
第１２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 沖縄

「ゆいまーる」で育む地域の輪
～地域の強みを生かした支援のあり方～

2021年 1月 15日金
令和3年

10：00 ～ 17：00
（9：30受付開始）

申込
詳細
スマホで

！簡単申込！

大 会
事務局

一般社団法人
沖縄県介護支援専門員協会 事務局
（ホームページアドレス）

https://www.okicare.jp/

（E-mailアドレス）
kenkyutaikai@okicare.jp



 

- 1 - 

【オンライン開催】第12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 沖縄 

第17回 沖縄県介護支援専門員研究大会 

  ≪開 催 要 項≫ 
 
大会テーマ  
 

「ゆいまーる」で育む地域の輪 
～地域の強みを生かした支援～ 

 

大 会 趣 旨  

介護保険制度創設から地域や施設の高齢者を支える役割を担ってきた介護支援専門員。近年は、認知症高齢

者や独居高齢者の増加、多様な住まいのあり方や自然災害、感染症予防など、私達介護支援専門員にはますま

す地域との繋がりが重要となってくる。 

次期介護報酬改定を見据え、地域包括ケアシステムの深化・推進、さらには地域共生社会の実現に向けて介

護支援専門員ができる事は何か。 

未だ沖縄に根付く文化「ゆいまーる」の精神に焦点を当て、地域が「繋がる」支援とはどうあるべきか、先

進的な地域の取り組み等を通じ、介護支援専門員の役割とその専門性を再確認できる機会となるよう、本大会

を開催致します。 

本大会は、今般の新型コロナウイルス感染症の影響が見えない状況であることから、オンラインツール

「Zoom」を活用した開催となりました。 
 
 

主 催  

日本介護支援専門員協会／沖縄県介護支援専門員協会（開催県）／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／長崎県介護支援専門員連絡協議会／大分県介護支援専門員協会／熊本県介護支援専門員協会／宮崎県介護支

援専門員協会／鹿児島県介護支援専門員協議会 
  
後 援（案）  

沖縄県／浦添市／沖縄県社会福祉協議会／沖縄県医師会／沖縄県歯科医師会／沖縄県薬剤師会／沖縄県看護協会／沖

縄県介護福祉士会／沖縄県理学療法士協会／沖縄県作業療法士会／沖縄県言語聴覚士会／沖縄県社会福祉士会／沖縄

県精神保健福祉士協会／沖縄県医療ソーシャルワーカー協会／沖縄県老人福祉施設協議会／沖縄県老人保健施設協議

会／沖縄県地域包括・在宅介護支援センター協議会／沖縄県認知症グループホーム協会／沖縄県小規模多機能型居宅介

護事業所連絡会／沖縄県認知症介護指導者会 
 
 
開 催 日 時  

令和 3年 1月 15日（金） 9：30受付開始  10：00 ～ 17：00 
 
 
対象・参加費  

①日本介護支援専門員協会会員（※令和2年10月31日時点の会員） 参加費：2,000円 

②九州・沖縄ブロック会員、他ブロック会員（※令和2年10月31日時点の会員） 参加費：3,000円 

③沖縄県介護支援専門員協会特別会員・賛助会員（※令和2年10月31日時点の会員） 参加費：3,000円 

④協賛・広告掲載団体・企業関係者 参加費：3,000円 

⑤その他医療・介護・福祉に興味のある方（①②③④以外・非会員） 参加費：4,000円 

⑥医療・介護・福祉に興味のある学生の方（⑤のうち、学生の方） 参加費：1,000円 

※お申込み後、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。 

※参加費の領収書につきましては、発行いたしません。振込の控えをもってかえさせていただきます。 
 



 

- 2 - 

オンライン参加  

●オンラインツール「Zoom」を活用した開催・参加となりますので、ご自宅や勤務先のデバイス（パソコン・タ

ブレット・スマートフォン）からご参加いただけます。 

●オンライン参加における定員は設定しておりません。多数のお申込み・ご参加をお待ちしております。 
 

〔オンライン参加に関する注意事項〕 
●当日ご使用されるデバイスにオンラインツール「Zoom」をインストールしていただくなど「事前準備」が必要となります。

申込完了後に、別途メールにてご案内させていただきますので、ご準備お願いいたします。 

●インターネット環境（有線LANケーブル・Wi-Fi環境）について 

※ZOOMのビデオ会議は1時間あたり約800mbの通信容量を消費します。 

スマートフォン等の契約内容によっては、すぐに容量オーバーする可能性があります。 

自宅や職場でのWi-Fi環境下での参加を推奨するとともに、通信環境の安定性の確保のため、有線LANケーブルを繋いだ

状態でのパソコンからの参加をより強く推奨します。 

※通信料は、参加者負担とさせていただきます。ご使用の端末のご契約内容等にてご確認ください。 

●通信の不具合や何らかの理由で通信が中断してしまう場合もございます。その場合は、再度入室していただくか、もしくは、

後日、大会の動画を掲載したURLをご案内いたしますので、一定期間ご覧いただくことができます。 
 
 
視聴会場参加  

〔沖縄県以外の都道府県参加者・視聴会場〕 

アイム･ユニバースてだこ 小ホール（沖縄県浦添市仲間1-9-3  ※旧：浦添市てだこ小ホール） 

定員：130名 

〔沖縄県内の参加者・視聴会場〕 

沖縄県総合福祉センター 東棟3階 視聴覚室（沖縄県那覇市首里石嶺町4-373-1） 

定員：30名 
 

〔視聴会場参加に関する注意事項〕 

●オンライン開催となるため、視聴会場（パブリックビューイング）を設けています。申込先着（希望）にてご入場いただけま

すが、定員に達し次第、視聴会場参加は締め切らせていただきます。また、会場の状況より定員は変動する場合がございます。 

●感染症拡大対策として、沖縄県以外の都道府県参加者・沖縄県内の参加者で、会場を分けてご案内しております。各会場の「感

染拡大予防ガイドライン」及び「沖縄県主催イベント等実施ガイドライン」に沿って開催いたします。 

●視聴会場への参加者は、マスク着用・手指消毒等の感染予防対策 及び、「健康状態申告書（指定様式・後日メールにて送付）」

を受付にてご提出ください。 

●新型コロナウイルス感染症の影響により、大会当日、会場の使用が出来なくなる場合は、「オンライン参加」に切り替えてい

ただくか、もしくは、後日、大会の動画を掲載したURLをご案内いたしますので、一定期間ご覧いただくことができます。 

※大会当日に体調不良を感じた方におかれましても、ご来場を控えていただき、同様にご対応お願いします。 
 
 

お申込について  

●「開催要項」をご確認いただき、以下のURLもしくは右記QRコードよりお申

込みください。（所要時間：5～8分程度） 

【URL】https://www.okicare.jp/node/542 

●お申込みの際に、参加費のお支払い方法について、「カード決済」または「コン

ビニ決済」をお選びいただけます。 

●お申し込み後に、申込完了メール及び、入金のご案内が届きますのでご確認のう

え、期日までに参加費のお支払いをお願いします。 

●入金確認後に、ZOOM への招待メールが届きますので、このメールは大切に保管下さい。（当日は招待メール

に記載されている URL より大会にご参加いただけます。） 

●視聴会場への参加希望者には、参加証をメールにて送付させていただきます。 
 

 
 
 

申込期限 令和 2年 12月31日（木）必着  振込期限 令和 2年 12月 31日（木）厳守 

https://www.okicare.jp/node/542
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お申込みから参加までの流れ  

●上記のURLまたはQRコードへアクセスし、お申し込みください。お申込み・参加費のお支払完了時点で、参

加決定となります。後日、事務局より参加証やオンライン受付に係るご案内等をメールにて送信いたします。 

●視聴会場にて参加希望の方におかれましても、会場が使用できなくなった場合等の不測の事態に備え、オンラ

イン参加を可能にするため、Zoomへの招待メール等を送付いたします。 

●お申込みにて登録したメールアドレスへ、大会当日までに随時、ご案内や通知等を送付予定です。こまめにメ

ールのご確認をお願いいたします。 

●お申込み後に届く「確認メール」や「招待メール」、事務局からのご案内メールは、大会当日まですべて大切

に保管し、いつでも確認できるようにしておいてください。 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

   
 
※本大会は「主任介護支援専門員更新研修」要件にあります職能団体等が開催する法定外の研修に該当します。 

 
 

大会抄録・資料について  

●参加決定者の皆様へ、大会抄録・資料のデータをメールにてご案内させていただきますので、各自ダウン

ロード、もしくはプリントアウトのうえご参加ください。 

●大会当日に会場での配布や、欠席者への郵送でのご案内等はいたしかねますので、ご注意ください。 
 
 

個人情報の取扱い  

 ご提供いただいた個人情報は、大会実施に必要な範囲に限って利用させていただきます。 
 
 
オンライン研修受講者利用規程について  

 当協会オンライン研修受講者利用規程について、以下のURLよりお申込みの前に必ずご確認ください。申込

時点で、本規程に同意したものとして受付いたします。 

【URL】https://www.okicare.jp/sites/default/files/users/3/202010/3_OnlineKitei_202008.pdf 
 
 
参加費の払い戻し（欠席・キャンセル・中止）  

●お申込み後、既にお支払いされました参加費の払い戻しは致しません。当日に欠席・キャンセルの場合も返金いたし

かねます。 ※後日、大会の動画を掲載したURLをご案内し、一定期間ご覧いただけるよう対応いたします。 

●新型コロナウイルス感染状況に応じて、延期・中止となった場合も払い戻しは致しませんので、ご了承ください。中

止となった場合は、資料のみのご案内といたします。 

●新型コロナウイルス感染症の影響により、大会当日、会場の使用が出来なくなる場合は、視聴会場への参加を中止と

させていただきます。 その場合、「オンライン参加」に切り替えていただくか、もしくは、後日、大会の動画を掲

載したURLをご案内いたしますので、一定期間ご覧いただくことができます。 

※大会当日に体調不良を感じた方におかれましても、ご来場を控えていただき、同様にご対応お願いします 

●オンライン参加において、通信の不具合や何らかの理由で通信が中断してしまう場合もございます。その場合は、再

度入室していただくか、もしくは、後日、大会の動画を掲載したURLをご案内いたしますので、一定期間ご覧いた

だくことができます。 
 
 
 

 

お申込み・ 

参加費のお支払い 

 

※ R2/12/31（木） 

期限 

【オンライン参加】 

事前登録完了メール 

(研究大会当日、このメールから参加) 

【視聴会場への参加】 

当日は資料を各自持参のうえ、視聴会場へ 

※新型コロナウイルス感染状況によっては、当日会場

が使用できなくなることもあります。 

 

R 3 / 1 / 1 5（ 金 ） 
 

大会へ参加 

https://www.okicare.jp/sites/default/files/users/3/202010/3_OnlineKitei_202008.pdf
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その他注意事項・ご案内  

（１）参加費の領収書につきましては発行せず、お支払いの控えをもってかえさせていただきます。 

（２）本大会は、主任介護支援専門員更新研修の受講要件「法定外の研修等」に該当します。主任介護支援専門

員更新研修の受講要件として有効な時間は、「基調講演」及び「シンポジウム」の合計3時間20分です。 

（３）参加証明書は、参加状況を確認し、後日メールにて交付いたします。 
 

〔大会当日の参加に関する留意事項〕 

●参加者による大会開催中の録画・録音は禁止とさせていただきます。また、SNSや掲示板等への書き込み

も禁止です。 

●運営側におかれましては、通信の不具合などの万が一に備え、大会の一部始終を録画しておりますが、参

加者のプライバシーにかかわるような内容の録画はいたしておりません。予めご了承ください。 

●視聴会場への参加者へ 

・大会開催中は、携帯電話・スマートフォンなどの機器は、電源をお切りになるかマナーモードに設定を

しくてださい。 

・講演、シンポジウム、公演などの開催中の会場退出・入場につきましては他の参加者の迷惑とならない

よう、ご配慮願います。 

・会場内での飲食は禁止です。飲食は、ロビーまたは屋外にてお願いいたします。また、ゴミなどは各自

お持ち帰りください。 

・喫煙所の設置はございません。館内・敷地内は全面禁煙となっております。 

・会場の空調は、お一人お一人の希望に沿うことができません。各自でご調整いただきますようお願いい

たします。 
 
 

申込み・お問い合せ先  

 一般社団法人 沖縄県介護支援専門員協会 事務局 

 〒903-0804 沖縄県那覇市首里石嶺町4-373-1 沖縄県総合福祉センター 東棟3階 309号室 

 TEL：098-887-4833  FAX：098-887-4834  E-mail：kenkyutaikai@okicare.jp 
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 

【 R3.1 .15（金）】 大 会 当 日 の 開 催 ス ケ ジ ュ ー ル 
 

時 間 内  容 

9：30 受付開始 （ 「Zoom」入室開始 / 「視聴会場」の開場 ） 

10：00 オリエンテーション 

10：30 

開会式 
 1．主催者挨拶 
 2．来賓挨拶（沖縄県子ども生活福祉部長） 
 3．来賓挨拶（浦添市長） 

11：00 
日本介護支援専門員協会活動報告（ 30分 ） 

講師： 柴口 里則 （日本介護支援専門員協会 会長） 

11：30 
基調講演（ 30分 ） 

講師： 土生 栄二 （厚生労働省 老健局長） 

12：00 お昼休憩（60分） 

13：00 

シンポジウム （ 2時間 40分 ： 休憩 20分除く ） 

 座長：島村 聡（沖縄大学 人文学部 福祉文化学科 教授） 

 シンポジスト：5名 
① 瑞慶覧 敦子（利用者・家族） 
② 新屋 洋平 （医療法人沖縄徳洲会 中部徳洲会病院 在宅・緩和ケア科 医師） 
③ 中村 丘学 （那覇市地域包括支援センター松川 センター長） 
④ 花城 周作 （居宅介護支援事業所たんでぃがーたんでぃ） 
⑤  調整中  （熊本県・介護支援専門員） 

16：00 休憩（ 10分 ） 

16：10 公演（ 30分 ） 

16：40 
次回開催県あいさつ（ 10分 ） 

 大分県介護支援専門員協会（ＰＲ動画） 

16：50 閉会式 

17：00 大会終了 
 
 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 

※上記スケジュールは、当日の進行状況によって変更になる場合もございます。予めご了承ください。 
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【沖縄県以外の都道府県参加者・視聴会場】 

アイム・ユニバースてだこ 小ホール（沖縄県浦添市仲間1-9-3） 

周辺図・駐車場案内・アクセス 

 
【 ※ 】 事前に、インターネットで検索されることをお勧めいたします。 

【 車 】 ※無料駐車場あり 

・那覇空港発（約３０分） 国道３３０号線（バイパス）を北へ12㎞ 

【バス】 

バス停「美術館前」 

   那覇バスターミナル発 ５５番 牧港線、 ５６番 浦添線 

   馬天営業所発 ９１番・１９１番 城間線 

バス停「大平」 「浅野浦」 

   那覇バスターミナル発 ２１番 新都心具志川線 

  ８８番 宜野湾線、 ９０番 知花線 

 ９８番 琉大線、 １１２番 国体道路線 
 

［2020年7月調べ］ 
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【沖縄県内の参加者・視聴会場】 

沖縄県総合福祉センター 東棟３階 視聴覚室（沖縄県那覇市首里石嶺町4-373-1） 

周辺図・駐車場案内・アクセス 

 

【 ※ 】 事前に、インターネットで検索されることをお勧めいたします。 

【 車 】 ※無料駐車場あり 

・那覇空港発（約４０分） 県道２２２号経由   ・名護市許田（約６０分） 沖縄自動車道（有料）利用 

【沖縄都市モノレール（ゆいレール） 】 

・「石嶺駅」で下車、石嶺小学校向けへ約６５０m。徒歩９分。 

【バス】 

バス停「総合福祉センター」停留所で下車（徒歩で約1分） 

   那覇バス 市内線 ３番 石嶺おもろまち線 

「石嶺」停留所で下車、東方へ約５００ｍ（徒歩で約５分） 

   那覇バス 市内線 ９番 小禄石嶺線、 １１番 安岡線、 １７番 石嶺開南線 

 バス停「厚生園入口」停留所で下車、南方へ約８００ｍ（徒歩で約７～８分） 

   那覇バス 市外線 ２５番 普天間空港線、 ９７番 琉大線 
 

［2020年7月調べ］ 
 



 



                                     

一般社団法人沖縄県介護支援専門員協会        

オンライン研修受講者利用規程   

 

一般社団法人沖縄県介護支援専門員協会(以下「当法人」という。) が配信するオンラインによ

る研修 (以下「本研修」) の利用について定める。 

 

第１条(本研修の利用申込及び受講料の支払い) 

１ 申込者（当法人指定の方法で本規程に同意し、本研修に申込みを行った者をいう。）は、当法人

所定の方法に従い受講手続きを行うものとする。 

２ 受講料（本研修を利用するために申込者が支払う、本研修に係る対価をいう。）は、前頂の受講

手続き後、指定する期限及び金額を指定の方法により支払うものとする。支払いに伴う手数料は

申込者の負担とする。 

 

第２条(本研修利用のための視聴環境等) 

  本研修を受講するにあたり、必要な視聴環境(パソコン等のハードウェア、ブラウザ等のソフトウ 

ェア、通信環境等)は、受講者（本研修の受講が決定された者であり、かつ有料研修の場合は受講料を

期限までに支払った者をいう。）の負担及び責任において準備及び維持するものとする。 

 

第３条(ログイン用 ID 及びバスワ-ドの管理) 

１ 当法人は、各受講者に 1人分のログイン用 ID及びパスワードを本研修開催の前日までに発行す

る。 

２ 受講者は、ログイン用 ID及びパスワードを用いることによってのみ本研修を利用できるものと

する。 

３ 受講者は、ログイン用 ID及びパスワードが第三者に漏洩しないよう管理し、ログイン用 ID及

びパスワードが第三者に漏洩してしまった場合は、直ちにその旨を当法人に連絡するものとする

る。 

 

第４条（権利・帰属・著作権) 

 １ 当法人が本研修で提供する研修内容に対する著作権は、当法人または正当な権利を有する権利

者(講師)に帰属され、受講者による次の各号の行為を禁止する。 

（１）本研修で提供される研修内容の一部又は全部を当法人に無断で録画・転載する行為 

（２）本研修で提供される研修内容の一部又は全部を当法人に無断で改変、若しくは要約して印刷

物若しくは電子媒体に掲載する行為 

（３）その他当法人に帰属する著作権を侵害する行為 

（４）本研修で当法人が発行したログイン用 ID及びパスワードを貸与、名義変更、譲渡、売買等

する行為 

２ 受講者による前項各号のいずれかに該当する行為があった場合、当法人は、受講者に対し、本

研修の利用を停止する。 

 

第５条(利用の停止等) 

１ 受講者が、次の各号のいずれかの事由に該当する場合、当法人は、事前に通知又は催告するこ

となく、当該受講者による本研修の利用を一時的に停止し、または全停止することができる。 

（１）本規程のいずれかの条項に違反した場合 



（２）当法人に提供した申込みの記載事項の全部、又は一部につき虚偽があった場合  

（３）その他、当法人が受講者による本研修の利用継続が適当でないと判断した場合 

２ 当法人は、前項に基づき当法人が行った行為により受講者に生じた損害について、一切の責任を

負わない。 

 

第６条(免責事頂) 

１ 当法人は、本研修の利用により発生した受講者の損害について、一切賠償の責任を負わないもの

とする。 

２ 受講者が、本研修を利用することにより他人に対して損害を与えた場合、自己の責任により解決

するものとする。 

３ 当法人は、受講者の通信回線、コンピューターの障害による本システムの中断、遅滞および中止

等により生じた障害について、一切の責任を負わないものとする。 

 

第７条(本研修の内容の変更、終了) 

当法人は、当法人の都合により、本研修の内容を変更し、または提供を終了することがある。当法 

人が本研修の提供を終了する場合、当法人は受講者に事前に通知する。 

 

第８条(禁止事項) 

受講者は、本研修の利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為を禁止する。 

（１）法令に違反する行為、または犯罪行為に関連する行為 

（２）当法人及び本研修の講師その他関係者に対する詐欺又は脅迫行為  

（３）公序良俗に反する行為 

（４）当法人及び本研修の講師その他関係者の知的財産権、肖像権、ブライバシーの権利、名誉、

その他の権利または利益を侵害する行為 

（５）本研修の運営を妨害するおそれのある行為 

（６）当法人のネットワークまたはシステム等に不正にアクセスし、または不正なアクセスを試み

る行為 

（７）第三者に成りすます行為 

（８）本研修の他の受講者の IDまたはパスワードを利用する行為 

（９）本研修の他の受講者の情報の収集 

（10）当法人及び本研修の講師その他関係者に不利益、損害、不快感を与える行為 

（11）反社会的勢力等への利益供与 

（12）前各号の行為を直接又は間接に惹起し、または容易にする行為 

（13）当法人の許可なく、勝手に退席する行為 

(14) その他、当法人が不適切と判断する行為 

 

第９条(受講者により受講の解除) 

受講者は、受講者自身の都合等により、受講を解除又は中途解除することはできない。本研修を受講 

者自身の都合で視聴しなかった場合、受講料は返金しない。 

 

第 10 条(規程外の定め) 

この利用規程に定めのない事項については、民法等の法令によるほか、受講者と当法人との間で誠意 

を持って協議し、解決するものとする。 

(令和２年８月 制定) 


