
岡山県相談支援専門員協会 

【令和３年度 活動計画書・○案】 

令和 3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 3年度基本方針 

報酬改定内容の周知とコロナ禍だからこその質向上の仕組みづくり 

 

III. （重点施策） 

① 主任相談支援専門員養成研修（仮）の受託及び実施 

令和 3 年度内に「主任相談支援専門員養成研修（仮）」が岡山県で開催できるよ

う、岡山県より研修事業受託の上、質の高い研修内容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 報酬改定内容の周知徹底 

岡山県相談支援専門員協会会員の皆さまが令和 3 年度障害福祉サービス報酬改

定内容を正しく理解し、実務に反映できるように後押しいたします。 

具体的にはホームページを活用しながら情報提供に努めた上で相談支援専門員

の孤立を防ぎます。 

 

③ 研修の機会など「質向上の場」の検討 

コロナ禍の今、対面での研修機会を設けることができておりません。 

感染対策を徹底した上で実務の質向上ができる機会を模索し実施していきます。

岡山県庁をはじめ、各専門職能団体とも協働しながら検討を進めます。 



IV. 令和３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 3年 6月頃で調整中（詳細は確定次第 HPでお知らせ） 

実施予定場所 きらめきプラザ 

参加予定人数 参加予定数 50名 

支出見込額（千円） 24 

担当役員 伊藤・（土肥）・（松倉） 

重点目標 ・集合研修ができにくくなった今、オンライン配信体制を整える中

で、いろんな形で会員が繋がることのできるネットワークを構築し

ていく。 

・会員のニーズを各理事やホームページ等から集約し、会員が求め

る情報の伝達をしていく。 

・新しい報酬改定や制度設計に対応するための情報を発信し、会員

が新体制に対応できるような働きかけを行う。 

スローガン 「足元鍛え、大きな変化にアジャストを！！」 

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年度後半で調整中（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 50名※介護支援専門員除く 

支出見込額（千円） 120 

担当役員 大倉・籔内 

重点目標 ・県レベルでの介護支援専門員と相談支援専門員の研修はあくまで

基礎的な部分に着目されているため、各市区町村での顔の見える情

報共有及びお互いの役割の把握が必須となってくる。そのため各市

区町村のキーパーソンである行政及び地域包括支援センター等の主

任相談支援専門員と交流会を計画していく役割を担っていく必要が

ある。 

スローガン 「お見合いとデートを重ね、いよいよ結婚！地域包括ケア実現は各

地域の熱い想いから 燃えろ岡山！」 

備考  

 



（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 3年 10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 オンライン開催を検討中 

参加予定人数 受講者数見込み 100名 

支出見込額（千円） 560 

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“つながりの場”を提供する。 

・地域に目を向けて、障がい児の育ちと家族を支える地域づくりに

寄与していける人材の育成。 

・障がい特性の理解とライフステージごとに変わる本人と家族の課

題やニーズに先見性を持って支援するための視点の学び。 

・研修実施方法として対面、オンデマンド、オンライン等ニーズに

合わせた実施方法の検討。 

研修テーマ 「障がい児と家族を支える地域づくり ～障害児相談支援を通して

考える、わが町の今とこれから～」 

備考  

 

事業名 「セルフマネジメント研修会」 

開催予定日 令和 3年度後半で調整中（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 受講者数見込み 30名 

支出見込額（千円） 325 

担当役員 間野・大橋 

重点目標 ・障害のある方の意思決定（支援）を「岡山県」として大切にし、

日常の業務・支援やサポートに適切におこなえるよう法定研修、ま

た専門分野での学びの場を提供し質の向上を図る。 

・当協会などが主催する研修会などを通じて、社会福祉士会などの

他の職能団体の連携・研修や活動の協力を共同して行えるようにす

る。 

スローガン 「継続は力。こんな時こそ工夫して」 

備考  

 

 



事業名 「主任相談支援専門員養成研修」 

開催予定日 令和 4年 2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 受講者数見込み 18名 

支出見込額（千円） 1,270 

担当役員 村上・平松 

重点目標 ・報酬改定後の市町における動向および支援、相談支援専門員を取

り巻く環境を更に充実させる。 

・人材育成（確保～育成～定着）に向けた取り組みと提案、支援者

支援と周辺機関・団体との有機的連携による地域づくりのための橋

渡し的な役割の遂行。 

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  

 

（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 広島県尾道市（予定） 

支出見込額（千円） 34 

担当役員 笹井 

重点目標 ・中国ブロック研修会・中国ブロック会議・研修を通じて、他県と

の交流や情報公交換をおこなう。また、今年度、中国ブロック研修

会が開催できれば岡山県の相談支援の取り組みであったり、強みを

発信していく。 

スローガン 「コロナの対策をしながらできることをしていく。できない理由を

探さない」 

備考  

 

 

 

 



（４） 運営委員会事業 

事業名 「令和 3 年度 運営委員会」 

支出見込額（千円） 200 

担当役員 種村 

重点目標 ・アフターコロナを想定し、対面とオンラインのハイブリット形式で、

つながりやすいネットワーク構築を目指す。 

・ネットワークの構築と情報のシェア、抱え込まない体制整備を目的に

相談支援専門員を対象に座談会等の機会を設ける。 

・相談支援専門員のイメージアップのために動画等を用いたＰＲを行

う。 

スローガン ・「繋がろう相談支援！ みんなで協力しながらレベルアップ！」 

・「未来のためにＰＲ！ 相談支援はいい仕事」 

備考  

 

（５） 広報活動事業 

事業名 岡山県相談支援専門員協会広報活動 

支出見込額（千円） 61 

担当役員 江木 

重点目標 ・岡山県内全体を網羅する協会活動を展開していくために、全域に会員

がおり、協会としてもネットワークを構築できる体制を作っていく。 

・広報誌を作成し、関係機関の周知や会員勧誘の際の媒体として活用す

る。 

・県内では井笠、新見、真庭を特に今年度の重点開発地域として定め、

日常業務や協会活動の広報を進め、入会を促していく。 

スローガン 「つなぐ、つながる、相談支援専門員」 

備考  

 

 

 

 

 



（２）その他の活動 

新型コロナウイルス感染症対策本部 

開催予定日 運営理事会と兼ねる（情勢に応じて緊急的に開催する可能性あり） 

実施予定場所 運営理事会と同じ 

本部長 永田会長 

統括 村上副会長 

特任理事 平松理事・後藤理事・春名理事 

備考 ・特任担当理事は、各圏域の相談支援専門員からの情報窓口となり

情報をとりまとめる。統括は担当理事に集まられた県内の情報等に

ついてとりまとめを行う。整理した情報については岡山県や日本相

談支援専門員協会等から要請があった際の報告や提案等に活用す

る。 

 

・情報交換会（懇親会）の企画（情勢を見た上で判断） 

・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） 

・難病患者の在宅ケアを考える交流会への登壇（後藤理事） 

・小児訪問看護研修会への登壇（春名理事） 

・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 3年 5月吉日号） 

・岡山県相談支援従事者研修（初任・現任）への協力・講師推薦 

・岡山県介護支援専門員協会との連携強化（大倉理事・籔内理事が窓口） 

・岡山県社会福祉士会との連携強化（大橋理事が窓口） 

・岡山県知的障害者福祉協会相談支援部会との連携強化（大橋理事・笹井理事が窓口） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（３）運営理事会 

実施予定日時 実施予定場所 内 容（案） 

令和 3年 4月 27日（火） 旭川荘サービスセンター 新年度に向けて 

令和 3年 6月 22日（火） 旭川荘サービスセンター 総会に向けて 

令和 3年 8月 24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 10月 26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 12月 21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 4年 2月 22日（火） 旭川荘サービスセンター 
次年度に向けて 

運営委員との意見交換会 

（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 東備地域生活支援センター 
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 勝英 

大橋 靖司 理 事 相談支援事業所「あみーたⅡ」 総社 

江木 京子 理 事 笠岡市・里庄町相談支援センター 井笠 

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  

※令和 3年 4月 1日現在 

 

 

 



（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 

※令和 3年 4月 1日現在 

 

（協会運営推進担当名簿） 

土肥 耕介 相談支援専門員 岡山南障がい者相談支援センター 

（新）松倉 浩子 相談支援専門員 倉敷市児島障がい者支援センター 

※令和 3年 4月 1日現在 

 

（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 

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 

（新）山本 博宣  支援センター・コンドル 岡山 

（新）黒田 信介  地域生活支援センタースマイル 瀬戸内 

（新）古塚 拓也  相談支援センターさくら 高梁 

（新）小林 昌子  倉敷西部地域生活支援センター 倉敷 

※令和 3年 4月 1日現在 

 

※令和 3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。 


