一般社団法人福島県介護支援専門員協会機関誌

福島のケアマネのネットワーク

＜発行日＞

平成22年7月1日
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「福マネット」とは “福島のケアマネジャーのネットワークを深めていこう！” という思いが込められています。

巻 頭 言

「機関紙第一号の発行に寄せて」
一般社団法人 福島県介護支援専門員協会 会長

平成21年11月21日より「一般社団法人 福島県介
護支援専門員協会」として新たな活動を始め、この
度、第一回の機関紙を発行することができました。
協会事業にご協力を頂いた多くの関係機関の皆様
に並びに会員の皆様に感謝申し上げます。
今年度の代議員総会では、会費の値上げという
会員の皆様にご負担を頂く議案もご承認いただき、
これからは社会的な信用を担う団体として、そし
て全ての介護支援専門員を積極的に後押しする事
業を展開することで、職能団体としての重責を担っ
ていきたいと決意しています。
今年度の活動方針として、①機関紙の定期発行。
②研修会の企画と参加促進。③協会ホームページの
リニューアルと意見交換の窓の設置。④介護支援
専門員のスキルアップ研修。⑤主任介護支援専門
員フォローアップ研修。⑥介護支援専門員受験対
策講座開講。⑦地域協議会の組織体制の強化支援。
⑧日本介護支援専門員協会の事業研修への参加協
力など様々な事業活動を展開していきます。
また、福島県福祉介護人材確保緊急支援事業の
補助を受けて、受験対策講座の他にキャリア形成
訪問指導事業を展開します。（詳細は別ご案内）本
会会員の多くの専門職の知識と経験を県内の保健
医療福祉の全ての方々に提供することで、地域の
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福祉介護のキャリアアップを図る事業で、小規模
事業所や一度に多くの職員を研修に参加させにく
いと介護現場の実態を配慮して出前講座という形
で研修を始めます。
また、来年度は診療報酬・介護報酬のダブル改正
となります。制度の仕組みが変わるたびに、利用
者も介護支援専門員も混乱することがありますが、
できる限りスムーズにかつ要点を整理した情報提
供ができるよう努力して参りたいと考えています。
一人ひとりの実践が住民の命と生活を守ってい
ることを自覚し、県全体の福祉や介護現場のスキ
ルアップに貢献し、地域単位の研修を通じて会員
も支援していくことができるよう活動していきま
すので、どうぞ、これからの協会活動にご支援と
ご協力をいただけますようお願いいたします。
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◆ 各方部の活動、アピールポイントをご
紹介します
◆ 当会ホームページの使い方をご紹介し
ます
◆ ケアマネ受験対策！お近くの方に是非
お知らせください。

＜ホームページ

http://www.fcma.jp＞
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各方部の会長さんに「地元協議会のアピール」をお願いしました。
地域の特性に合わせて現場のケアマネを支える工夫が感じ取れますよ～。
近隣の協議会の活動を是非チェックしてみてください。
福島市介護支援専門員連絡協議会

会長

丹治

伸夫（たんじ

のぶお）

花も実もある福祉福島市として私ども約２００名の会員のもと、２７名の役員とアドバイザー
体制で強力な協議会運営を実施しており、各委員会の活動もまさに侍ジャパンのように緻
密なチームワークと積極果敢な攻めの活動を展開しております。

伊達介護支援専門員連絡協議会

会長

狗飼

孝則（いぬかい

たかのり）

私達の協議会の会員は国見町・桑折町・伊達市・川俣町で働いている方、居住されてい
る方です。会員の要望に合わせた年４回の講演会、研修会の企画・実施を主な活動として
います。会員の方々の、心の支えになれる会を目指して活動しています。

安達地方介護支援専門員連絡協議会

会長

菊地

健治

（きくち

けんじ）

今年は２つのテーマを持って随時研修会を開催します。１つは地域の医師とのネットワーク
作りを通してご利用者とご家族が住み慣れた地域で安心して生活できるために必要な援助を学
ぶ為の研修会。２つ目が高齢者虐待防止の研修を二本松市の共催を得て開催します。尚、必要
と思われる研修会を研修委員会を中心に協議し企画しますので会員の皆様はご期待ください。

郡山市介護支援専門員連絡協議会

会長

吉田

光子（よしだ

みつこ）

郡山は月一回ペースで研修を行っております。基礎力を養う研修を毎年同じテーマで行
う他に、ロールプレイングをアドリブで行うユニークな研修を行ったり、多様な研修を数
多く行うのを特徴としています。

石川地方介護支援専門員連絡協議会

会長

田子

京子（たご

きょうこ）

石川地方介護支援専門員連絡協議会は発足し１０年が経過しましたが、その間先輩の会員の皆様により
しっかりと基盤を作って頂いているお陰様で、会長としての役割を遂行させて頂いております。今年度も、
会員の皆様と一緒に、地域に根差した活動をしていきたいと思っておりますで、宜しくお願い致します。

すかがわ介護支援専門員協議会

会長

増子

幸男（ましこ

ゆきお）

私たちは、須賀川市・鏡石町・天栄村のケアマネと多くの賛助会員が、ケアマネに限定
せず地域の高齢者を支えるチームとして連帯感をもち活動をしています。今後も地域の向
上を図るため、県協議会と連携し活動していきます。

田村地方介護支援専門員連絡協議会

会長

遠藤由貴恵（えんどう

ゆきえ）

当会は、緑と人情味豊かな阿武隈の地域を背景に１１２名の会員がその技術と資質の向上、
親睦と連携を目的に活動しています。今年度は①医療連携の深化②研修旅行の実施③講演
会の開催を重点としています。
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県南地域介護支援専門員協会
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介
会長

杉原

常夫（すぎはら

つねお）

県南地域は、会員数、２３６名、その内実働人数は、１３０名前後です。年４回ぐらい研修会
を開催し、毎年開催の医師と介護支援専門員の集いは、医師、歯科医師との連携に欠かせ
ない研修です。今後も連携を密にして、会員の資質の向上を図りたいと思います。

全会津介護支援専門員協会

会長

高畑かおり（たかはた

かおり）

全会津介護支援専門員協会は、会津及び南会津圏域２市１０町３村に及ぶ３５５名の会員で組
織しています。１８名の役員が中心となり、組織力を生かしてニーズに即した研修会を開催
し、会員のスキルアップに努めています。

原町方部介護支援専門員連絡協議会

会長

鹿山美枝子（かやま

みえこ）

原町方部は９６名の会員で活動しており、地域包括支援センターとの共催や独自で研修会
を実施しています。２月には県会長の千葉先生に講演を頂き、懇親会も行いました。 今後
も会員の意見を反映し活動していきます。

相馬方部介護支援専門員連絡協議会

会長

愛澤

俊行（あいざわ

としゆき）

相馬方部介護支援専門員連絡協議会は、相馬市と新地町の介護支援専門員で当会の趣旨に賛同
されもの達で成り立っております。現在５２名の会員となっています。活動内容としては、年３
回の研修をベースに広報発行、情報の通知などを行い連携をしております。これから介護支援専
門員になりたい方々への相談や業務についていない介護支援専門員の相談にも応じています。

双葉北地域介護支援専門員等連絡協議会

会長

松本

文子（まつもと

ふみこ）

当協議会は、双葉郡北部地域（浪江町、双葉町、大熊町、葛尾村）の介護支援専門員等で、
現在６４名の会員で、現職は、３６名です。定期的な情報交換や研修を行い、相互の資質向上
と情報の共有化に努めております。

双葉南地域介護支援専門員連絡協議会

会長

髙瀬

芳子（たかせ

よしこ）

当協議会は小規模団体のため、会員相互の顔が見え、気軽に何でも話せることをモットー
とし、少ない中でも講演会や研修会を開催したり、毎年会員講師によるケアマネ受験者へ
の勉強会を開催したりと、日々頑張っています。

いわき市介護支援専門員連絡協議会

会長

木村

守和（きむら

もりかず）

いわき市は、２６０余名の会員を有し、年間を通して、実施している様々な研修会を通して、
日々研鑽を積んでいます。広く皆さんも参加頂ける研修会の機会を、企画していければと
思います。
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昨年度、一般社団法人を取得し事務所も郡山に移転しました。
今まで以上に会員の皆様の支えになれるよう
２２年度は新たな事業に乗り出します。
①会員増加を図るために、会員メリットを明確に打ち出す
◦当会の機関紙を発行します。
◦当会が主催する各種研修会へのご案内を致します。 （会員限定）
◦当会が主催する、研修会を会員料金で参加いただけます。
◦日本介護支援専門員協会が主催する研修会・大会等へのご案内を致します。⇒支部とし
ての役割
◦ケアマネ業務の相談を無料で受けられます。（ＨＰ上に意見交換の「介護・福祉情報掲
示板」を開設）
②介護支援専門員並びに介護・福祉職員のためのスキルアップ研修の実施
③主任介護支援専門員現業者のフォローアップ研修を実施
④介護支援専門員受験対策講座を実施
⑤介護支援専門員第２回目の更新研修の内容の検討
⑥地域協議会の組織体制の強化支援

当会ホームページ
（ｈｔ
ｔｐ
：//ｗｗｗ．
ｆ
ｃｍａｊ
．
ｐ）の「介護・福祉情報掲示板」を使ってみましょう！
！
総会でお伝えした会員同士の意見交換、
ケアマネ業務の無料相談窓口を開設しました。

まずはココをクリック！
！
ケアマネをやっていて出会う疑問を投稿してみましょう！
掲示板の使い方マニュアルは「会員向け情報」に載せてあります
＜ログインＩＤ：ｋａ
ｉ
ｇｏｓｈ
ｉ
ｅｎ＞ ＜パスワード：
ｆ
ｃｍａ＞
Ｉ
ｎ
ｔ
ｅ
ｒ
ｎｅ
ｔＥｘｐ
ｌ
ｏ
ｒ
ｅ
ｒのバージョンが古いと、
このボタンが画面の下の方に表示される事があります。

〜試験を受ける方がお近くにいたら是非ご紹介ください〜

「お盆からはじめる！ケアマネジャー受験準備ポイント講座」
日 程 平成22年8月22日㈰

＜講
座：受講費無料＞
平成22年9月26日㈰ ＜模擬試験：受講費2,500円＞ ※いずれも時間は9：15〜16：30となっております。
会 場 二本松市市民交流センター
（二本松駅から徒歩１分・駐車場１００台分あり有料）
申 込 福島県介護支援専門員協会ホームーページより申込書をダウンロードしファックスにて申込お願いします。
〜その他お問い合わせは事務局までご連絡ください〜
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