお願いします。

ところで、今年の干支は「寅」です。トラは威容と力の象徴であり、トラの存在は、人々に

一種の精神的なパラメータを与えるものであり、困難に直面しても勇敢に、かつ堂々と生きる

ことを導くとも言われています。皆さんと一緒に、しなやかな発想力と力強い行動力で、災害

や感染症を克服していきましょう。

本年もどうぞよろしくお願いします。

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://www7.wind.ne.jp/caremane_gunma/index.htm
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「コロナ禍における現状「コロナ禍における現状
          ～ケアマネジメントは変化したか？～～ケアマネジメントは変化したか？～」」

一般社団法人群馬県介護支援専門員協会は、毎年恒例の「ケアマネジメント群馬フォーラム」
を今年度も実施します。しかも今年は日本介護支援専門員協会の北関東ブロック研修を乗せて！

（どっちがどっちを乗せたんだか乗ったんだかはあえて不問です）
プログラムは

15：00 開会
Ⅰ　日本介護支援専門員協会活動報告（35分）
　　　　　　　　：一般社団法人 日本介護支援専門員協会　能本 守康 常任理事
Ⅱ　教育講演「人が人を支えること、人と人が支えあうことの価値」（65分）
　　　　　　　　：とちぎケアマネジャー協会　大山 典昭 会長
Ⅲ　シンポジウム（というより「鼎談」）　「コロナ禍とケアマネジメント」（80分）
　　　　　　　　：シンポジスト（というより「語り手」）
　　　　　　　　　　　赤荻　榮一（医師・茨城県介護支援専門員協会　会長）
　　　　　　　　　　　佐藤恵美子（看護師・とちぎケアマネジャー協会　副会長）
　　　　　　　　　　　中西有美子（群馬県介護支援専門員協会　副会長、高崎・安中支部長）
　　　　　　　　　コーディネーター（というより「聞き手」）
　　　　　　　　　　　松沢　　斉（日本介護支援専門員協会　北関東ブロック選出理事）

18：30 閉会 （途中休憩をはさんで）
　
今回のフォーラム兼北関東ブロック研修は「聴く」がメインです。グループワークで意見交換

するといった参加型の要素はありません。「そんなのつまんな～い」と言うなかれ！昨年の北関東
ブロック研修で、多くの参加者の心を打った栃木県大山会長の講演をぜひ聴いてみてください。自
分がなぜケアマネになったのか、それ以前にその基礎資格を活かしていったい誰のためになりたく
て医療・福祉・介護の世界に入ったのか、今の自分のルーツにきっと繋がる素晴らしいお話です。
昨年の講演を聴き損ねてしまった人たちに聴いてもらいたい一心で、大山会長を拝み倒して実現さ
せました。鼎談もコロナ禍のケアマネあるあるを中心に、肩の凝らないゆるめの展開にしたいと思っ
ています。研修が終わった後、少しずつじわじわと「何か良かったなぁ」と感じていただけるよう
心掛けて実施いたしますので、一人でも多くの方々にお申込みいただければ幸いです。

発言という形での参加ができないフラストレーションは、研修後に総務財政委員会主催のオ
ンライン座談会で解消してください。

（群馬県協会副会長　日本協会北関東ブロック理事　　松沢　斉）

今年度は群馬がホスト県として Zoom で開催いたします

日本介護支援専門員協会　北関東ブロック研修
令和４年２月 26 日（土）15：00 ～ 18：30
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　令和３年 11 月 19 日 ( 金 ) 当協会主催研修会として、「もしもの災害に備えて～ BCP 作成初級編～」を

オンラインにて開催いたしました。業務が終わって夕方からの研修会となりましたが、約 70 名の方々にご

参加いただきました。

　近年頻発する地震や台風などの自然災害やコロナ禍の罹災で、事業継続の準備や訓練、被災後の対応など

において、令和３年度介護報酬改定で介護施設・事業所に業務継続計画（BCP）の策定が義務付けられました。

業務継続計画（BCP）とは、自然災害や感染症など、不測の事態が発生した場合であっても、重要な事業を

中断させず、介護サービスが安定的・継続的に提供されること、または中断しても可能な限り短い時間で復

旧させるための方針、体制、手順などを示した、計画書やマニュアルのことであります。

　今回の研修会では、まずは、災害に対する認識を深めてもらうことを目的として、業務継続計画（BCP）

を作成するにあたり必要な「災害の知識」について学んでいただきました。また、災害に備えた事業所での

最低条件として、災害用備蓄、災害時の行動ルールなどについても、お伝えさせていただきました。そして

最も重要なこととして、まずは、自分自身と家族を守ることが大前提になることも、皆さんと一緒に再確認

いたしました。また、日本介護支援専門員協会より発行されている「改訂版 災害対応マニュアル」に示され

ている、災害時リスク・アセスメントシートや災害時利用者一覧（避難・支援優先順位表）、災害時情報提供

シートについて、実際に活用できる様式としてご紹介せていただきました。そして、職場で行う「職員教育・

訓練」「利用者の安否確認」として、事例を使って「利用者のトリアージ（安否確認の順番など）」を実際に

事業所内で検討することを想定して体験していただきました。3 年間の経過措置はあっという間です。災害

に向けて、それぞれの事業所において、「平時から準備しておくこと」、「普段力を養うこと」を踏まえ、業務

継続計画（BCP）の作成のきっかけのお手伝いになれば幸いです。

当協会主催オンライン研修会当協会主催オンライン研修会
「もしもの災害に備えて～BCP作成初級編～」報告「もしもの災害に備えて～BCP作成初級編～」報告

伊勢崎市地域包括支援センター東　中島　麻衣子
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日本介護支援専門員協会活動報告日本介護支援専門員協会活動報告

令和３年10月6日（水）に第１回目、そして11月８日（月）に第２回目の総務・組織・会
員委員会がWeb開催され、北関東ブロックの代表として出席いたしました。

この総務・組織・会員委員会で検討している事項の一つとして、どのようにして会員の拡大
を図ることができるか、つまり会員数を増やしていくかということです。そのために、会員のニー
ズや入会の意義を整理して、会員増につながるための入会案内や資料の作成などの入会促進事
業の企画、また、居住系介護支援専門員（施設ケアマネ）への研修などの企画を含めたアプロー
チの展開など検討しております。その為に、全国の都道府県支部はどのような活動を行ってい
るのか調査結果などを踏まえて検討しております。

個々の介護支援専門員がその専門性を高め、地域社会の期待に応えるための拠りどころとして、
組織力を強化しなければなりません。介護支援専門員という職業が働きやすい環境を手に入れる
ためにも、国に対して働き掛けていくうえで、会員数の力が必要になっている状況です。全国で
働くケアマネジャーの意見を集約しての要請なのか、それとも少数の意見なのか…そのように捉
えられてしまいます。自律した職能団体としての活動が円滑に行える体制を整備することが重要
であり、職能団体としての組織力強化に向けた具体的な取り組みなども検討しております。

日本介護支援専門員協会では、令和2年度に作成した生涯学習制度事業報告書に基づき、介護
支援専門員生涯学習体系指導者レベル１「JCMAマスター中級認定」研修が令和4年2月より開
催されます。今回の開催は、実務経験5年以上で、「介護支援専門員の指導・支援・地域のリーダー
的な役割をされている方または期待される方」となっており、また、各都道府県支部から推薦さ
れた方を対象としていますが、来年度以降からは介護支援専門員実務研修を修了し、新たに介護
支援専門員として従事した方を対象とした実務者レベルの研修なども順次スタートをします。

全国規模の研修となりますが、動画配信やZoomを活用した演習の開催を予定しているため、
他の都道府県へ移動することなく、自宅や
事務所でも気軽に研修に参加できる仕組み
となっています。

こうした研修へ参加することにより全国
の介護支援専門員とオンライン上の演習を
通じて意見交換などできる機会となります
ので、是非、日本介護支援専門員協会に入
会頂き、生涯学習体系に基づく研修会に参
加して頂ければと考えています。皆様の入
会、研修へのご参加をお待ちしております。

日本介護支援専門員協会　生涯学習体系の運用に関する特別委員会　委員　須田　和也

「JCMA マスター中級認定」研修の開催について

日本介護支援専門員協会　総務・組織・会員委員会報告

日本介護支援専門員協会　総務・組織・会員委員会　北関東ブロック　中島　麻衣子
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支 部 情 報支 部 情 報

伊勢崎佐波ケアマネジャーの会では令和３年11月11日（木）18：30～20：00緩和ケア診療所・
いっぽ　小笠原一夫先生に「自身の体験からあなたたちに伝えたい、自宅で看取るということ」とい
うテーマでご講演をいただきました。今回は多職種連携を見据えて、市内外の訪問看護事業所へもお
声掛けをして参加して頂きました。ACPの研修として本来であれば顔の見える所での研修を小笠原先
生は望まれていましたがコロナ禍という事もありZoomでの開催になりました。

研修では一分、一秒でもがかえって苦しみの元という事やACPは「共同作業」「過程」であるとい
う考え方。また、在宅で亡くなりたいと常々先生に話しをされていた患者さんが救急車で運ばれる際
に恨めしそうに先生を見ていたエピソード等心に刺さる研修でした。

研修での語録に説得力があるのは小笠原先生が緩和ケア診療所・いっぽで2,000件以上看取りを行っ
たという実績に裏打ちされているからだと思います。余命宣告された患者が自宅で過ごすのと病院で
過ごすのでは亡くなる時期は殆ど変わらない事や末期がんの患者でも家でなら頑張れる。という話を
聞かせて頂き自分が末期がんの利用者様と向き合う際には大きな指針を頂いたと感じました。　　　

　　　　　　　　　　　　　　　（ケアプランかしま　木暮　俊輔）

11月７日（日）　認知症サポートデイオレンジケアin渋川北群馬が渋川市民会館にて開催されまし
た。渋川圏域支部は支部長はじめ５名参加し、ケアマネジャー相談ブースで介護なんでも相談を行い
ました。来場者は約240名で、7名の相談を受けました。感染対策を考慮して広いブースでの相談会
でした。現状の介護相談、今後の相談など多岐にわたる相談内容でした。多職種のブースや介護予防
体操、山口教授による認知症講話、エンディングノート書き方教室など様々な催しがありました。警
戒度も下がり久しぶりに大勢の方と交流することができました。相談を受けアドバイスを伝えること
もありましたが、支部の皆さんと久しぶりに交流できることでリフレッシュの一日になりました。

 （渋川市西部地域包括支援センター　高橋　敬子）

伊勢崎支部

渋川支部
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理事会・委員会報告理事会・委員会報告

会長　大澤　誠
　総務財政委員会の動きが活発化しています。
法定研修（専門研修Ⅰ、Ⅱ）を県から受託すること、日本協会との連携の強化は２大テーマと言って
よいと思います。しかし、10月19日に松澤副会長、坂井総務財政委員長が出席した三者協議（県・
県社協・当協会）は、やや不調に終わったという報告がありました。協会の体力強化が必須です。
　第17回ケアマネジメント群馬フォーラムや研修会「もしもの災害に備えて～ BCP作成初級編～」
の準備、ケアプランチェックアドバイザー派遣も進んでいます。
　今年度も、介護関係職種のための口腔機能管理研修会を群馬県歯科医師会との共催で行います。中
西副会長が担当です。
　須田理事を中心にホームページを会員の皆様がより利用しやすいように少しずつ変えていきます。

理 事 会

学術研修委員長　菅野　圭一
　2021年11月19日、「もしもの災害に備えて～ BCP作成初級編～」をZoomミーティングにて開
催させていただいたところ、70名弱（申し込みは80名以上でしたが、無料での開催ということで当
日のドタキャンは想定内に収まりました）の方に御参加いただきました。御参加いただいた会員の皆様、
ありがとうございました（3,000円払って会員外で御参加いただいた方も３名いたとのことです）。
　御参加いただいた方々のグループワークでの白熱した議論を見て（全部ではありませんでしたが、
僕はいくつかのグループを渡り歩いて議論を見学させていただきました）、皆さんの関心の高さを感じ
ました。今回参加いただいた方々は次のステップとして「中級編（これから案を練る予定です）」に御
参加いただければと思いますが、まだまだ初級編のニーズも高いと感じられたため、今回と同じ内容
の初級編をこれから何回か開催させていただこうと思っています。

学 術 研 修 委 員 会

広報情報委員長　松本　勝美
　明けましておめでとうございます。昨年は、ケアマネ群馬を予定通り発行することができました。
会員の皆様のご協力とコロナ禍にありながらも、いろいろな活動が再開されてきたことが大きな要因
であります。そのような会員の皆様の活動を取り上げながら今年も情報を発信していければと思いま
す。また、ホームページのリニューアルも進んでおりますので是非とも定期的に確認して頂きますよ
うお願いいたします。今年も昨年より多くの研修会等が実施されると思いますので、参加した方々に
原稿をご依頼させていただきます。ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

広 報 情 報 委 員 会

総務財政委員長　坂井　崇
　WITHコロナ、アフターコロナにおける会員相互の交流、この数年で大きく変わってしまいました。
現在、総務財政委員会では各委員会と連携模索しながらオンラインでの専門研修フォローアップ座談
会、12月より定例のケアマネ懇親交流会を開催しております。まだ始まったばかりではありますが、
皆様のご意見を賜りお楽しみ企画の実施、会員の皆様がそれぞれの経験、立場、役職などの垣根を超え
てリラックスしながら交流、参加できる環境をともに整えてゆきます。交流会のご案内は当協会ホーム
ページ最新情報及びメール配信サービスにご登録頂ければ、ご確認いただけます。日頃の緊張を“とき
ほぐし”皆さん繋がりましょう。お待ちしております。

総 務 財 政 委 員 会

（2021年11月から12月の活動報告）
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　令和３年10 月29日付・群馬県介護高齢課長名で発出された、「介護支援専門員の資格期間にかかる臨時
的取り扱いについて（訂正）」という文書はご覧になったことと存じます。

　今般の新型コロナウイルス感染拡大防止の一環として、その開催に受講人数や研修の実施方法など様々な

制約が設けられることが想定される中、一定数のケアマネジャーが有効期間内に更新研修を終了することが

困難となることが強く懸念されたため、県はそうしたケアマネさんを対象に「臨時的取り扱い」の検討を行い、

当協会もその相談に応じてまいりました。

　その結果として取られた臨時的取り扱いが訂正前のものです。しかしながら、介護支援専門員の資格有効

期間については法律によって定められているところであり、その有効期間が満了する前に所定の更新研修を

終了することが原則であります。国が許容した臨時的取り扱いは、あくまでも更新研修受講期限の３年延長（猶

予）であって、資格有効期間の延長はそもそも考えられてはいませんでした。

　群馬県は潔く間違いを認め、その原因を「法令や国の通知文の趣旨の確認が徹底されていなかった」、「組

織内の意思疎通が不足していたため、正確な情報が共有されず、チェックが十分ではなかった」と分析し、

新聞紙上で公表するに至りました。

　当協会を代表して相談対応に当たった者としてこの場をお借りしてお詫び申し上げます。大変申し訳ござ

いませんでした。

特に影響を受けたＲ 2.8.19 ～Ｒ 5.8.18 に有効期間満了を迎える
皆様について再掲致します。

今度の更新研修修了期限は

　　Ｒ 2.8.19 ～Ｒ 5.8.18 から３年延長してＲ 5.8.19 ～Ｒ 8.8.18

資格有効期間はＲ 2.8.19 ～Ｒ 5.8.18（５年間）のまま変更なし

更新後の資格有効期間はＲ 7.8.19 ～Ｒ 10.8.18（５年間）

その次の更新研修修了期限もＲ 7.8.19 ～Ｒ 10.8.18

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　です。お間違えの無いようお気を付けください。

ケアマネ有効期間ケアマネ有効期間
３年延長措置の訂正３年延長措置の訂正

介護支援専門員の資格更新に関する事務処理の誤りについて

副会長　松沢　斉
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あけましておめでとうございます。今年も「ケアマネ群馬」よろしくお願い致します。
先月、研修に参加する機会がありましたが、久しぶりの会場にやや興奮してしまいました。
Zoom が主流になってきておりこの広報情報委員会も Zoom です。だいぶ慣れてきましたが研
修となった時に上手く参加できるか不安ですが積極的に参加していきたいと思います。（HK）

編
後
集
記

お知らせ
　富岡・甘楽支部では、支部設立から20周年を迎えるにあたり、群馬県介護支援専門員協会の会員・
県内の医療機関・福祉関係従事者を対象とし、記念事業を開催致します。

【テーマ】　「カラフルな歳の重ね方～多様性・みんな違ってみんないい～」
【日　時】　令和４年２月19日（土）12：30 ～ 15：30
【場　所】　オンライン（ライブ）開催（Zoom）
　　　　　各自の端末を使用
　コロナ禍で頑張るエッセンシャルワーカーを応援し、また参加される方のスキルアップにつなが
る企画を予定しております。
　基調講演として、富岡地域医療企業団・公立七日市病院・看護マネージャー・老年看護専門看護
師の齊田綾子氏に「老年期の特徴」についてご講演いただきます。後半では、素敵に歳を重ねてい
る地域でご活躍をされている方々に、毎日をどのように過ごしていけばいいか、今なにをすればい
いのかなどをインタビュー形式でお話をお伺いします。人生の達人たちに「日々のヒント」を教え
ていただき、ケアをする私たちがこれから必要な視点、意識する事など一緒に考えていきたいと思
います。
　お申込みに関しましては、ホームページ等でお知らせさせていただく予定です。皆様のご参加を
お待ちしております。
 （富岡・甘楽支部長　萩原　敦子）

コラム

　認知症などで判断能力が低下しても「住み慣れた地域で暮らし続けることができる」ことができ
るような取り組みが徐々に進んでいます。特に成年後見制度利用促進の１つとして、権利擁護の地
域連携ネットワークと各市町村の中核機関の設置を挙げることができます。この中核機関は、成年
後見制度利用に向けた相談対応や家庭裁判所との連携、後見人受任者調整等の支援を行う機関とし
て各市町村での設置が進んでいます。また、中核機関が開催する協議会や権利擁護の地域連携ネッ
トワークのイメージでは、内閣府作成資料の中で「ケアマネジャー」との記載があり、私たちもそ
のチームの一員として役割を果たすことが期待されています。関わっている利用者はもちろん、地
域で暮らす方々が、「住み慣れた地域で暮らし続けることができる」ようにこのネットワークの中で、
私たちの専門性を発揮しなければなりません。
 （基礎資格：社会福祉士S）

権利擁護の地域連携ネットワークと中核機関の設置
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