平成３０年度事業報告
１

会務の運営

（１）代議員総会の開催
と き 平成３０年７月３１日
ところ 札幌市 札幌プリンスホテル国際館パミール
出席者 ２４名
内 容 ・平成２９年度事業報告について
・平成２９年度会計収支決算報告について
・平成２９年度監査報告について
・会則の改定について
・役員の改選について
（２）幹事会の開催
回数 とき、ところ
１
７月４日
札幌市
かでる２．７

出席者
１０名

２

１２月１９日
札幌市
かでる２．７

１１名

３

３月６日
札幌市
かでる２．７

９名

内 容
・平成２９年度事業報告について
・平成２９年度会計収支決算報告について
・全国地域包括・在宅介護支援センター協議会平成３０・
３１年度役員体制について
・平成３０－３１年度機能強化委員会の活動について
・平成３０年度研修事業について
・平成３０年度地域包括・在宅介護支援センターリーダー
職員研修会への派遣について
・会則の改定について
・平成３０年度代議員総会の運営について
・平成３０年度事業実施状況について
・全国地域包括・在宅介護支援センター協議会の各種委員
会の開催状況について
・平成３０－３１年度機能強化委員会の進捗状況について
・平成３０年度地域包括支援センター職員資質向上研修に
ついて
・リーフレットの作成について
・平成３１年度事業計画（案）の策定に向けて
・平成３０年度事業実施状況報告について
・平成３０年度会計収支決算見込について
・全国地域包括・在宅介護支援センター協議会の各種委員
会の開催状況について
・平成３０－３１年度機能強化委員会の活動状況について
・全国地域包括・在宅介護支援センター協議会の協議員候
補者の選任について
・平成３１年度事業計画（案）について
・平成３１年度会計収支予算（案）について
・平成３１年度地域包括ケアセミナーについて

（３）正副会長会議の開催
正副会長・幹事合同会議として開催した。
（４）監事監査の実施
と き 平成３０年５月２１日
ところ 札幌市 かでる２．７
内 容 ・平成２９年度事業報告について
・平成２９年度会計収支決算報告について

２

地域包括支援センターおよび在宅介護支援センターの機能強化、職員の資質向上に向けた取組み

（１）平成３０－３１年度機能強化委員会の設置・開催
回数 とき、ところ 出席者
内 容
１
１０月２９日
８名 ・委員長、副委員長の選任について
札幌市
・平成３０－３１年度機能強化委員会の活動について
かでる２．７
・平成３０年度地域包括支援センター職員研修について
・リーフレットの作成について
２
２月８日
７名 ・平成３０年度地域包括支援センター職員資質向上研修に
札幌市
ついて
かでる２．７
・平成３０－３１年度機能強化委員会の具体的活動につい
て
・平成３１年度地域包括ケアセミナーについて
・リーフレットの作成について
（２）研修事業の実施
① 地域包括ケアセミナーの開催
と き 平成３０年７月３１日
ところ 札幌市 札幌プリンスホテル国際館パミール
参加者 １０９名
内 容 ・行政説明「平成３０年度介護保険法等改正をふまえた地域共生社会の実現に向け
て地域包括・在宅介護支援センターに期待される役割について」
説明 玉置 隼人（厚生労働省社会・援護局地域福祉課地域福祉専門官）
・説明「北海道内地域包括支援センターの地域ケア会議に関する取組み事例集につ
いて」
説明 高橋
聡（一般社団法人北海道総合在宅ケア事業団砂川市地域包括支
援センター管理者／本会副会長・平成２８－２９年度機能
強化委員会委員長）
・講義・演習「ファシリテーションについて～発展編～」
講師（メインファシリテーター） 白方 通隆（ＬＬＰファシリテーションア
イ’ズ理事）
サブファシリテーター 篠原
誠（ＬＬＰファシリテーションアイ’ズ）
吉江 妙子（ＬＬＰファシリテーションアイ’ズ）
林 亜衣子（ＬＬＰファシリテーションアイ’ズ）
伊東かおり（ＬＬＰファシリテーションアイ’ズ）
椎名 希美（ＬＬＰファシリテーションアイ’ズ）
② 地域包括支援センター職員資質向上研修の開催
と き 平成３１年３月１日

ところ 札幌市 北海道第二水産ビル
参加者 １３２名
内 容 ・講義・演習「包括的・継続的ケアマネジメント支援に関する環境整備のプロセス
について」
講師 中澤
伸（社会福祉法人川崎聖風福祉会理事・事業推進部長）
ファシリテーター 高橋
聡（平成３０－３１年度機能強化委員会委員長／
一般社団法人北海道総合在宅ケア事業団砂
川市地域包括支援センター管理者）
村山 文彦（平成３０－３１年度機能強化委員会副委員
長／社会福祉法人三草会札幌市東区第２地
域包括支援センターセンター長）
渡辺こづ江（平成３０－３１年度機能強化委員会委員／
社会福祉法人普仁会地域包括支援センター
愛仁園センター長）
渡邊 裕子（平成３０－３１年度機能強化委員会委員／
社会福祉法人ほくろう福祉協会札幌市清田
区第２地域包括支援センター主任介護支援
専門員）
今井
敦（平成３０－３１年度機能強化委員会委員／
社会福祉法人旭川三和会神楽・西神楽地域
包括支援センターセンター長）
佐々木康寬（平成３０－３１年度機能強化委員会委員／
社会福祉法人函館厚生院函館市地域包括支
援センターゆのかわ施設長）

３

広報情報活動

（１）ホームページの運営
本会ホームページ（http://www.kaigoshien.org/）に、本会および関係機関・団体の事業を掲
載した。
（２）会員の加入促進
① 未加入の地域包括支援センターに対して、本会の周知および入会斡旋を行った。
（ア）地域包括ケアセミナーの開催要綱とあわせて、入会案内ならびに全国地域包括・在宅介護
支援センター協議会会報誌「ネットワーク」第１４３号（平成３０年３月３０日発行）を
送付した。
（イ）地域包括ケアセミナーにおいて、本会平成２８－２９年度機能強化委員会の活動に係る説
明「北海道内地域包括支援センターの地域ケア会議に関する取組み事例集について」の時
間を設けた。（再掲）
（ウ）地域包括支援センター職員資質向上研修の開催要綱を送付した。
② 平成３０－３１年度機能強化委員会にて、本会の周知および入会斡旋のためのリーフレット
を作成した。
発 行 平成３１年３月
＊ 入会状況
Ａ会員 １５０センター（内訳：地域包括支援センター １３５センター、
在宅介護支援センター
１５センター）
Ｂ会員（機能推進に係る関係機関等） ９団体

４

関係機関・団体との連携

（１）全国地域包括・在宅介護支援センター協議会との連携
① 研修会・研究大会への職員派遣および周知
（ア）地域包括・在宅介護支援センターリーダー職員研修会（職員派遣）
と き 平成３０年７月２６日、２７日
ところ 東京都千代田区 全国社会福祉協議会
派遣者 青山こずえ（医療法人社団旭川圭泉会病院豊岡地域包括支援センターセンター長）
（五十音順） 木引えり香（医療法人秀友会札幌市手稲区第２地域包括支援センターセンター長）
佐藤 翔太（医療法人社団旭川圭泉会病院東旭川・千代田地域包括支援センター
社会福祉士）
西島 智恵（社会医療法人友愛会登別市地域包括支援センター「けいあい」セン
ター長）
早坂みどり（社会福祉法人栄和会札幌市厚別区第１地域包括支援センター係長）
山下 勇人（社会医療法人製鉄記念室蘭病院室蘭市地域包括支援センター憩セ
ンター長）
（イ）全国地域包括・在宅介護支援センター研究大会（周知）
と き 平成３０年１０月２５日、２６日
ところ 三重県四日市市 四日市都ホテル
（ウ）全国地域包括・在宅介護支援センター研修会（周知）
と き 平成３１年２月１日
ところ 東京都千代田区 全国社会福祉協議会
② 会議への役員派遣
（ア）常任委員
藤原 秀俊（本会会長）
（イ）総務広報委員
藤原 秀俊（本会会長）
（ウ）調査研究委員
杉山 幹夫（本会幹事）
（エ）研修委員
村山 文彦（本会幹事）
（オ）特別委員
今井
敦（本会幹事）
③ 各種事業・調査等への協力
全国地域包括・在宅介護支援センター協議会「災害見舞金制度」による見舞金の支給決定を
行うため、会員センターに対して、平成３０年９月６日に発生した平成３０年北海道胆振東部
地震の被害状況の調査を行った。
対 象 １５０センター
回 答 １２２センター（回答率 ８１．３％）
（２）北海道社会福祉協議会との連携
第６８回北海道社会福祉大会（名義後援）
（３）北海道との連携
① 北海道総合保健医療協議会地域医療専門委員会在宅医療小委員会（委員参画）
委員 高橋
聡（本会副会長）
② 医療と介護の連携の推進に向けた意見交換会（委員参画）
委員 川尻 輝記（本会幹事）
③ 北海道自殺対策連絡会議（構成機関）

（４）保健・医療・福祉関係機関・団体との連携
① 日本ケアマネジメント学会第１７回研究大会ｉｎ北海道（実行委員参画、名義後援）
実行委員 高橋
聡（本会副会長）
② 北海道地域生活定着支援センター専門委員会（委員参画）
委員 杉山 幹夫（本会幹事）
③ 厚生労働省平成３０年度社会福祉推進事業「ソーシャルワーク人材の育成体制の構築および
そのパイロット事業の実施に関する調査研究事業」北海道委員会（事業実施者：一般社団法
人日本ソーシャルワーク教育学校連盟）
（委員参画）
委員 川尻 輝記（本会幹事）
④ いきいき健康・福祉フェア２０１８（名義後援）
⑤ 第６１回北海道医療ソーシャルワーク学会（名義後援）
⑥ 第９回北海道在宅医療推進フォーラム（名義後援）
⑦ 研修会「ソーシャルワーク専門職の養成に関する社会的動向と展望～個別支援と地域支援に
取り組むソーシャルワークを目指して～」
（名義後援、周知）
⑧ フォーラム「これからの地方部における福祉人材確保～オホーツクに福祉人材を迎え入れる
ための地域協働の取組に向けて～」
（名義後援、周知）
⑨ 第２１回北海道介護支援専門員実務研修受講試験（指定試験実施機関：一般社団法人北海道
介護支援専門員協会）（周知）
⑩ 北海道高齢者虐待防止・相談支援センターとの連携
⑪ 北海道地域福祉生活支援センターとの連携
⑫ 厚生労働省北海道厚生局との連携（平成３０－３１年度機能強化委員会オブザーバー就任）

