
 平成 30 年度 認定ケアマネジャーの会事業計画書 

 

 ＜基本方針＞ 

  ● 平成 30年度の介護保険制度改正（省令改正）において居宅介護支援事業所の管理者の要件

に主任介護支援専門員であることが義務付けられ、主任介護支援専門員の資格要件の一つ

である認定ケアマネジャーに期待される役割はますます大きい。認定ケアマネジャーが真

に力量形成を図るために、昨年度から取り組んでいる研修体系であるキャリアラダーに沿

った研修を進め、人材育成に取り組む。 

 ● 調査研究を通じ、広く認定ケアマネジャーの声を反映した研修事業を行うとともに。国及

び行政等への提言活動を行い、ケアマネジメントの発展に寄与する。 

 ● 各地域の認定ケアマネジャーの会の支援を行い会員同士の交流を促進するとともに会員の

増加を目指す。 

 

１ 本年度の活動方針 

平成 29年度での認定ケアマネジャー資格取得者総数は、110名で、認定ケアマネジャーの会の

会員数は 781名である。 

平成 29 年度の受験申込者数は主任介護支援専門員の更新研修の受講要件の一つに認定ケアマ

ネジャーが該当することの影響により受験申込者は 191名であった。 

平成 30年度の事業計画では、認定ケアマネジャーに求められる社会的役割がさらに期待される

ことから、学会本体による認定ケアマネジャーの質の向上を検討する委員会の指導・助言を受け

ながら、昨年度から取り組んでいる新たな研修体系であるキャリアラダーをすすめていく。 

また、これまでの会員等へのアンケート調査等から見えてきた課題を中心に、ケアマネジメン

トや制度政策に関する調査研究を行い、その内容を研修事業に反映させるとともに、広く国など

への提言活動につなげていく。 

本会の事業を通して、広く認定ケアマネジャーの理解が得られるよう積極的に活動を行い、事

業の充実強化を図るとともに組織運営の安定化を進める。 

 

 

２ 事業の内容 

（１）「認定ケアマネジャーの会」総会の開催 

   本会の総会は、北星大学（北海道）で開催される第 17回研究大会前に開催する。 

日時：平成 30年 5月 18日（金）14：00～15：00 北星大学 

   

（２）研修事業   

 ・学会本体が開催する地方シンポジウム等の協力  



・認定ケアマネジャーの周知が低い都道府県にて研修会等の企画・実施により広く認定ケアマネ

ジャーの周知が図れるように取り組む 

 ・研修事業実施に当たっては、開催地の認定ケアマネジャーの方の協力を得て開催する。 

 

ア 認定ケアマネジャーの会会員及び非会員を対象とした「全体研修会」の開催 

 「シームレスなケアマネジメントを目指して」 

～事例を通して障がい者と高齢者の利用者理解を深める～  

日 時：平成 30 年 5 月 18 日（金） 15:00～17:30  

会 場：北星大学 C 館 50 周年記念ホール  

研修コーディネーター  

大久保薫氏 （社会福祉法人あむ副理事長・相談支援事業所 相談室にっとチーフ）  

白木裕子氏  (日本ケアマネジメント学会副理事長・（株）フジケア社長）      

 

イ 認定ケアマネジャーを目指そう！ 

    認定ケアマネジャーの周知を目的に口頭試験に必要なケアマネジメントなどの知 

識と技術の振り返りを学ぶ。今年度は東京、大阪の 2会場で開催する。  

日 時：【大阪会場】平成 30 年 6月 3日 10：30～16：30 ATC ｴｲｼﾞﾚｽｾﾝﾀｰ ｾﾐﾅｰﾙﾑ 

日 時：【東京会場】平成 30年 6月 10日 10：30～16：30東医健保会館 2階大ﾎｰﾙ 

講 師：白澤政和氏 

 

ウ スタンダードコース スーパーバイザー養成講座（STEP1～STEP3）の開催 

 介護支援専門員に対する実践的な支援及び指導ができる質の高い人財を育成する 

ことを内容とした基礎研修である。事例を中心にケアマネジャーとしての支援の検証 

から事例を展開できる力を身に付けるため、認定ケアマネジャーはもちろん、より多 

くのケアマネジャーが受講できることをめざし、東京と大阪 2会場で開催する。 

日 時：【東京会場】 

STEP1平成 30 年 6月 3日 10：30～16：30 青少年ｵﾘﾝﾋﾟｯｸｾﾝﾀｰ 

STEP2平成 30 年 7月 21日 10：30～16：30 青少年ｵﾘﾝﾋﾟｯｸｾﾝﾀｰ 

STEP3平成 30 年 9月 24日 10：30～16：30 青少年ｵﾘﾝﾋﾟｯｸｾﾝﾀｰ 

日 時：【大阪会場】 

 STEP1平成 30 年 6月 30日 10：30～16：30 大阪府社会福祉会館 

STEP2平成 30 年 7月 7日 10：30～16：30 大阪府社会福祉会館 

STEP3平成 30 年 9月 29日 10：30～16：30 ATC ｴｲｼﾞﾚｽｾﾝﾀｰ 

 

 



  エ ミドルコース スーパーバイザー養成講座（STEP1～STEP3）の開催 

    スタンダードコース スーパーバイザー養成講座を修了した認定ケアマネジャー（会員）

を対象にした新たな研修。地域で実践・展開したスーパービジョンの検証を行い、さらな

る知識・技術の向上を目指す。 

STEP1  平成 30 年 9月 23日 10：30～16：30 青少年ｵﾘﾝﾋﾟｯｸｾﾝﾀｰ 

STEP2A 平成 30 年 11月 18日 10：30～16：30 東京在宅ｻｰﾋﾞｽ 

STEP2B 平成 30 年 12月 1日 10：30～16：30 東京在宅ｻｰﾋﾞｽ 

STEP2C 平成 30 年 12月 2日 10：30～16：30 東京在宅ｻｰﾋﾞｽ 

STEP3A 平成 31 年 1月 12日 10：30～16：30 東京左官工業協同組合 

STEP3B 平成 31年 1月 13日 10：30～16：30 東京左官工業協同組合 

STEP3C 平成 31 年 1月 26日 10：30～16：30 東京左官工業協同組合 

 

  オ  学会発表支援塾 

   ケアマネジャーが日頃の実践に基づく研究成果等を研究大会等において発表できるように支

援を行う。事例・調査研究の着眼点の指導・抄録作成における倫理的配慮など抄録作成の実

際・発表資料の作成ポイントの指導等。 本研修は、平成 24年度から開催しており、今年度

は平成 31年に開催される第 18回研究大会に向けて東京・北九州市で開催する。 

 

【東京会場】 

入門編 平成 30 年 7月 28日 10：30～16：30 東京在宅ｻｰﾋﾞｽ 

実践編 1平成 30年 9月 30日 10：30～16：30 東京在宅ｻｰﾋﾞｽ 

実践編 2平成 30 年 10月 27日 10：30～16：30 東京在宅ｻｰﾋﾞｽ 

実践編 3平成 30 年 11月 25日 10：30～16：30 東京在宅ｻｰﾋﾞｽ 

 

【北九州会場】 

入門編 平成 30年 6月 2日 10：30～16：30北九州市総合保健福祉ｾﾝﾀｰ 

実践編 1平成 30年 7月 1日 10：30～16：30北九州市総合保健福祉ｾﾝﾀｰ 

実践編 2平成 30 年 9月 1日 10：30～16：30北九州市総合保健福祉ｾﾝﾀｰ 

実践編 3平成 30年 11月 24日 10：30～16：30北九州市総合保健福祉ｾﾝﾀｰ 

 

   

 

 

   カ 地域同行型研修講師養成研修 

    厚生労働省老健局振興課長通知「介護支援専門員地域同行型研修の実施要項」（平成 27年 4



月 1日老健発 0401 第１号）に基づき、実務を経験した介護支援専門員に対して同行型実地研

修が実施された。これに伴い、実習型研修を実施するアドバイザー（主任介護支援専門員）

が適切に指導を行っていくことができる講師を育成する研修。また、履修者については人財

バンクへの登録を行う。また、必要があればこれら情報を都道府県等に提供し、地域同行型

研修の周知及び実施の拡大を目指す。 

      

   キ 主任介護支援専門員「実務研修受け入れのための指導者研修」 

      介護支援専門員の研修カリキュラムの改定に伴い、平成 28年度から実務研修において見学

実習が位置づけられた。実習担当となる特定事業所の管理者および主任介護支援専門員を対

象に見学実習において受講生が効果的に学ぶための支援体制を構築する研修を東京で開催す

る。 

      日 時：平成 31 年 1 月 27 日 10：30～16：30 東京左官工業協同組合  

 

（３）厚生労働省老人保健健康推進等補助金事業実施への参加協力 

    当補助金事業への参加協力については、今年度においても学会からの応募事業が決定し要

請があり次第取り組むこととする。 

 

（４）認定ケアマネジャーの周知を図るための活動等 

認定ケアマネジャー制度をより広く周知するための広報活動に努める。 

 

（５）日本ケアマネジメント学会研究大会への参画及び学会が後援する地域の研究大会等の 

  活動支援 

本会として、認定ケアマネジャーの活動の場を拡充するため、学会研究大会での座長などを

担う、また、実行委員会等へ参画し大会運営に協力する。 

ア 第 17回研究大会（平成 30年 5月 19日～20日）の座長の協力 

イ 各地域開催研究大会・シンポジウム等に対する協力 

 

（６）調査研究事業 

  ア ケアマネジメント実践における基礎的調査研究 

    ケアマネジメントプロセスに関する実態等の調査研究を行う。 

イ ケアマネジメント実践に関わる制度政策に関する調査研究 

  制度政策のあり方など、会員の意識調査などを通じて、適宜提言などを行う。 

      

（７）日本ケアマネジメント学会「認定ケアマネジャーの会人財バンク」の運営 

学会及び認定ケアマネジャーの会に対して、スーパービション研修などの講師等派遣の依頼



があった場合に、その要請に応えることとする。 

 

（８）その他の活動 

  １）地域交流会の支援 

   本会会員の地域でのネットワークづくりを目的とした交流会の開催支援を行う。 

 

  ２）書籍発行の検討 

   ケアマネジメント実践に関する書籍の発行を引き続き行う。 

 

  ３）日本ケアマネジメント学会諸委員会への協力 

    本会の役員は、学会の理事、代議員及び委員会の委員等に委嘱されたことを受けて、学会

運営に協力する。 

ア. 日本ケアマネジメント学会理事 

イ. 日本ケアマネジメント学会代議員 

ウ. 日本ケアマネジメント学会委員会設置規程に基づく広報委員 

エ.   同  資格認定実施部会委員 

オ.   同  資格認定委員会委員 

カ.   同  学会研究活動推進委員会委員 

キ. 認定ケアマネジャー制度規則に基づく試験委員の委嘱 

 

（９）理事会等の開催 

   理事会は概ね 3回開催する。また研修・調査研究についての部会を適時開催する。 

 

《理事等名簿》                                   ＊役職ごとｱｲｳｴｵ順 

役 職  氏 名        所           属 

会 長 神谷 良子 （NPO）神戸ﾗｲﾌ・ｹｱｰ協会 

副会長 井上 善行 日本赤十字秋田短期大学 

副会長 羽石 芳恵 野口株式会社介護ショップ ハーティーケア 

理 事 菊澤 薫 （福）秀明会 ｹｱﾌﾟﾗﾝｾﾝﾀｰ あす～る吹田 

理 事 酒井 清子 （福）練馬区社会福祉事業団 

理 事 永沼 明美 （株）ﾊﾋﾞﾀｯﾄ 光が丘訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ 

顧 問 白木 裕子 （株）フジケア 

 


