
岡山県相談支援専門員協会 

【令和２年度 活動計画書】（案） 
令和 2年 4月 1日現在 

 

I. 理念（会則第 3 条の「目的」より） 

『本会は、全国相談支援ネットワークと連携しながら、障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律に基づく相談支援専門員として、障がい者の地域生活を支援する

目的で、障害者ケアマネジメントを基本とした中立、公平な相談支援を実践するとともに、

自らの資質の向上に努めることをもって、障害者の自立した生活支援に資することを目標と

する。』 

 

II. 令和 2年度基本方針 

相談支援研修体系の確立と時期報酬改定への備え 

 

III. （重点施策） 

① 主任相談支援専門員養成研修の受託及び実施 

令和 2年度内に「主任相談支援専門員養成研修」が岡山県で開催できるよう、岡

山県より事業受託の上、質の高い研修が実施できるように尽力いたします。 

岡山県の相談支援専門員のキャリアパスにつながるように研修体系の確立を目

指します。 

 

② 報酬改定への備え 

報酬改定の際に会員の皆さまの声が届けられ、反映できるように職能団体として

取り組みます。できる限りパブリックコメントを集め、日本相談支援専門員協会

とも連携を図ります。 

またホームページや広報誌を通して、できる限りのタイムリーな情報を会員の皆

さまへお届けしながら岡山県全体の相談支援の質向上に貢献できるように努め

ます。 

 

③ 他の専門職能団体との連携強化 

今日までに培ってきた他の専門職能団体との協力連携体制をより一層強化いた

します。（「一般社団法人岡山県介護支援専門員協会」・「公益社団法人岡山県社会

福祉士会」） 



IV. 令和元年度事業の実施に関する事項 

（１） 会員向け研修事業 

事業名 「総会・記念講演会」 

開催予定日 令和 2年 6月頃 土曜午後で調整中（詳細は確定次第 HPでお知らせ） 

実施予定場所 岡山きらめきプラザ（予定） 

参加予定人数 参加予定数 60名 

支出見込額（千円） 30 

担当役員 伊藤・（土肥） 

重点目標 ・次年度の報酬改定をにらみ、会員に相談支援の実施に向けて必要

な取り組みや、意識について共有ができる機会を持つこと目的とす

る。 

・今後の相談支援に必要とされる動き方について認識を深めていく。 

スローガン 「変化の激しい世の中を、ONE TEAMで突き進もう」 

備考 ※新型コロナ感染症を考慮して総会は書面になる可能性がございま

す。 

 

事業名 「介護支援専門員との合同研修会」 

開催予定日 令和 3 年 2 月頃 平日午後で調整中（詳細は確定次第 HP でお知らせ） 

実施予定場所 おかやま西川原プラザ（仮） 

参加予定人数 参加予定数 120 名（介護支援専門員含める） 

支出見込額（千円） 200 

担当役員 大倉・籔内 

重点目標 ・8050 問題等含めた家族支援への対応策や障害分野から高齢分野への

速やかな移行やについて岡山県介護支援専門員協会及び岡山県知的障

害者福祉協会との連携強化を目指し、協議していく。 

・県レベルでの取り組みが、各市区町村の地域レベルでの取り組みへつ

ながっていくように意識する。 

スローガン 『お見合いとデートを重ね、いよいよ結婚！』 

備考 ※現在、補助金申請中。 

 

 

 



（２） 岡山県委託研修事業（受託については未確定） 

事業名 「障害児相談支援に関する研修会」 

開催予定日 令和 2年 9月頃で調整中（詳細は確定次第岡山県 HPでお知らせ） 

実施予定場所 （未定） 

参加予定人数 当日参加者 90名 

支出見込額（千円） 400 

担当役員 後藤・春名 

重点目標 ・障害児相談支援従事者の資質向上に向けた“学びの場”とネット

ワーク形成のための“つながり作りの場”を提供する。 

・地域に目を向けて、障害児の育ちを支える地域づくりに関与して

いける人材の育成。 

研修テーマ 「障がい児の子育て支援と虐待予防」という視点で、子どもとその

家族を支えるための相談支援専門員として持っておくべき知識や技

術、価値について学ぶ。 

備考 【令和 2年度 研修実行委員】 

川上会員（特定非営利活動法人 Color） 

大原会員（いとむすび）  

間庭会員（特定非営利活動法人 玉野つつじねっと） 

香川会員（岡山南障がい者相談支援センター） 

 

事業名 「セルフマネジメント研修会」 

開催予定日 令和 3年 3月頃で調整中（詳細は確定次第岡山県 HPでお知らせ） 

実施予定場所 （未定） 

参加予定人数 当日参加者 30名 

支出見込額（千円） 325 

担当役員 間野・大橋 

重点目標 ・基本的な価値観の再確認（意思決定支援の大切さ） 

・「よりそう」から「よりあう」へ・・いつも本人中心の視点で 

スローガン 『ひとりぼっち』から『ふたりぼっち』へ 

～終わりなき 意思決定支援の旅～ 

備考 ※研修に携わるメンバーも若い世代にバトンを渡していく。 

 

 

 



事業名 「主任相談支援専門員養成研修（仮）」 

開催予定日 令和 3年 1月頃で調整中 

実施予定場所 （未定） 

参加予定人数 当日参加者 80名（仮） 

支出見込額（千円） 1,250 

担当役員 村上・平松 

重点目標 ・主任相談支援専門員養成研修の自県開催に向け、国の直接養成に

より修了した理事・監事および岡山県担当者と検討を進める（時期、

場所、受講者等に関する事項）。 

・研修における各科目の創り込み、講師選定や交渉等の連携のあり

方を協議していく。 

・初任研および現任研とのつながりや関連性を明確にさせるため、

新カリキュラムとの整合性が保てるよう学校法人旭川荘と連携して

いく。 

新カリキュラムの導入、報酬改定前年度、障害福祉計画の策定年度

等、相談支援専門員を取り巻く 

スローガン 『相談支援、みんなで学ぼう、ソーシャルワーク』 

『相談員、独りで悩まず、協会へ！』 

備考 ※副主査：平松啓生、永田拓、大倉教正、大橋靖司、春名江梨子、

後藤崇（計：7名体制）※国研修受講者を実行委員会メンバーとする 

※後日岡山県より今年度の開催取りやめが発表されました。 

 

・相談支援従事者研修新カリキュラムへの対応準備及び協力（初任・現任） （籔内理事） 

 

 

 

 

 

 

 



（３） 中国ブロック連携事業 

事業名 「中国ブロック研修・中国ブロック会議・中国ブロック研修委員」 

開催予定日 研修は年 1回・会議、研修委員は年 2回開催予定 

実施予定場所 研修：広島県（予定） 

参加予定人数 当日参加者（未定） 

支出見込額（千円） 43 

担当役員 笹井 

重点目標 ・中四国ブロック研修を通じて他県の相談支援専門員協会と交流を

図り関係つくりを行う。                                    

・他県の相談支援専門員協会の活動や人材育成の取り組みについて

情報交換を行っていく。 

スローガン 『youは、孤独な相談支援専門員ではないさ。さあ、相談支援専門員

協会に入って共に歩もう。地域を耕し、障害者や高齢者、子供が共

に住みやすい街づくりを一緒にしていこう』 

備考  

 

（４） 運営委員会事業 

事業名 「令和 2 年度 運営委員会」 

開催予定日 開催日未定 

実施予定場所 （予定） 

支出見込額（千円） 161 

担当役員 種村 

重点目標 ・運営委員を中心に岡山県内の情報収集を行い相談支援におけるニーズ

を抽出する 

・得られたニーズを基に各専門職との情報交換等を行い、岡山県相談支

援専門員協会の皆様への情報提供を行い、人材育成の一助とする。 

スローガン 『無理しない、みんなで作る、支援の輪』 

『学びあい、シェアをしようよ、みんなでね』 

備考 ※補助金申請中 

 

 

 



（２）その他の活動 

・情報交換会（懇親会）の開催（会員向け研修事業の後に開催予定） 

・全国都道府県代表者会議への参加（理事） 

・岡山県医療観察制度運営連絡協議会への参加（理事） 

・発達障害者支援センター運営事業連絡協議会への参加（理事） 

・岡山県自立支援協議会人材育成部会への参加（永田会長・村上副会長） 

・岡山県自立支援協議会医療的ケア児等支援部会（永田会長・村下監事） 

・情報発信（ホームページの活用により最新情報の発信） 

・広報誌発行予定（令和 2年 5月吉日号） 

・岡山県介護支援専門員協会との連携強化（大倉理事が窓口） 

・岡山県社会福祉士会との連携強化（大橋理事が窓口） 

 

（３）運営理事会 

実施予定日時 実施予定場所 内 容（案） 

令和 2年 4月 28日（火） 岡山ゆうあいセンター 新年度に向けて 

令和 2年 6月 23日（火） 旭川荘サービスセンター 総会に向けて 

令和 2年 8月 25日（火） 旭川荘サービスセンター 
研修・活動についてほか 

運営委員との意見交換会 

令和 2年 10月 27日（火） 旭川荘サービスセンター 研修・活動についてほか 

令和 2年 12月 22日（火） 旭川荘サービスセンター 研修・活動についてほか 

令和 3年 2月 23日（火） 旭川荘サービスセンター 次年度に向けて 

 

（役員名簿） 

氏 名 役 職 所 属 先 担当ブロック 

永田 拓 
会長・ 

理事 
倉敷地域基幹相談支援センター 倉敷・早島 

村上 眞 
副会長・

理事 
岡山南障がい者相談支援センター 

岡山・赤磐・ 

玉野 

伊藤 文雄 
事 務 局

長・理事 
おかやま入居支援センター 

岡山・赤磐・ 

玉野 

大倉 教正 理 事 瀬戸内市地域生活支援センタースマイル 
備前・和気・ 

瀬戸内 

笹井 恵介 理 事 津山地域障害者基幹相談支援センター 津山・真庭 

籔内 誠 理 事 ひらた旭川荘地域活動支援センター 
岡山・赤磐・ 

玉野 

後藤 崇 理 事 倉敷成人病指定相談支援センター 倉敷・早島 



間野 敏志 理 事 たかはし松風寮指定相談支援事業所 
高梁・新見・ 

吉備中央 

平松 啓生 理 事 地域サポートセンター仲よし 
岡山・赤磐・ 

玉野 

春名 江梨子 理 事 相談支援センターほのか美作 勝央 

（新）大橋 靖司 理 事 相談支援事業所「あみーたⅡ」 総社 

（新）江木 京子 理 事 笠岡市・里庄町相談支援センター 井笠 

（新）種村 暁也 監 事 
川崎医療福祉大学子ども医療福祉学部 

子ども医療福祉学科 
 

村下 志保子 監 事 社会福祉法人旭川荘 地域療育センター  

 

（相談役名簿） 

中尾 浩二朗 相談役 倉敷西部地域生活支援センター 

 

（協会運営推進担当） 

土肥 耕介 相談支援専門員 相談支援事業所エスポアール 

 

（４）運営委員会 

（委員名簿） 

氏 名 役 職 所 属 エリア 

種村 暁也 委員長 
川崎医療福祉大学子ども医療福祉学部子

ども医療福祉学科 

 

向所 優希 副委員長 地域サポートセンター仲よし 岡山 

香川 正憲  岡山南障がい者相談支援センター 岡山 

井川 雅文  クムレ てとて 倉敷 

渡辺 洋介  相談支援事業所めやすばこ あのね 倉敷 

霍沢 浩之  相談支援事業所 そうじゃ晴々 総社・吉備中央 

遠藤 勇起  相談支援事業 M.P 総社 

赤木 貴之  美作地域生活支援センター 美作 

※令和 2年度は新型コロナ感染症の関係で予定が変更になる場合があり

ます。あらかじめご了承ください。 

 


