
1 

第９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熊本 

第１回熊本県介護支援専門員協会研究大会開催要綱 

１．大会メインテーマ 

「共生社会へ向かって ～今こそ見せよう、介護支援専門員の底力～」 

２．大会趣旨 

今改正では「地域共生社会」の実現が提唱されており、介護保険制度にとっても大きな変革期となりますが、 

我々介護支援専門員は、高齢者に限られたものではなく地域にあって、その存在意義も含めてどのような役割

を果たせるのか日々問われています。 

「地域共生社会」の実現には、地域包括ケアシステムの深化が求められますが、その取り組みは自治体ごと

多種多様です。しかしながら、保険者への様々な権限移譲や総合事業の導入などめまぐるしい転換期の中、 

地域間格差も懸念されています。 

そこで、行政や医療機関、介護保険事業所等関係機関、そして地域住民とともにその格差を是正し、地域を創

り・支えることは、これからの介護支援専門員にとって果たすべき大きな役割の一つであると捉えていかなけれ

ばなりません。 

私たちは先の熊本地震で、地域包括ケアシステム構築なくして地域は支えきれないことを 身をもって体感し、

相談援助の職能として、幅広い視点を持って日々地域に関わることの重要性を改めて痛感しました。 

本大会では、これまでの経験も踏まえ介護支援専門員の様々な役割をともに学び追求するとともに、底力を

持った存在であることを 広く内外へアピールできる場となるよう、本研究大会を開催します。 

３．大会日程 

平成３０年２月２４日（土） １０：００～１７：１５ 

４．大会会場 

熊本テルサ  熊本県熊本市中央区水前寺公園 28-51   ℡096-387-7777 

メイン会場：テルサホール（第１分科会会場も兼ねる） 第２・３分科会会場：３階たい樹 

            展示会場：１階 ビジネスセンター他  懇親会会場：３階 コンベンションホールたい樹 

５．定員 

 ６００名 

６．参加費 

①日本介護支援専門員協会会員 4,000円 ※各県協会の会員かつ、日介協会員 

②介護支援専門員各県協会会員 6,000円 ※各県協会のみの会員 

③非会員 10,000円 ※上記以外 

７．主催  順不同 

一般社団法人日本介護支援専門員協会、熊本県介護支援専門員協会（開催県）、公益社団法人福岡県介

護支援専門員協会、佐賀県介護支援専門員協議会、特定非営利活動法人長崎県介護支援専門員連絡協議

会、特定非営利活動法人大分県介護支援専門員協会、一般社団法人宮崎県介護支援専門員協会、特定非営

利活動法人鹿児島県介護支援専門員協議会、一般社団法人沖縄県介護支援専門員協会 

８．後援  順不同 

熊本県、熊本市、熊本県医師会、熊本県歯科医師会、熊本県看護協会、熊本県薬剤師会、熊本県社会福祉

士会、熊本県理学療法士協会、熊本県作業療法士会、熊本県言語聴覚士会、熊本県介護福祉士会、熊本県

医療ソーシャルワーカー協会、熊本県栄養士会、熊本県歯科衛生士会、熊本県精神保健福祉士協会、熊本県

老人福祉施設協議会、熊本県老人保健施設協会、熊本県地域包括・在宅介護支援センター協議会、熊本県社

会福祉協議会 



2 

９．プログラム概要 

時間 内容 

09:10～10:00 受付 

10:00～10:30 開会式 開会宣言 主催者挨拶 来賓挨拶 来賓紹介 

10:30～12:00 基調講演  テーマ 介護保険制度改正、報酬改定のポイント（仮題） 

      講 師 厚生労働省より 

12:00～13:00 昼休憩 

13:00～16:00 分科会（全 3分科会） 

13:10～14:00  発表① 質疑応答含む 

14:00～14:50  発表② 質疑応答含む 

休憩 10分 

15:00～15:30   討論会 

15:30～15:50  まとめ 

 ※分科会では、各発表の終了後、助言者・各発表者・フロア参加者を交え、テーマ 

に沿った討論会を行います。 

15:50～16:00 移動・休憩 

16:00～16:30 日本介護支援専門員協会 活動報告等 

16:30～17:00 分科会報告（全体会） 

17:00～17:15 閉会式  次回開催県挨拶  閉会の言葉 

17:45～20:00 懇親会（事前予約者のみ参加） 

１０．分科会内容  

《第１分科会》 「震災時における介護支援専門員の役割」 

趣 旨 

熊本地震をはじめ近年の災害経験を踏まえ、介護支援専門員としてどのような対応をすべきか、

事例を通して考察するとともに、今後起こりうる災害に対して利用者の命を守り、安全・安心な生活

を確保するための役割について、本分科会においてその課題や取組みを学ぶ。 

《第２分科会》 「地域における介護支援専門員の役割」 

趣 旨 

  地域包括ケアシステムが推進される中、介護支援専門員は地域との関わりをさらに深めていく

必要がある。平成３０年度より新たに共生型サービスも施行されるなか、地域における役割につい

て、事例を通して考察するとともに、本分科会においてその課題や取組みを学ぶ。 

《第３分科会》 「多職種連携における介護支援専門員の役割」 

趣 旨 

  多職種の連携は、地域包括ケアシステムにおいて必要不可欠なものである。 医療・保健・福

祉・介護の多職種とのチームケアの在り方や手法等について、事例を通して考察するとともに、本

分科会において介護支援専門員として取り組むべき連携の意義とその役割を学ぶ。 
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１１．参加申し込み等 

（１）申し込み方法 

別紙申込用紙に必要事項をご記入の上、FAX または郵送にてお申込下さい。 

※参加申込は申込締切日までとしますので、大会当日の申込受付は行いません。 

●FAX 送信先 :096―201―3859  電話 : 096―201―3860  

●郵送先  ：〒861-0134  熊本市北区植木町舞尾 620 ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾌﾟﾗｻﾞｳｴｯｷｰ 2Ｆ 

  ●申込締切日 : 平成２９年 11月 22日（水）必着 

（２）参加費のご案内 

①日本介護支援専門員協会会員 4,000円 ※各県協会の会員かつ、日介協会員 

②介護支援専門員各県協会会員 6,000円 ※各県協会のみの会員 

③非会員 10,000円 ※上記以外 

 ※お申込後、既にお振込みされました参加費の払い戻しは行いません。 

   ご欠席の方には大会終了後、大会資料をお送りします。 

（３）昼食（お弁当）のご案内 

会場周辺にはレストランなどの昼食場所が少なく限られた時間で昼食をとることが出来ませんので 

大会事務局でお弁当のお手配をいたします。 

お弁当＋お茶付 ＠１，０００円 

※お弁当を希望される方は、その旨を申込書にご記入下さい。 

※お弁当は、完全予約制（事前申込制）とさせていただきます。 

※大会当日の昼食（お弁当）の申込はできませんので予めご了承ください。 

（４）懇親会のご案内（大会終了後開宴） 

  当日は、熊本ならではの料理や飲み物をご用意し、皆様のご参加をお待ちしております。 

   ○会   場： ホテル熊本テルサ ３階 たい樹 

   ○定   員： 250名まで 

 ※会場の都合上定員になり次第受付を終了させていただきますこと、あらかじめご了承ください。 

○懇親会費： ６，０００円 

    ※懇親会費の取消料（キャンセル）については、以下のとおりといたします。 

 1月 23日まで 2月 13日まで 2月 23日まで 2月 24日 当日 

懇親会取消料 無料 20％ 50％ 全額 100％ 

（５）宿泊のご案内 

宿泊設定日: 平成 30年２月 23日（金）、24日（土） 

お１人様１泊あたりの宿泊料金（朝食付、諸税込み） 

申込記号 宿泊ホテル 2/23(金) 2/24(土) 

A ホテル熊本テルサ（１名１室） 6,700円  6,700円  

B ホテル熊本テルサ（２名１室） 5,500円 5,500円 
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※ご注意点 

○ホテルのお部屋の数には限りがあります。お申込順に受付致しますが、ご希望に添えない場合もござい

ます。予めご了承下さいませ。 

（６）参加券等・請求書の送付とお振込みについて 

お申込受付後、１２月１５日（金）までに大会参加券等と一緒に振込口座名が記載された請求書

を送付させて頂きますので、到着後１０日以内にお振込みいただきますようお願い致します。 

（７）変更・取消についてのご案内 

※変更・取消につきましては、聞き違いや混乱を避けるため、お電話の受付は致しません。 

お手数でも FAX、もしくはメール（kanada@grace-travel.jp）にてご送信下さい。 

※大会参加・宿泊などの変更・取消については、下記の通り取消料が掛かります。ご了承下さい。 

【宿泊についての取消料規定】 

区分 取消料 

（1）次項以外の募集型企画旅行契約 

イ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目（日帰り旅行にあっては

10日目）に当たる日以降に解除する場合（ロからホまでに掲げる場合を除

く。） 

旅行代金の 20％以内 

ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 7日目に当たる日以降に解除す

る場合（ハからホまでに掲げる場合を除く。） 

旅行代金の 30％以内 

ハ 旅行開始日の前日に解除する場合 旅行代金の 40％以内 

ニ 旅行開始当日に解除する場合（ホに掲げる場合を除く。） 旅行代金の 50％以内 

ホ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 旅行代金の 100％以内 

（2）旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 当該船舶に係る取消料の規

定によります。 

備考    

※変更・取消に伴うご返金は、大会終了後、上記取消料を差し引いてご返金致します。 

なお、事務手続き上多少返金にお時間が掛かる場合が御座いますので、予めご了承願います。 

※18 時以降の取消・変更は翌営業所日の受付となりますのでご注意下さい。 

なお、土日祝祭日（年末年始）のお申し出も翌営業日扱いとなります。 

 

（８）個人情報のお取り扱いについて 

株式会社グレーストラベルは、お申込の際にご提出頂いた個人情報について、お客様との連絡や郵送、宿

泊機関などの提供するサービスの手配代行者に提供致します。また、大会主催者事務局に提供致します。

それ以外の目的でご提供頂く個人情報は利用致しません。 
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（９）問い合わせ先 

【大会運営等に関すること】 

熊本県介護支援専門員協会大会事務局 

    〒 862-0913   熊本県熊本市東区尾ノ上 1-22-31-302 

E-mail : cm.kumamototaikai0224@gmail.com 

 ※大会運営に関するお問い合わせは、上記Ｅメールでのみお願いいたします。 

 

【参加申込に関すること】 

（（株）グレーストラベル） 

〒861-0134    熊本市北区植木町舞尾 620  (担当：金田) 

TEL : 096-201-3860  FAX : 096-201-3859 

E-mail : kanada@grace-travel.jp 

（10）申し込み方法等 ［ 再 掲 ］ 

別紙申込用紙に必要事項をご記入の上、FAX または郵送にてお申込下さい。 

※インターネットを介した申込受付は行っておりません。 

●FAX送信先 

FAX番号  096 (201)3859   （金田 行） 

●郵送先   

〒861-0134 熊本市北区植木町舞尾 620 ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾌﾟﾗｻﾞｳｴｯｷｰ 2Ｆ （株）グレーストラベル 

●申込締切日 : 平成２９年１１月２２日（水）必着 
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