2020 年 大阪介護支援専門員協会 堺ブロックにおける協会員からの組織提言への連絡先について
地域包括ケアシステム

地域介護サービス運営

高齢者のネットワーク

がん診療に関するネットワーク

難病支援

医療と介護連携

に関する事、お問い合わせや進言等がございましたら下記までご連絡下さい。

堺市地域包括ケアシステム審議会・堺市社会福祉審議会
『堺市地域包括ケアシステム推進条例』策定に伴い設置されている審議会
『次期堺市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画』策定のための審議会
担当: 堺ブロック長 大谷 信哉 (ベルタウン介護相談センター)

堺市高齢者支援ネットワーク会議
・堺市全域における高齢者支援ネットワークに関する会議
担当: 大谷 信哉 ベルタウン介護相談センター メールアドレス

s_ohtani@yujinkai.com

メールアドレス s_ohtani@yujinkai.com

各区高齢者支援ネツトワーク会議
堺市地域介護サービス運営協議会
・堺市地域介護サービスの運営の在り方に関する協議会
担当: 中区副支部長 牧野 雄市 (ケアプランハウスクッキー)
メールアドレス makinoyuuichi@gmail.com

・堺市各区における高齢者支援ネットワークに関する会議
各区担当:
堺区支部長 白神 真奈美 (まみケアプランセンター)
メール oshoujicareservice@live.jp
西区支部長 高野 雄史 (ベルアンサンブル介護相談センター) t_takano@seichokai.or.jp
中区副支部長 牧野 雄市 (ケアプランハウスクッキー) メール makinoyuuichi@gmail.com

堺市難病支援連絡会
東区支部長 木元 佳苗 (あい・ねっとハマヤ居宅介護支援事業所)
・堺市難病支援に関する連絡会
担当: 美原区支部長 根来 宝 (S・B ケアサポート )
メールアドレス
takara.negoro@sb21.co.jp

南区支部長 小名 京子 (さつきケアプランセンター)

hamayoung0619@yahoo.co.jp

メール kona@satsuki.gr.jp

美原区支部長 根来 宝 (S・B ケアサポート) メール takara.negoro@sb21.co.jp

いいともネット(堺市における医療と介護の連携をすすめる関係者会議)

北区支部長 澁谷 弘枝 (パンジーケアプランセンター) メール pansy.cdn@kdp.biglobe.ne.jp

・堺市における医療と介護連携に関する関係者会議
担当 : 中区支部長 梶山 尚也 (特別養護老人ホームふれ愛の家)
メールアドレス fure1979@yahoo.co.jp

C・C コネット(堺地域「医療と介護の連携強化」病院連絡協議会)
担当: 北区支部長 澁谷 弘枝
メールアドレス
南区支部長 木元 佳苗
メ－ルアドレス

(パンジーケアプランセンター)
pansy.cdn@kdp.biglobe.ne.jp
(あい・ねっとハマヤ居宅介護支援事業所)
hamayoung0619@yahoo.co.jp

堺市医療圏がん診療ネットワーク協議会 (ACP-WG)
・堺市がん診療に関する協議会
担当: 西区支部長 高野 雄史 ベルアンサンブル介護相談センター
メ－ルアドレス
t_takano@seichokai.or.jp

2020 年 大阪介護支援専門員協会 堺ブロックにおける地域（区）別 協会員からの連絡先について
※ 協会員 ＝ 大阪介護支援専門員協会堺ブロック内支部所属の介護支援専門員に限ります
堺市堺区支部
堺区支部長 白神 真奈美 (まみケアプランセンター)
メール oshoujicareservice@live.jp

堺市北区支部
北区支部長 澁谷 弘枝 (パンジーケアプランセンター)
メール pansy.cdn@kdp.biglobe.ne.jp

堺市西区支部
西区支部長 高野 雄史 (ベルアンサンブル介護相談センター)
メール t_takano@seichokai.or.jp

堺市南区支部
南区支部長 小名 京子 (さつきケアプランセンター )
メ－ル kona@satsuki.gr.jp

堺市美原区支部
美原区支部長 根来 宝 (S・B ケアサポート)
メール takara.negoro@sb21.co.jp

堺市中区支部
中区支部長 梶山 尚也 (特別養護老人ホームふれ愛の家)
メール fure1979@yahoo.co.jp

堺市東区支部
東区支部長 木元 佳苗 (あい・ねっとハマヤ居宅介護支援事業所)
メール hamayoung0619@yahoo.co.jp

職能団体 (大阪介護支援専門員協会 堺ブロック)
※専門的資格を持つ者が、地域社会へ貢献するために、自己の専門性の維持・向上や、専門職としての待遇や利益を保持・改善するた
めの組織です。 各地域の現場で起こっている問題等 ございましたら、ご連絡下さい。
大阪介護支援専門員協会 事務局長
中辻 朋博 (特別養護老人ホームアリオン)
メールアドレス nakatsujitomohiro@gmail.com

堺ブロック長
大谷 信哉 (ベルタウン介護相談センター)
メールアドレス s_ohtani@yujinkai.com

介護支援専門員協会における３層構造による役割について

【堺市】

【大阪府】

【日本】

大阪介護支援専門員協会堺ブロック

公益社団法人大阪介護支援専門員協会

一般社団法人日本介護支援専門員協会

介護支援専門員に対する地域での活動支

地域支部の活動支援と介護支援専門員の

都道府県支部の活動支援と介護支援専門

援と環境作り

資質向上と業務支援

員の地位向上と制度設計

・介護保険事業計画策定過程での参画
・市町村行政との協議
・市町村の介護保険事業への提言
・地域の情報提供
・社会資源の開発
・地域課題の提言

・介護保険支援計画策定への参画
・都道府県行政との協議
・法定研修の実施
・資質向上への取り組み
・条例等への提言
・調査研究事業

・社会保障制度への参画
・制度改正及び報酬改定に対する提案
・各種研修体系整備
・調査研究事業の実施
・介護支援専門員に関わる社会的地位向上への取り組み

現場の意見を大阪府・国に提言する。 ※現場で起きている事を伝える

職能団体 (大阪介護支援専門員協会)
※専門的資格を持つ者が、地域社会へ貢献するために、自己の専門性の維持・
向上や、専門職としての待遇や利益を保持・改善するための組織である。

居宅支援事業所連絡会(ケアマネ連絡会)
※市町村レベルにおけるケアマネ事業所同士による連絡会

大阪介護支援専門員協会 堺ブロックにおける高齢者福祉会議等への協力状況について
堺市地域包括ケアシステム審議会
(堺市地域包括ケアシステム推進条例』策定に伴い設置されている審議会)
堺市老人施設部会、大阪介護支援専門員協会堺ブロック(大谷信哉 堺ブロック長)、堺市女性団体協
議会、堺市医師会、堺市薬剤師会、大阪府立大学地域保健学域、堺市民生委員児童委員連合会、浅香
山病院認知症疾患医療センター、堺市議会、関西大学人間健康学部、さかい有料老人ホーム・サ高住
連絡会、堺市歯科医師会、堺市社会福祉協議会、さかい地域包括・在宅介護支援センター協議会、堺
市老人クラブ連合会、大阪府訪問看護ステーション協会、狭山美原歯科医師会、堺市校区福祉委員会
連合協議会、堺市自治連合会、近畿大学建築学部、堺市老人介護者(家族)の会

いいともネット

現場からの意見を集約

(堺市における医療と介護の連携をすすめる関係者会議)
堺市医師会、堺市歯科医師会、歯科衛生士会、大阪府訪問看護 ST 協会堺ブロック、大阪介護支援
専門員協会堺ブロック(大谷信哉 堺ブロック長、梶山尚也 中区支部長)、介護支援ネットワーク
協議会・さかい、認知症疾患医療センター、CC コネット、堺市社会福祉協議会、さかい地域包括・
在宅介護支援センター協議会、堺市長寿社会部地域包括ケア推進課・介護保険課・医療推進課・堺

堺市社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会
【堺市社会福祉審議会】審議委員
大阪介護支援専門員協会堺ブロック(大谷信哉 堺ブロック長)

提案と報告
堺市高齢者支援ネットワーク会議
堺市全域・・・堺市医師会、堺市歯科医師会、狭

堺市地域介護サービス運営協議会

山美原歯科医師会、堺市薬剤師会、大阪介護支援
専門員協会堺ブロック(大谷信哉 堺ブロック長)、

堺市地域介護サービスの運営の在り方に関する
協議会

さかい地域包括・在宅介護支援センター協議会、
堺市社会福祉協議会、堺市自治連合協議会、堺市
校区福祉委員会連合協議会、堺市民生委員児童委
員連合会、大阪府警察、堺市立消費者センター、
堺市消防局、堺市医療推進課、堺市健康福祉局長
寿社会部介護保険課・介護事業者課・支援課・地
域包括ケア推進課

堺市社会福祉施設協議会、羽衣国際大学人間生
活学部、堺市老人介護者(家族)の会、堺市民生
委員・児童委員連合会、堺市社会福祉協議会、
大阪介護支援専門員協会堺ブロック(牧野雄市
中区副支部長)、大阪社会福祉士会、さかい・地
域包括在宅介護支援センター協議会

基幹型包括支援センター

各区高齢者支援ネツトワーク会議 (全区協力)
C・C コネット

(堺地域「医療と介護の連携強化」病院連絡協議会)

堺市内の病院、大阪府訪問看護ステーション協会堺ブロック、大阪介護支援専門員協会堺ブロック
(澁谷弘枝 北区支部長、 木元早苗 東区支部長)、さかい地域包括・在宅介護支援センター協議
会、堺市社会福祉協議会（基幹型包括支援センター）

堺市医療圏がん診療ネットワーク協議会
ACP ワーキンググループ
※堺市医療圏におけるアドバンスケアプランニ
ング(人生会議) を推進していくチーム
近畿中央呼吸器センター、堺市立総合医療センタ
ー、堺市医師会、堺市健康医療推進課、ベルラン
ド病院、大阪労災病院、耳原総合病院、大阪府訪
問看護協会、大阪介護支援専門員協会堺ブロック
(高野雄史 西区支部長、満薗貴司 西区理事)

各区(堺・中・美原・東・西・南・北)・・・各区毎に定期的に開催
堺市医師会、堺市歯科医師会、堺市薬剤師会、大阪介護支援専門員協会堺ブロック区支部長 ( 堺：白神
真奈美、中：牧野雄市、美原：根来宝、東：木元早苗、西：高野雄史、南：小名京子、北：澁谷弘枝)、在
宅介護支援センター、区自治連合協議会、区校区福祉委員、区民生委員児童委員協議会、区老人クラブ連
合会、堺警察署、区保健センター・区基幹型包括支援センター、区圏域地域包括支援センター

堺市難病支援連絡会
※堺市難病支援関する連絡会
堺市医師会、大阪訪問看護協会、大阪理学療法
士会、大阪作業療法士会、大阪言語聴覚士会、
堺市相談支援ネット、堺市社会福祉協議会、ベ
ルピアノ病院、大阪介護支援専門員協会堺ブロ
ック(根来宝、美原区支部長)、大阪難病医療情
報センター、堺市保健センター

各区高齢者関係者会議 (東区のみ協力)
大阪府社会福祉協議会、在宅介護支援センター、東基幹型包括支援センター、東区第 1・2 地域包括支援
センター、東区障害者機関相談センター、東区地域福祉課、東区保健センター、大阪府介護支援専門員協
会堺ブロック(木元早苗、東区支部長)、消防局、郵便局

個別レベル会議

※個別ケース等により協力

