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大会テーマ

大会趣旨

　「地域共生社会」の構築に向けて、我々ケアマネジャーには介護保険制度にとどまらない制度横断的な
ケアマネジメント実践が求められています。また、利用者一人ひとりの価値観やその個別性に寄り添い、
その人らしい生活、人生の実現を専門職として支えていく姿勢も求められます。
　同時に、ニッポン一億総活躍プランにおいて、自立支援と介護の重度化防止の推進を目的として「適切
なケアマネジメント手法の策定」がすすめられ、持続可能な介護保険制度の運用にむけた適正かつ根拠に
基づく科学的な実践が求められています。
　このような社会動向において、科学的根拠と個別性に基づくプロフェッショナルとしてのケアマネジメ
ントのあるべき姿について考える場となるよう、本大会を開催します。

日　時

　2021（令和３）年10月23日（土）９：15～17：00

会　場

　会場参加とオンライン参加のハイブリッド方式で開催します。
　　別府国際コンベンションセンター B-Con Plaza フィルハーモニアホール
　　〒874-0828　大分県別府市山の手町12-1

定　員

　700名（会場300名　オンライン400名）

参加費

　・日本介護支援専門員協会会員　4,000円　　・一般（非会員）　8,000円　　・学生　1,000円

主　催

一般社団法人日本介護支援専門員協会
特定非営利活動法人大分県介護支援専門員協会（開催県）
公益社団法人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
一般社団法人長崎県介護支援専門員協会・一般社団法人熊本県介護支援専門員協会
一般社団法人宮崎県介護支援専門員協会・特定非営利活動法人鹿児島県介護支援専門員協議会
一般社団法人沖縄県介護支援専門員協会

地域共生社会におけるケアマネジメントのあり方とその可能性
多様性社会とケアマネジャーの技

わざ
・術
すべ
・力
ちから
　

～すべては国民の笑顔のために！～

第13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 おんせん県おおいた 開催要綱
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後　援（予定）

大分県・別府市・社会福祉法人大分県社会福祉協議会・公益社団法人大分県老人保健施設協会・大分県老
人福祉施設協議会・一般社団法人大分県医師会・一般社団法人大分県歯科医師会・公益社団法人大分県薬
剤師会・公益社団法人大分県看護協会・公益社団法人大分県理学療法士協会・公益社団法人大分県作業療
法協会・公益社団法人大分県言語聴覚士協会・一般社団法人大分県歯科衛生士会・公益社団法人大分県栄
養士会・公益社団法人大分県社会福祉士会・一般社団法人大分県介護福祉士会・大分県精神保健福祉士協会・
一般社団法人大分県医療ソーシャルワーカー協会・大分合同新聞社・ＯＢＳ大分放送・ＴＯＳテレビ大分

プログラム

時　間 内　　　容

8：15 受付開始　※オンライン参加者も8：15より受付開始

9：15 開会セレモニー　大分県立中津北高等学校 書道部（書道パフォーマンス）

9：40

開会式
主催者挨拶　　日本介護支援専門員協会会長　　　柴口　里則
　　　　　　　大分県介護支援専門員協会理事長　工藤　修一
来賓挨拶　　　大分県知事　　　　　　　　　　　広瀬　勝貞　氏
　　　　　　　別府市長　　　　　　　　　　　　長野　恭紘　氏
　　　　　　　大分県医師会長　　　　　　　　　近藤　　稔　氏

10：10 講演①　　　　講師　厚生労働省老健局 認知症施策・地域介護推進課（予定）

11：10 休憩

11：15 講演②　　　　講師　大阪市立大学・大学院 生活科学部・生活科学研究科
　　　　　　　　　　教授　岡田　進一　氏

12：15 昼食・休憩

13：00 特別イベント　エイトブリッジ　Live

13：15 講演③　　　　講師　県立広島大学保健福祉学部人間福祉学科
　　　　　　　　　　教授　金子　　努　氏

14：15 休憩

14：25

シンポジウム「 地域共生社会の構築に向けて、プロフェッショナルとしての“ケアマネジ
メント実践及び多様な専門職実践”について考える（仮）」

座　　　　長：工藤　修一
アドバイザー：金子　　努　氏
発 　表 　者：大分県高齢者福祉課
　　　　　　　　「 行政の立場からケアマネジャーを取り巻く社会情勢と課題・役割について（仮）｣
　　　　　　　宮崎県介護支援専門員協会
　　　　　　　　「プロフェッショナルとして専門職団体が果たすべき使命について（仮）」
　　　　　　　長崎県介護支援専門員協会
　　　　　　　　「 科学的根拠と個別性の狭間に生じるジレンマについて実践事例から考える（仮）」
　　　　　　　大分県介護支援専門員協会
　　　　　　　　「人材育成及びケアマネジャーの自律性に向けた取り組みについて（仮）」

16：25 日本介護支援専門員協会 活動報告

16：45 次年度開催県挨拶　宮崎県介護支援専門員協会（全国大会及びブロック大会）

17：00 閉会　　　　　　　大分県介護支援専門員協会副理事長　木下　昭生
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会場参加について（会場参加の方）

（お申込み）
※５頁の「５ お申込み・お支払いについて」をご参照ください。

○各種券類（参加券・昼食弁当引換券等）に関しましては大会当日までに事務局より郵送いたします。
○当日資料につきましては、大会当日に受付にて配布いたします。

配信について（オンライン参加の方）

○ 本大会ではWeb会議サービスツールZoomによる研修配信サービス「ウェビナー」を使用し、配信を
行います。

（お申込み）
※５頁の「５ お申込み・お支払いについて」をご参照ください。

（お申込みから参加まで）
○ お申し込みにてご登録いただいたメールアドレスへ、大会当日までに、ご案内（当日資料・連絡事項等）

や招待メールを送付いたしますので、随時ご確認ください。なお、大会資料等の郵送はいたしませんの
で、各自でダウンロードのうえ、お手元にご準備ください。

○ お申し込み後に届く事務局からのメールは、大会当日まで保管し、いつでも確認できるようにしておい
てください。

（大会当日）
○招待メールに添付されたURLをクリックしご入室ください。※当日は８：15より受付を開始いたします。
○ 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

みについても禁止とさせていただきます。

その他

○ オンライン参加につきましては、通信環境による不具合等で通信が中断することもあります。その際に
は再度ご入室くださいますようお願いします。

○ 本大会の参加者には「研修受講証明書」を発行します。会場参加の方には会場にて交付、オンライン参
加の方には大会終了後にメールにて交付いたします。

○ 会場は消毒、換気、飛沫防止、ソーシャルディスタンスの確保など新型コロナウイルス感染予防の
ための対策を徹底します。

○ 新型コロナウイルスの感染拡大状況により、会場での参加を中止し、ライブ配信へ切り替えていた
だく場合がありますので、あらかじめご了承ください。

　※開催形式変更の際には事前に大分県介護支援専門員協会ホームページにてお知らせいたします。
○ 会場参加の方で大会当日に体調不良を感じた方におかれましては、大会終了後に大会動画を掲載し

たURL（一定期間視聴可能）を参加者へメールにてご案内する予定ですので、後日、動画をご覧く
ださい。
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１　大会のご案内
（１）期　日　2021年10月23日（土）
（２）開催地　大分県別府市
（３）会　場　別府国際コンベンションセンター　B-Con Plaza　フィルハーモニアホール

２　大会参加費について

区　　分 大会参加費（会場参加・オンライン参加共通）

日本介護支援専門員協会会員 ４，０００円

一般（非会員） ８，０００円

学生 １，０００円

お申し込み後、すでにお振り込みされました参加費の払い戻しは行いません。

３　宿泊のご案内　【募集型企画旅行契約の部】
大会参加者用宿泊プランを下記にてご用意いたしました。
ご希望の方は宿泊施設をご入力ください。

【宿　泊　日】　2021年10月22日（金）・23日（土）※宿泊日数をお選びください。
【宿 泊 料 金】　朝食付、税金・サービス料を含む、１名様1泊あたりの料金です。
【添　乗　員】　同行いたしません
【最小催行人員】　１名様

宿泊施設名 申込番号 部屋タイプ 宿泊料金 大会会場からの
アクセス

西鉄リゾートイン別府 １ シングル 9,000円 車で約７分

ホテルサンバリーアネックス ２ シングル 
ツイン

8,500円
8,000円 車で約10分

ホテルAZ別府駅前店 ３ シングル 6,000円 車で約５分

※ご希望の宿泊施設はお申し込み順とさせていただきます。
※ご希望の宿泊施設が満室の場合は、代案をご案内いたします。
　また、状況により上記以外の宿泊施設をご案内する場合もありますことをご了承ください。
※２名１室をご希望される場合は、同室希望者名を申込サイトの所定欄にご入力ください。
※ 禁煙、喫煙室は数に限りがありご希望に添えない場合や、禁煙室は消臭対応の場合がありますの

で予めご了承ください。
※ 西鉄リゾートイン別府、ホテルサンバリーアネックスの乗用車駐車場は無料となっておりますが、

満車の場合近くの提携有料駐車場へのご案内となりますのでご了承ください。
※ホテルAZ別府駅前店には駐車場がございません。近隣の有料駐車場のご利用となります。

第13回 日本介護支援専門員協会
九州・沖縄ブロック研究大会 ㏌ おんせん県おおいた

参加・宿泊・昼食（弁当）等のご案内
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４　昼食（弁当）のご案内　【手配旅行契約の部】
【設　定　日】　2021年10月23日（土）
【場　　　所】　別府国際コンベンションセンター　B-Con Plaza　フィルハーモニアホール
【昼　食　代】　1,000円（税金・サービス料込）・お茶付
※大会会場周辺は食事施設が少ないため、事前のお申し込みをお勧めいたします。
※なお当日のお申し込みはできませんのでご了承ください。

５　お申込み・お支払いについて
大会専用ホームページよりインターネットにてお申し込みください。
お申込み期間　2021年８月２日（月）～2021年９月22日（水）
※お電話、FAXでのお申し込みは受け付けておりませんのでご了承ください。
大会専用ホームページ　https://www.mwt-mice.com/events/ocma2021
QRコード（スマホで簡単申込）

◆お支払いについて
　銀行振込/お申し込み後に表示されます請求額を指定口座へお振り込みください。
　※振込手数料はお客様ご負担となりますので、予めご了承ください。
　※領収書につきましては、振込の控えをもってかえさせていただきます。

６　お申込み後の変更・取消について
変更・取消は大会専用ホームページよりインターネットにてお願いします。
トラブル防止のため、電話での変更・取消はお受けできませんのでご了承ください。
⃝営業時間外の変更・取消は翌営業日の取り扱いとなりますので、ご注意ください。
⃝大会参加費につきましては、ご返金はございませんので予めご了承ください。
⃝変更・取消につきましては、下記の取消料を申し受けます。
⃝返金が発生する場合は大会終了後1ヶ月以内に処理させていただきます。
宿泊　【募集型企画旅行契約】

取消日 20～８日前 ７～２日前 前　日 当　日
（受付開始前迄）

受付開始以降
無連絡不参加

宿 　泊 20％ 30％ 40％ 50％ 100％

昼食（弁当）【手配旅行契約】

昼食（弁当） 無料 50％ 100％

７　その他のご案内
○募集型企画旅行契約
「宿泊プラン」は名鉄観光サービス㈱大分支店が旅行企画・実施するものであり、お申し込みいた
だくお客様は、当社と募集型企画旅行契約を締結します。詳しい旅行条件を説明した書面をお渡
しします。（基準日：2021年7月1日）
※大会実行委員会様を契約責任者として弊社と旅行契約を締結します。
※ 契約の内容条件につきましては、お申し込み前に当社の店頭またはホームページでも確認いた

だけます。
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名鉄観光サービスホームページ（http://www.mwt.co.jp）⇒TOPページ右下部⇒各種約款・条
件書等について⇒ご旅行条件書（国内・募集型企画旅行の部）

○手配旅行契約
「昼食弁当」は名鉄観光サービス㈱大分支店が旅行企画・実施するものであり、お申し込みいただ
くお客様は、当社と手配旅行契約を締結します。詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しします。（基
準日：2021年７月１日）
※大会実行委員会様を契約責任者として弊社と旅行契約を締結します。
※ 契約の内容条件につきましては、お申し込み前に当社の店頭またはホームページでも確認いた

だけます。
　  名鉄観光サービスホームページ（http://www.mwt.co.jp）⇒TOPページ右下部⇒各種約款・

条件書等について⇒ご旅行条件書（手配旅行の部）

○個人情報の取扱いについて
お申し込みに際して提出いただいた個人情報につきましては、お客様との連絡のためや宿泊・運
送機関等の提供するサービスの手配及び受領の為の手続きに利用させていただくほか、必要な範
囲内で当該機関等及び手配代行者に提供いたします。また主催者事務局に提出いたします。それ
以外の目的でご提供いただく個人情報は利用しません。
当社の個人情報の取扱に関する方針については、ホームページでご確認いただくか担当支店まで
お問合せください。  
名鉄観光サービスホームページ（http://www.mwt.co.jp）⇒TOPページ右下部⇒各種約款・条
件書等について⇒セキュリティー確保について

【お申し込み・お問い合わせ】
〒870-0035　大分市中央町1-1-5　大分第一生命ビルディング４階
観光庁長官登録旅行業第55号・日本旅行業協会正会員
総合旅行業務取扱管理者　山田　祐嗣

名鉄観光サービス株式会社　大分支店
担当：山田　祐嗣
TEL：097-534-7607・FAX：097-536-7390
E-mail :yuji.yamada@mwt.co.jp
受付時間：平日　09：30～17：00（土・日・祝日は休業）

 承認番号：S19-1001
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予約ホテル一覧（別府市内）
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別府国際コンベンションセンター
B-Con Plaza
〒874-0828　大分県別府市山の手町12-1
TEL：0977-26-7111　FAX：0977-26-7100

アクセス

　　　徒歩でのアクセス
ルート JR別府駅の西口を出て、西へ上り坂道1.3km

時　間 15～20分

　　　路線バスでのアクセス
【別府駅 ➡ ビーコンプラザ】

バス乗り場 JR別府駅西口①番乗り場（亀の井バス）

バスの番号 ３番（扇山団地行き）・36番（湯布院行き）・８番（スギノイパレス行き）

運賃・時間 片道￥170・約５分

下車時間 ビーコンプラザ前バス停

【ビーコンプラザ ➡ 別府駅】

ビーコンプラザの向かい側のバス停から「別府駅西口行き」のバスに乗車

　　　電車でのアクセス
新幹線（小倉乗り継ぎ）

新幹線（小倉乗り継ぎ）

日豊本線

日豊本線

日豊本線

久大本線

豊肥本線

5 時間 40 分
3 時間 10 分
1 時間 10 分
1 時間 10 分
3 時間 10 分
2 時間 35 分
2 時間 55 分

東京

新大阪

小倉

博多

宮崎

久留米

熊本

ビ
ー
コ
ン
プ
ラ
ザ

P

P

P
P

645 10

別府北浜空港
バス停（降車専用）

別府北浜空港バス停
（乗車専用）

駅前通り

富士見通り

青山通り

①地下駐車場
（58台）

トキハ
別府店

③別府公園東駐車場
　（普通360台、大型２５台）

④文化ゾーン
　臨時駐車場（約300台）

⑤芝広場
　臨時駐車場
　（約150台）

②野口原駐車場
（138台）

←別府 I.C 的ヶ浜公園

別府駅東口

JR別府駅
西口

別府市役所

しいきアルゲリッチハウス

別府市美術館

別府公園

幸
通
り

別
府
駅

P

別府国際コンベンションセンター
B-Con Plaza

①地下駐車場は1時間無料、以後1時間につき100円です。　②野口原駐車場は無料です。
③別府公園東駐車場は1時間無料、以後1時間につき110円（普通）、220円（大型）です。
④文化ゾーン臨時駐車場、⑤芝広場臨時駐車場は通常はご利用できません。
大型催事の際には駐車場として使用される場合がございますので、お問い合わせください。P

P

Welcome
Oita
Wonders

BEPPU
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　　　空港バス（エアライナー）
【大分空港 ➡ 別府】

バス乗り場
【１番乗り場】大分・別府
【２番乗り場】別府・大分、別府駅前

下車場所
【別府・大分行き】別府北浜で下車
【別府駅前行き】別府駅前で下車（※運休することがあります）

運賃・時間
【時間】約45分
【運賃】片道：1,550円　２枚券：2,600円　４枚券：4,200円

備考 大分空港バス　総合案内（※時刻表等、最新情報を確認ください）

【別府 ➡ 大分空港】

バス乗り場　「別府北浜バス停」：トキハ別府前のバス停で乗車ください

　　　船

　　　自動車

　　　飛行機

フェリーさんふらわあ

宇和島運輸

ANA・JAL・SNA

JJP

IBEX

ANA・JAL・IBEX

JJP（運休）

11 時間 30 分
  2 時間 40 分

2 時間

2 時間

3 時間

30 分
約 10 分

1 時間 45 分
2 時間

1 時間 15 分
1 時間   5 分
1 時間   5 分

大阪

羽田

八幡浜

成田

伊丹

中部

関西

ビ
ー
コ
ン
プ
ラ
ザ

大
分
空
港

別府

別府

福岡（135㎞）

小倉（90㎞）

大分（12㎞）

熊本（147㎞）

別府IC
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BEPPU

利用者の自立（自律）支援と介護支援専門員の自律支援

OCMA Oita Care Manager Association

特定非営利活動法人
大分県介護支援専門員協会




