
平成２８年度 （一社）山口県介護支援専門員協会 理事会 
議事録 

 
１ 日 時 
  平成２８年１０月 １日（土）午後１時から午後３時まで 
 
２ 会 場 
  山口県セミナーパーク２０６ 
 
３ 出席者 
（１）理事   定数    ３１名 
        出席者数  ２３名 
        出席者名 

         佐々木啓太 橘 康彦  二井隆一  松谷法史  林 浩二  
頃末能宏 山本史彦  河﨑君江  堀田慎一郎  木村友和    
髙島晴紀 山本 誠  谷山 龍  杉本幸子  上野丘恵    
三井栄三 佐藤 剛  伊藤直也  岩神亜紀  藤本真樹 
山本亜紀 脇村敦子  熊野かおり   

        
（２）監事   定数     ２名 
        出席者数   ０名 

 
         
（３）事務局  福本かおる 岡村智子 
 
 
４ 上程議案 
  第１号議案 各部会活動内容について 

第２号議案 第１３回山口県ケアマネジメント研究大会について 
第３号議案 実務研修について 

 第４号議案 永年表彰者の承認について 
第５号議案 事務局員福利厚生について 
 

５ そ の 他  
  予算執行状況について 

メールマガジン配信システムの活用のご案内について 
代議員就任承諾書について 
 

６ 審議の経過 
   橘副会長  補足資料の説明の後、佐々木会長挨拶。その後、上程議案にはいる。 

 
岩神理事  ※資料参照 
        生涯研修部より前回理事会後の進捗状況について説明。 

施設研修を職種別に開催したが、どれも非会員の参加が多く、会員は半数
程度となる。入会を勧めているが事業所負担のため入会する方は少ない。
今後の企画として、生活場面研修、医療ニーズ研修（ＱＯＤ）について調
整していく。年度内に精神疾患の研修を予定していたが、１２月以降に、
主任更新受講要件研修の追加開催、実務研修と多数研修があるため、次年
度早い時期での開催とする。 

 
堀田理事    広報事業部では、本日午前中に部会を開催。９月に発行した協会だより



第１号について、現在２色刷りだが、費用的に料金を比較してオールカラ
ー、構成を業者に任せる等検討していく。第２号は３、４月に発行するが、
例年通りであれば一面が研究大会の記事になるが、毎年同じような構成の
ため、趣向を変えていきたい。何かアイデアがあれば提案していただきた
い。参考までに文章ばかりではなく写真やイラスト、人物にスポットを当
てる等、固い内容の記事でも良いが目を引くような記事があればよいので
はないか。スマホアプリのダウンロード数、活用率等の把握が出来ていな
いが、分かる範囲で把握したい。 

 
佐々木会長  ダウンロード数は業者に確認しないとわからないが閲覧状況は一日２０名

程度ある。 
 
堀田理事   Facebook も現在検討中。毎年広報部で山登り等交流会をしてきたが、来

年春先にレノファ観戦や工場見学等行っていきたい。次回の広報誌で紹介
できればと思う。 

 
山本（誠）理事  個人の事なので難しいかもしれないが研究大会の表彰者の顔写真をクロー

ズアップするのもよいのではないか。 
 
岩神理事 地域紹介について、次の地域が早く分かれば教えていただきたい。 
      
 
堀田理事 後日調べて早急に案内する事とづる。残りの地域を確認し早めに打診する。 
     地域協会の鍾愛がこの度修了するため、次のシリーズを考えていきたい。 
 
山本（誠）理事 公益事業部の進捗はなし。 
 
上野理事 調査研究部では、前回の理事会から部会は開催できておらず、これから日程

を詰めて進めていけたらと思う。研究発表３地域のテーマがでてきている
が周防大島は抄録までできておりパワーポイントを使用する予定。県立大
学の木村先生と石村先生が指導にあたってくれている。下松は現在テーマ
のみで、パワーポイントを作成中。事務局へ９月３０日までに抄録送って
いただくよう案内している。宇部の抄録が遅くなるが、個別に山根先生よ
り指導いただいている。研究の取り組みとして来年度の研究大会について
は、研究の進め方講座を開催し取り組んでいけたら良い。先生方のサポー
ト体制について相談しつつ研修日程を詰めていく。 

 
松谷理事 前回の理事会で研究大会テーマの意見がでたが、タイムリーな議題となると

その分遅くなる。固定させずに、必ずしもテーマに沿っていなくていいので
はないか。その方が準備できるのではないか。 

 
上野理事 地域がしたいことを発表していくと講評の所でテーマにバラつきがでてし

まう可能性がある。 
  先生によって分野でないなどコメントに困るのではないだろうか。 
 

橘副会長 日本協会では発表が複数でてくるので、出てきた後にカテゴリを決める。
元々の発想が違い、一つのテーマに絞るのではなく助言者を発表毎に変えて
いる。 

 
髙島理事 テーマが何もなく自発的にした方が準備が早くできるのではないか。決める

前に先生に投げ掛けてもよいのではないか。 
 



佐々木会長  ＨＰに過去の大会要項が掲載されているので研究発表のテーマは見れる。 
 
橘副会長  日本協会は、５つの中の協議に向けて決める。 
      １医療介護の連携、2 認知症支援、3 ケアマネの人材育成と事業所運営の工

夫、４地域包括ケアシステム及び多職種連携、5 ケアマネジメントの質の向
上。山口県では５つにするのか 3 つにするのか。ある程度助言できる先生
であればカバーできるのではないか。 

 
上野理事 せめて一年は考えて準備がしたい。フリーにするのもいかがかと思うの 

で毎年研究の進め方が学べればよい。 
 

橘副会長 今年度は、法人化し研究大会の調整が遅れたこともあり、もう一度組み立て
直すべきである。理事や会員だけでは支援がし難いので県立大学の先生方
に指導いただいている現状である。 

 
佐々木会長 提案として、今回指導いただいている先生方に御礼を検討したい。額は三役

で検討する。議案には入っていないが研究の監修用という事で先生方に御礼
として謝金をお支払いする。最初から承諾を得るべきであったがこれについ
て、承諾していただける方に挙手をお願いする。満場一致の上承認される。 

 
松谷理事 第２号議案ケアマネジメント研究大会について１０月１５日に防府フリー

マーケット、１０月１６日美祢市福祉の市に参加し、美祢協会と出店お近く
の方はぜひお越しいただきたい。現在研究大会申込１４９名の参加。研究大
会はケアマネの自分達の大会になるので、周囲の方々に是非声掛けをしてい
ただきたい。抽選会の周知をあわせてお願いしたい。当日の協力員、理事の
日当について参加費を無料にするか、日当を出すか、現状のままか検討する。 

 
三井理事 一環として参加費は支払うべきである。歴代の方々が払ってこられた長年の

歴史があるので安易に変えるわけにはいかない。基本的には当然支払うべき
ではないだろうか。 

 
山本（亜）理事 接待で会場では見られないが控室等で研修が聞けているので支払ってもい

いと思う。 
 
岩神理事 法人化切り替えを機に新しい形に変えるのもあり、様子をみないと分からな

い面もある。 
 
橘副会長 参加している以上は参加費を払うと考える理事もいる。日当を支払い参加し

ながらも協力員として手当を出す等色々考え方があるが、今年度予算執行
状況を説明した後、再度話し合いたい。 

 
松谷理事 研究大会について、当日の時間割、担当を説明。 
 
（事務局） 地域より参加協力いただいている。受付人数は足りているが、協力して頂

ける方がいればご連絡いただきたい。 
 
松谷理事 当日介護劇を３０分を予定。セッティングを舞台係の方にお手伝いいただき

たい。詳細は当日お伝えする。前回地域の徘徊見廻りメールを事務局経由で
協力いただいている。問合せ先を補足資料に入れている。ナムロックアイズ
を劇中で現物を見ていただき簡単に説明したい。現在出ている所以外で問合
せ先があれば配布資料に追加したい。 

     くじ引き大会についてスマホアプリは全会員を対象とし、当日の当選者がす



ぐ分かるように準備する。スマホアプリ、ナンバリングからくじを取る形に
したい。去年はブースの出展業者からも景品を頂いたので今年も呼びかけを
していただきたい。参加者対象抽選会、クオカード２，０００円１名、５０
０円３名、ちくわセット１名、湯飲み４名。スマホアプリ対象クオカード、
ＨＰからのエントリーに丸大ハム２名予定。 

 
事務局  １０月２０日に最終確認メールでご案内する。地域で参加いただいている方

には地域での説明をお願いしたい。当日セミナーパーク利用者が１８００名
の見込み。地域の方々への周知をお願いしたい。 

 
堀田理事 劇の撮影はなしでよいか。協会で残しておく必要はあるか。 
 
事務局  事務局側で撮影をする。 
 
橘副会長 第４号議案について永年表彰１７名より申請をいただいている。     

挙手にて満場一致で１７名に表彰することとする。 
 
岩神理事 実務研修について、今年度より１３日間、１２月８日から３月まで開催する。

合格者３００名弱。受講者は大幅に減るのではないかと予想。今の所、Ａ・
Ｂ２コースで設定しているが受講生が増えた場合Ｃコースを設定する。その
他カリキュラムについて説明。指導者は主任ケアマネあるいはそれに応じて
指導できる者とする。特定事業所加算を受けている１２０事業所が参加予定。 

 
杉本理事  主任ケアマネが実習を指導する立場になった場合、主任更新研修に該当し

ないか。 
 
橘副会長 実習を指導する者が今回は該当者になっていないが、国は認めるよう言って

いる。 
 
岩神理事 今後その他に県が認めてくれれば免除になるだろう。これについては再度確

認することとする。 
 
佐々木会長 第５号議案について 事務局現在職員２名パート１名の福利厚生面につい

て、会社負担にはなるが中小企業の負担なく入れるという事でご了解が得ら
れれば中退共に加入したい。掛け金一人 5,000 円で提案。パートの掛け金は
現在検討中。加入していいと思われる方に挙手をお願いする。満場一致で承
認される。 

 
事務局  予算執行状況説明（※理事会議案資料参照） 
 
二井副会長 会員は昨年より増えているのか。賛助会員の加入は何社あるのか。 
 
事務局  現在会員数約１４８０名。以前より会員数も増えてきている。トーゴ―マシ

ン、ハッタ山口に加え新たに周南の吉本工業が加わり 4 社より加入頂いてい
る。 

 
岩神理事 研修費について、潤っているように感じられるが、基礎研修は今年度で終了。

事業委託を受けるとかなりの制約を受けるという事がわかり去年と比べ段
取りしにくい場面もある。主任受講要件研修は今後地域での開催も増えてい
くと思われる。県だけではやっていけないのでぜひ声を上げていただきたい。
その為、来年度以降受講生が減る事を見越して毎年研修費を上げたり下げた
り変えるわけにはいかない。 



橘副会長 先ほどの研究大会の協力員に係る参加費について予算執行状況を報告の上
で日当を支払うかの議論について可否をとってもよろしいか。 

 
事務局  受付でお手伝いされる地域の方も同じ扱いになるのか。 
 
松谷理事 協力頂く受付の方は、始まったら参加されるので話は別ではないだろうか。 
 
佐藤理事 役割の比重が担当によって大きくちがうのではないか。自分は比較的やりや

すい係なので日当を出してほしいとは言えない。 
 
松谷理事 自分達の大会なので、参加費は払ってよいのではないか。 
 
橘副会長 研究大会は協力員と位置付けていないのででない。 
 
木村理事 運営する側が参加費を払うのはおかしいのではないか。次から理事を頼むに

しても正直頼み辛く次に繋げるという事も考えていただきたい。規程がき
ちんとあった方が後に繋げられるのではないか。 

 
藤本理事 介護福祉士会は大会では参加費は払わないが、通常の研修の手伝いでは日当

は出ない。無料で研修が受けられるという理由の為。毎回協力員は１０名程
度参加している。 

 
橘副会長 参加費の件は継続審議とし、協力員として日当を支払うべきか非か挙手を取

りたいと思う。まず議案として認めるのかどうか挙手で図りたい。 
 
二井副会長 議案にするかどうかの挙手ではどうか。 
 
橘副会長 協力員として日当を支払うべきか議案を立てた方が良いと思われる方は挙

手をお願いする。可決８名否決１５名。８票あるという事で継続審議とする。 
 
佐々木会長 メールマガジンの配信について。現在週一でメルマガを配信しているが、地

域協会にメールを配信することについて、地域の方限定に配信できる者なの
で活用していただけたらと思う。現在登録が６００程度あり全員ではないの
で内訳が欲しいという事であれば事務局に名簿があるので確認をお願いし
たい。 

 
 
 

  と き  午後３時００分 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



上記の議決を明確にするため、出席理事及び出席監事が次に記名押印する。 
 
平成２８年 １０月 １日 
 

 

     出席理事 佐々木啓太 

 

 

 

     出席理事 橘 康彦 

 

 

 

出席理事 二井隆一 

 

 

 

出席理事 松谷法史 

 

 

 

     出席理事 林 浩二 

 

 

 

     出席理事 頃末能宏 

 

 

 

     出席理事 山本史彦 

 

 

 

     出席理事 河﨑君江 

 

 

 

出席理事 堀田慎一郎 

 

 

 

      

 

 

出席理事 木村友和 

 

 

 

出席理事 髙島晴紀 

 

 

 

     出席理事 山本 誠 

 

 

 

     出席理事 谷山 龍 

 

 

        

出席理事 杉本幸子 

 

 

 

出席理事 上野丘恵 

 

 

 

出席理事 三井栄三 

 

 

 

      出席理事 佐藤 剛 

 

 

       

出席理事 伊藤直也 

 

 

 

 

 



 

出席理事 岩神亜紀 

 

 

 

出席理事 藤本真樹 

 

 

 

出席理事 山本亜紀 

 

 

 

出席理事 脇村敦子 

 

 

 

出席理事 熊野かおり 

  


