
特定非営利活動法人 大分県介護支援専門員協会
（一般社団法人 日本介護支援専門員協会 大分県支部）

令和３年度 事業報告

１．概要

〇 令和3年度は昨年度に続き、コロナ禍のなか、年間を通して法定研修以外の自主研修の開催が思うように行えな
かったことをお詫びいたします。

〇 一方で、令和3年10月23日に第13回 日本介護支援専門員協会 九州・沖縄ブロック研究大会 in おんせん県お
おいた大会を開催した。ハイブリッド開催からフルリモート開催への変更となりながらも、大会参加者724名、広告協
賛120件を超える方々に参加・協力いただき、盛会に開催できたことは、実行委員会はじめ、開催にあたり、ご協力
いただいた関係各位に心より感謝申し上げます。

〇 令和3年度の大分県協会の新規入会会員は157名、継続会員と合わせ1,126名の会員数となった。6年度継続
して会員数増加が達成できている。（会員数の推移 H27:393名、H28:547名、H29:763名、H30:1,010名、
R1:1,034名、R2:1,051名、R3:1,126名）
短期目標1,250名、中長期目標1,500名を目標として取り組んでいきたい。

〇 日本協会会員数（R4.3.31）33,707名のところ、九州・沖縄ブロック会員数10,614名、31.5％であり、大分
県協会もブロックでの役割を果たせている。

〇 主任研修及び主任更新研修ともに、令和3年度全日程ハイブリッド開催、昨年度の経験を活かし、大きなトラブルも
なく対応できた。
一方で、cable＆web研修対策班メンバーにも負担がかかることから、対策としてメンバー補充も考えなけれなばなら
ない。

〇 介護支援専門員実務研修実習指導者養成研修についてはハイブリッド開催、指導者研修についてはフルリモート開
催とした。

〇 大分県（高齢者福祉課）と大分県社会福祉協議会（大分県社会福祉介護研修センター）、大分県協会での
「大分県介護支援専門員研修向上委員会」が運営されており、法定研修の質の向上に向けた研修課程の連携や
あり方、求められる講師像などについて議論が行われた。各法定研修の段階に応じた受講者の達成目標などの素案
が示され、今後はこれらを具体化していくことが求められる。

〇 大分県指定事業「市町村ケアプラン点検等アドバイザー派遣事業」は、「アドバイザー派遣(5市町村8事業所)」、
「市町村研修講師派遣（6市町村）」ともに継続的に実施できた。「アドバイザー派遣」では、大分県高齢者福祉
課の同席が1市であり、支援実施場面の見学が行われた。

〇 令和3年度の新事業となった「ケアプラン点検市町村担当職員研修」もオンラインでの開催となったが、ケアプラン点検
での介護支援専門員の実践の言語化と実践過程へのアプローチなどに着目した充実の内容で開催できた。

〇 厚生労働省、日本総合研究所などがその活用を勧めている「適切なケアマネジメント手法」に関し、ワーキングチーム
「コロンブスのたまご」を立ち上げ、学習会を開催しながら、その理解と活用・展開のための取り組みを始めた。

〇 日本協会の常置委員会である「倫理委員会」「広報委員会」への委員就任があった。

〇 厚生労働省 老人保健健康増進等事業「介護支援専門員の資質向上に資する研修等のあり方に関する調査研
究事業」委員会、また、同老健事業「居宅介護支援及び介護予防支援における令和3年度介護報酬改定の影響
に関する調査研究事業」検討委員会への委員就任があった。

〇 九訂・介護支援専門員基本テキスト（長寿者会開発センター）の執筆依頼があり対応した。
また、月刊ケアマネジメント（環境新聞社）2022年1月号の執筆依頼があり対応した。

〇 年間収支については、収入の部では会員数増加の収入、おんせん県おおいた大会の収入。支出の部では法定研修
などのハイブリッド研修開催における旅費交通費の経費縮小などにより黒字決算となった。

〇 組織力強化として地域協議会の組織一本化に取り組んできた結果、残す2地域協議会となっている。組織一本化
への取り組みを引き続き県協会・地位協議会とともにおこなっていく。

〇 大分県協会の業務拡大にともない、事務所を移転（2022年4月契約）することができた。



２．大分県協会 総会及び理事会

日にち 総会・理事会 内容 開催方法

令和3年5月21日 第1回理事会 会員状況、R3年度総会、法定研修等 オンライン

令和3年6月13日 定期総会 R2年度事業・決算・監査報告、R3年度計画等 集合（介護研修センター）

令和3年7月18日 第2回理事会 会員状況、研修向上委員会、大分大会等 集合（介護研修センター）

令和3年9月18日 第3回理事会 会員状況、法定研修、調査アンケート等 集合（介護研修センター）

令和3年11月21日 第4回理事会 会員状況、大分大会、九州・沖縄ブロック会議等 集合（介護研修センター）

令和4年1月23日 第5回理事会 会員状況、適切なケアマネジメント手法WT等 オンライン

令和4年3月27日 第6回理事会 会員状況、調査回収率、新規入会キャンペーン等 集合（介護研修センター）

３．日本協会及び九州・沖縄ブロック 会議・研修

日にち 内 容 開催方法

令和3年7月17日 第1回日本協会 九州・沖縄ブロック会議 オンライン

令和3年8月27日 第1回日本協会 全国都道府県支部長会議 オンライン

令和3年8月28日・29日 第15回日本協会 全国大会 in 山口 オンライン

令和3年9月12日 日本協会「LIFEを活用したケアマネジメント研修会」 オンライン

令和3年10月26日 第1回日本協会 研修動画配信システム説明会 オンライン

令和3年11月6日 日本協会「居宅介護支援事業所における管理者研修」 オンラオン

令和3年11月18日
第1回日本協会 倫理委員会
第1回日本協会 広報委員会

オンライン
オンライン

令和3年11月25日 第2回日本協会 研修動画配信システム説明会 オンライン

令和3年11月27日
日本協会「BCP（業務継続計画）策定研修会」
～基本理解と実際の作成方法について～

オンライン

令和3年11月30日 日本協会「ヤングケアラーの現状と介護支援専門員の役割」 オンライン

令和4年2月10日 第2回日本協会 全国都道府県支部長会議 オンライン

令和4年2月11日 第1回日本協会 九州・沖縄ブロック 事務局会議 オンライン

令和4年2月26日 第2回日本協会 九州・沖縄ブロック会議 オンライン

令和4年3月7日
第2回日本協会 倫理委員会
第2回日本協会 広報委員会

オンライン

４．厚生労働省
老人保健健康増進等事業老健事業
「令和3年度介護支援専門員の資質向上に資する
研修等のあり方に関する調査研究事業」委員会

日にち 委員会 開催方法

令和3年9月29日 第1回委員会 オンライン

令和3年11月9日 第2回委員会 オンライン

令和3年12月2日 第3回委員会 オンライン

令和4年1月19日 第4回委員会 オンライン

令和4年2月7日 第5回委員会 オンライン

令和4年3月7日 第6回委員会 オンライン

５．厚生労働省
老人保健健康増進等事業老健事業
「居宅介護支援及び介護予防支援における令和3年度
介護報酬改定の影響に関する調査研究事業」委員会

日にち 委員会 開催方法

令和3年10月18日 第1回検討委員会 オンライン

令和3年1月25日 第2回検討委員会 オンライン

令和3年3月17日 第3回検討委員会 オンライン



７．大分県委託事業 ケアプラン点検等アドバイザー派遣事業（アドバイザー派遣）

No. 市町村 件数 開催方法 No. 市町村 件数 開催方法

1 中津市 2事業所 対面 ４ 竹田市 2事業所 対面

2 日田市 1事業所 対面 ５ 由布市 2事業所 対面

3 臼杵市 1事業所 対面

６．大分県介護支援専門員研修向上委員会
（大分県・大分県社会福祉協議会・大分県介護支援専門員協会）

日にち 本委員会・部会 開催方法

令和3年6月15日 第1回研修向上委員会 本委員会 オンライン

令和3年8月3日 第1回研修向上委員会 部会①委員会 オンライン

令和3年9月10日 第1回研修向上委員会 部会②委員会 オンライン

令和3年10月26日 第2回研修向上委員会 部会①委員会 オンライン

令和3年11月30日 第2回研修向上委員会 部会②委員会 オンライン

令和3年12月13日 第3回研修向上委員会 部会①委員会 オンライン

令和4年1月25日 第3回研修向上委員会 部会②委員会 オンライン

令和4年2月10日 第4回研修向上委員会 部会①委員会 オンライン

令和4年2月17日 第2回研修向上委員会 本委員会 オンライン

９．災害対策研修

日にち 地域協 研修会 開催方法

令和3年6月2日 日田市介護支援専門員協会 災害に備えたケアプランを作ろう！Part２ オンライン

令和3年6月16日 佐伯市介護支援専門員協会
災害時の避難行動支援と
多機関・他職種連携 part２

ハイブリッド

令和3年9月11日 由布市介護支援専門員協会 災害時のケアマネジメントの理解及び支援 オンライン

令和3年11月19日 玖珠郡介護支援専門員協議会 災害時のケアマネジメントの理解と実践 集合

令和3年12月13日 大分市介護支援専門員協会 備える！守る！災害時ケアマネジメント オンライン

令和4年3月13日 国東姫島介護支援専門員協会
備える！守る！災害時に向けたケアマジャー
としての準備と役割

オンライン

８．大分県委託事業 ケアプラン点検等アドバイザー派遣事業（市町村研修講師派遣）

No. 日にち 市町村 研修会 開催方法

1 令和3年10月16日 豊後高田市 自立支援に向けたケアプランの立て方 集合

2 令和3年11月5日 玖珠町 認知症の人のケアマネジメントについて考える 集合

3 令和3年11月12日 国東市 ケアマネジメントの本質についての再確認 ハイブリッド

4 令和3年12月20日 日田市
「ケアマネジメントプロセス支援マニュアル」を通して、これまでの
支援をふりかえり今後に活かしていくための研修

集合

5 令和4年1月14日 竹田市 ケアプラン点検研修会 ハイブリッド

6 令和4年2月25日 日出町 課題整理総括表の理解と作成 オンライン



10．大分県協会 研修事業・会議等

日にち 内 容 開催方法

令和3年6月17日～12月25日
*A組:6/17・25,7/2・20・29,8/12・25,12/25
*B組:6/24,7/6・11・28,8/10・22・28,12/25

（大分県委託事業）
令和3年度大分県主任介護支援専門員研修

ハイブリッド
フルリモート

令和3年7月22日・23日・7月31日・8月1日 令和3年度ケアマネジャー試験受験対策講座 集合

令和3年8月17日 大分県高齢者福祉課 市町村介護保険担当職員研修 オンライン

令和3年8月18日・11月2日
令和3年度大分県介護支援専門員
実務研修実習指導者養成研修

ハイブリッド

令和3年8月21日・9月4日 令和3年度ケアマネジャー統一模擬試験 集合

令和3年8月27日
厚生労働省 介護支援専門員研修オンライン化等運用事業
全国担当者会議

オンライン

令和3年10月23日
第13回日本協会 九州・沖縄ブロック研究大会
in おんせん県おおいた

オンライン

令和3年11月19日
三菱UFJリサーチ＆コンサルティング
家族介護者の仕事と介護の両立支援 研修

オンライン

令和3年12月12日～令和4年3月13日
*A組:12/12・18・19,1/7・8・15・16,2/1・2・13,3/12・13
*B組:12/12・18・19,1/7・8・29・30,2/13・26・27,3/12・13

（大分県委託事業）
令和3年度大分県主任介護支援専門員更新研修

ハイブリッド

令和3年12月17日 日本総合研究所 全国介護支援専門員研修向上会議 オンライン

令和4年2月8日・2月24日・3月1日
（大分県委託事業）
大分県介護支援専門員指導者研修

オンライン

令和3年2月16日
厚生労働省老健事業 令和3年度 仕事と介護の両立支援
カリキュラム策定展開事業「仕事と介護の両立支援」研修
（協力：三菱UFJリサーチ＆コンサルティング）

オンライン

11．関係団体との連携事業

日にち 主 催 内 容 開催方法

令和3年6月15日 大分県福祉保健部 高齢者福祉課
第1回大分県介護支援専門員研修向上委員会
・本委員会 *6で再掲

オンライン

令和3年7月28日 大分県医師会 大分県地域保健協議会 大分県地域保健協議会 高齢者介護小委員会 集合

令和3年9月15日
大分県社会福祉協議会
大分県社会福祉介護研修センター

福祉用具専門部会 集合

令和3年9月30日 大分県福祉保健部 高齢者福祉課 大分県高齢者福祉施策推進協議会 書面審議

令和3年10月20日 大分県福祉保健部 医療政策課 大分県在宅医療連携委員会 集合

令和3年11月17日 大分県リハビリテーション支援センター 大分JRAT世話人会 オンライン

令和4年2月15日
大分県社会福祉協議会
大分県社会福祉介護研修センター

運営委員会 書面審議

令和4年2月17日 大分県福祉保健部 高齢者福祉課
第2回大分県介護支援専門員研修向上委員会
・本委員会 *6で再掲

オンライン

令和4年2月17日 大分県福祉保健部 保健企画課 第３回災害福祉支援ネットワーク会議 オンライン

令和4年2月24日
大分県社会福祉協議会
大分県社会福祉介護研修センター

福祉用具専門部会 オンライン

令和4年3月10日 大分県福祉保健部 障害福祉課
大分県高次脳機能障がい者相談支援体制
連携調整委員会

オンライン

令和4年3月24日 大分県福祉保健部 健康づくり支援課 大分県難病医療連絡協議会 書面審議



14．その他

〇 法定研修（実務研修・専門研修・主任研修・主任更新など全て）における講師及びファシリテーター
などの運営スタッフ、また、大分県協会主催の法定研修については、cable ＆ ｗeb 対策班のメンバー
をはじめ、関わる全てのスタッフ、県協会活動の運営に関しての各会員の下支えとなる活動は計り知れ
ない。

12．グループスーパービジョン（LGSV：質問力向上コース） 活動実績

No. 日時 参加人数 参加人数 開催方法

1・2 令和3年5月15日・16日（1.5日） 合同学習会①② 16 K・L合同 / オンライン

3 令和3年7月14日 14:00～16:30 ピア学習会 15 集合

4 令和3年8月11日 14:00～16:30 ピア学習会 15 オンライン

5 令和3年9月8日 14:00～16:30 ピア学習会 12 集合

6 令和3年10月13日 14:00～16:30 ピア学習会 14 集合

7 令和3年11月10日 14:00～16:30 ピア学習会 13 集合

8 令和3年12月8日 14:00～16:30 ピア学習会 11 集合

9 令和4年2月13日 14:00～16:30 合同学習会 14 オンライン

13．グループスーパービジョン（KGSV：司会運営コース） 活動実績

No. 日時 内容 参加人数 開催方法

1・2 令和3年5月15日・16日（1.5日） 合同学習会①② 21 K・L合同 / オンライン

3 令和3年6月19日 9:30～13:00 ピア学習会 19 ハイブリッド

4 令和3年7月17日 9:30～13:00 ピア学習会 20 ハイブリッド

5 令和3年8月21日 9:30～13:00 学習会 21 ハイブリッド

6 令和3年9月11日 9:30～13:00 ピア学習会 17 オンライン

7 令和3年10月16日 9:30～13:00 ピア学習会 19 集合

8 令和3年11月20日 9:30～13:00 学習会 18 集合

9 令和3年12月4日 9:30～13:00 ピア学習会 20 集合

10 令和4年1月22日 9:30～13:00 ピア学習会 19 ハイブリッド

11 令和4年2月13日 9:30～13:00 合同学習会 20 ハイブリッド

12 令和4年3月19日 9:30～13:00 主任プレゼン 18 ハイブリッド


