
札幌市介護支援専門員連絡協議会は、介護保険制
度創設当初より札幌市の介護支援専門員のつながり
と連携のために発足されました。1999 年に発足し、
今年で 23 年目を迎えます。諸先輩方の築かれた当
会を引継ぎ、更なる新たな時代への変革と多様性へ
の対応を念頭に、介護支援専門員を支える活動を私
たちの地域（札幌）で展開していくことを目指しま
す。 
 諸先輩及び由井前会⻑が築き上げたシステム・枠
組みをもとに、WITH コロナの時代の流れに即し
た活動を行ってまいります。 
 具体的には昨年度から取り組んでいる研修システ
ムの導入（ZOOM 研修のシステム化・IT 予約シス
テムなど）と今後のハイブリット研修に向けた準
備。そして、SNS を活用した情報発信の充実。会
員にとって資質向上の機会を十分に活用していただ
ける研修のバリエーション化などを引き続き活動の
基盤として進めます。 
 会員の皆さまにおかれましても、集合形式での研
修や会合が激減し、横の繋がり、顔の見える連携が
なかなか取れず、やりきれない思いもおありだと思
いますが、会員の皆さまの声を吸い上げ、ご意見を
反映できるような会の運営を引き続き行っていきま
すので、忌憚のないご意見ご助言をいただけると幸
いです。 
 
 私個人といたしましては、諸先輩と若い世代の橋
渡し的な存在で、どんどん若い力とアイディアを取
り入れ、次なる世代の介護支援専門員の底上げをで
きる職能団体として札幌市・北海道に根差した活動
のできる職能団体を目指したいと考えております。
その一つとして北海道介護支援専門員協会との連携
も重要なポイントとして考えております。介護支援
専門員が自分自身の職域や存在価値を高め地域に貢

献できるためには、やはり日本協会とつながり、介
護保険制度に対して処遇の改善や制度の改正への対
応力が重要になります。今回の役員改選において
は、北海道介護支援専門員協会の会⻑・副会⻑も
市選出理事に参加いただき、協力体制の強化と札幌
市以外の道内の各市町村との情報共有も行える広い
視野をもち、北海道の中心都市の職能団体としての
機能と役割を果たしていくように努めます。 
  
 当会も 23 年の歴史の中での様々な課題や運営上
の不具合もコロナ禍の影響で浮き彫りになりまし
た。会員の皆さまにも今までと会の運営が違う
な・・・と感じている方もいらっしゃると思われま
すが、一つずつ解決しながら、新しい会の在り方を
見据え、札幌市⺠・当会会員の皆さまに還元できる
ような職能団体を継続し運営していきます。 
 皆様のご健勝とご発展をご祈念申しあげますとと
もに、今後も引き続き、当会の活動に対し、積極的
な参加をしていただき、共に札幌市の介護支援専門
員を盛り上げていきましょう！！よろしくお願いい
たします。 

令和 4 年 5 月 21 日（土）13 時 30 分から令和 4
年度総会を開催いたしました。 
前年度と同様に新型コロナウイルス感染症対策と
して、ZOOM による WEB 参加及びインターネット
による出席をお願いし、648 名の参加をいただき、
総会の成立要件の定足数を満たすことができました。 
総会では、令和 3 年度事業報告及び決算報告の承認、
令和 4 年度事業計画及び決算計画の承認、役員改選
も滞りなく行われ無事終えることができております。
会員の皆さまのご理解とご協力に感謝申し上げます。 
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区選出理事 中央区支部長<再> 

小川 美穂  

① 網走市 
②

 
③沖縄離島めぐり 
（全島制覇） 

④旅行、スキューバダイビング 
⑤ケアプランセンターあまね 
⑥

 

区選出理事 東区支部長<再> 

加藤  亮  

①千葉県館山市 
②

 
③動けないけど 2 分 

だけでもバスケッ 
トボールを 

④NBA に詳しくなった 
⑤居宅介護支援事業所栄町 
⑥世界を平和に 

区選出理事 白石区支部長<新> 

豊年 博之  

①洞爺湖町 

②プリン､ゼリーを 
お風呂いっぱい 

③禁煙 
④球技全般、麻雀 
 

⑤居宅介護支援事業所あおい 
⑥

区選出理事 北区支部長<再> 

若狭 敬志  

①秋田県能代市 
②寿司(

) 
③禁煙！！ 
④
 

⑤相談センター「レイル」 
⑥

区選出理事 豊平区支部長<再> 

副会長(兼務) 大木 雅広  

①札幌市 
②ようかん 
③マチュピチュに 

行きたい 
④オカルト好き 

 
⑤ケアプランセンターふれあい 
⑥ケアマネの皆さまに有益や興味の 

ある広報活動を充実させ、会員増
加できるよう頑張りたいです！ 

区選出理事 厚別区支部長<新> 

酒井  崇  

①風連町 
②妻のおにぎり   
③エクササイズ 
④息子の野球観戦 

 
 
⑤ケアプランセンターラビネス 
⑥俺は俺の責務を全うする！！ 

区選出理事 西区支部長<新> 

佐藤 洋人  
①ボストン（ｱﾒﾘｶ） 
②ジンギスカン 
③ZOOM を活用し 

た交流会など 
④コロナ前はよくサ 

ッカ―をしていま 
した。

 
⑤五天山園居宅介護支援事業所 
⑥

 

区選出理事 清田区支部長<再> 

今里 一章  

①岩見沢市 
②おいしいお刺身 

③

 
④ファミキャン・釣れない釣り 
⑤居宅介護支援事業所秀樹園 
⑥コロナに負けず、みんなで頑張り 

ましょう 

区選出理事 南区支部長<新> 

中野 善夫  
①札幌市（東区） 
②妻手作りのカレー 

ライス 
③ハーフマラソン 
④コンサドーレ観戦 

子供との公園巡り 
 

⑤和幸園指定居宅介護支援事業所 
⑥札幌市、特に南区の会員の皆さま

への素敵で有意義な情報を届けて
いきたいと思います。 

区選出理事 手稲区支部長<新> 

曽我部 究  

①札幌市 
②山わさびと蕎⻨ 
③チャレンジしてみ 

たいことを考える 
ことにチャレンジ 

④ ｽｷｰ 
 
⑤愛輪園居宅介護支援事業所 
⑥どうぞよろしくおねがいします。 

市選出理事 <再> 

会 長  長崎 亮一 

①北海道森町 
②かつ丼・カツカレー 
③毎日がチャレンジです 
④散歩・家事全般 
(特に料理が大好きです) 
 

⑤居宅介護支援事業所ら・せれな 
⑥大任ではありますが、自分らしく札幌

市らしい職能団体を目指せるよう精進
します 

市選出理事 <再> 

事務局長  鈴木 信博 

①苫小牧市 
②卵かけごはん 
③当会の事務局⻑と 

して業務を全うし 
たい 

④最近は電気風呂め 
ぐり 

⑤札幌市社会福祉協議会地域包括部 
⑥  

市選出理事 <再> 

副会長  大島 康雄 

①士別市 
②マグロの美味しい 

い赤身の寿司 
③血圧が安定するよ 

う
④ビールを飲むこと 

⑤さっぽろ社会福祉士事務所 
⑥利用者・家族の方が今より幸せに 

なれる地域にしたい 

市選出理事 <再> 

副会長  尾崎  哲 

①札幌市 
②最高級 TKG+海苔 
③フリスビー犬 
④特技も自慢もない 

ですが、ボルゾイ 
飼ってます♡ 

⑤居宅介護支援事業所ら・せれな 
⑥10 年後に札幌市の介護支援専門員

はいいね！といわれるよう頑張り
ます 

市選出理事 <新> 

伊藤 和哉 

①札幌市 
②焼肉 
③革靴の鏡面磨き 
④時計や靴の磨き 

 
 
⑤指定居宅介護支援事業所東札幌 
⑥

市選出理事 <新> 

高松  誠 
①生まれは東北､ 

育ちは石狩 
②妻の手料理 
③ラーメン二郎でマ 

シマシを完食 
④ライブ遠征 

⑤ケアプランセンター幸寿 
⑥

市選出理事 <新> 

和田 賢太 
①十勝を転々として 

おりました 
②最後にならないと 

分からないです 
③
④折れない心・運が 

いいところ 
⑤JCHO 北海道病院居宅介護支援セ 

ンター 
⑥現場の声が職能団体に届くように 

頑張りたい 

市選出理事 <新> 

東  幸智 
①札幌市 

②やはり｢白飯｣です 
③健康な体づくり 
④

 
⑤えーるケアプランセンター 
⑥

 

新体制スタートに

あたり、理事の

「素顔」をご紹介

いたします。 

より知っていただくた

めにインタビューを行

いました。 

① 出身地 
② 人生最期に食べたいもの 
③ チャレンジしてみたいこと 
④ 趣味･特技･自慢できること 
⑤ 所属事業所 
⑥ 抱負など一言 
 
 
<再>  

<新>  

 
令和４年５月 21 日の定時総会で、新体制が決定しました！！ 



 
 

 
 
 
精神または身体に著しく重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を必要としている、在宅

で生活をする方を対象に『特別障害者手当』という制度があります。 
 対象となる方は、重度の障がいが固定していることが前提となりますが、障がい者手帳の所持が必須では
ないほか、年齢の上限もありませんので、介護や支援を必要としている方やそのご家族からご相談があった
際には、この制度についてご案内いただけますと幸いです。 
 

＿対象となる方について  

※ 施設に⼊所している場合や、⻑期（３か⽉以上）⼊院している場合は、手当の支給対象となりません。 
 

＿所得制限限度額について  

 特別障害者手当には所得制限があります。受給資格者となる方や配偶者、扶養義務者に限度額を超えてい
る方がいると、障がいの要件が手当に該当していても、手当の支給が停止されます。 
 

＿認定診断書について  

 特別障害者手当の申請にあたっては、各部位ごとの専用の「認定診断書」をご提出いただくことが原則と
なりますので、下記ホームページより印刷してご使用ください。 
 なお、身体障害者手帳等の提示により診断書の提出を省略できることがありますので、事前に各区保健福
祉課にご相談ください。 

 

所得制限限度額や認定基準などの詳細は 
 

 

 

 

対象となる方 
精神または身体に重度の障がいがあるため、日常生活で常時の介護が

必要な状態にある在宅※の２０歳以上の方 

対 象 年 齢 ２０歳以上 

手 当 支 給 額 

（令和 4 年度） 

月額２７，３００円 

（5 月、8 月、11 月、2 月にそれぞれの前月分までが支給されます） 

手当の認定基準 
障害部位別に認定基準がございますので、札幌市ホームページをご覧

ください。 

札幌市 特別障害者手当 検索 

札幌市からのお知らせ 
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（PDF） 

特障手当の認定基準は 
13 ページ以降をご覧下さい 


