全国地域包括・在宅介護支援センター協議会

平成 2８年度 全国地域包括・在宅介護支援センター研修会

開

催

要

綱

地域包括ケアシステムの深化と地域共生社会の実現に向けて
～地域包括・在宅介護支援センターの未来を考える～
１．主 旨
地域包括・在宅介護支援センターは、地域包括ケアシステム構築にあたって中核的な
機関として、誰もが安心して暮らし続けることのできる地域づくりに向け、さまざまな
役割を担っています。
そうしたなか、平成 28 年 7 月、厚生労働省に「我が事・丸ごと」地域共生社会実現
本部が設置され、その具体的な方策に向けた検討が進められています。また、一億総活
躍社会づくりが進められるなか、次期介護保険制度の見直しにおいても、介護離職の防
止に向けて、地域包括支援センターは土日祝日の開所や地域における相談会の開催等、
相談支援体制の強化等が求められています。
こうしたさらなる期待に応えるためには、地域課題やめざす地域の姿、そのなかでの
地域包括・在宅介護支援センターの役割を理解し、必要な体制を整えるとともに、市町
村をはじめ、地域の関係機関との連携を一層推進していく必要があります。
本研修会は、次期介護保険制度の見直しや地域共生社会の方向性を学びつつ、あらた
めて地域包括・在宅介護支援センターの役割や具体的な取り組みについて考えることを
目的に開催します。
２．主 催

全国地域包括・在宅介護支援センター協議会

３．期 日

平成 29 年 2 月 1 日（水）

４．場 所

全社協 灘尾ホール
〒100-8980 東京都千代田区霞が関 3-3-2 新霞が関ビル LB 階
TEL 03-3581-6502（高年・障害福祉部）

５．参加者

定員

10 時 00 分～16 時 40 分

300 名

(1) 本会会員センター（地域包括・在宅介護支援センター）職員
(2) 都道府県・指定都市地域包括・在宅介護支援センター協議会役職員
(3) 自治体職員、地域包括・在宅介護支援センター関係者、
居宅介護支援事業者、地域支援事業に係る介護予防事業者等
６．参加費

本会会員等（上記(1)(2)）
その他の参加者（上記(3)）

9,000 円
12,000 円

７．日 程
9:40 10:00 10:10
受
付

開
会

11:10

行政説明①
（60分）

行政説明②
（70分）

12:20

13:10 13:40 13:55

昼食休憩 講義 休
（50分） (30分) 憩

16:40

ワークショップ
(165分)

８．プログラム
■開会（10:00～10:10／10 分）
■行政説明①（10:10～11:10／60 分）
「地域包括・在宅介護支援センターに求められる役割
～次期介護保険制度改正を見据えて～」（仮）
厚生労働省老健局振興課 課長補佐
谷内 一夫 氏
平成 28 年 12 月、社会保障審議会介護保険部会において、介護保険制度の見
直しに関する意見がとりまとめられました。地域包括支援センターには介護離職
の防止に向けた相談支援体制の強化等、あらたな役割が期待されています。次年
度予算もふまえ、いま、地域包括・在宅介護支援センターに求められている役割
について学びます。

■行政説明②（11:10～12:20／70 分）
「地域共生社会の実現に向けて地域包括・在宅介護支援センターに求められる役割」
（仮）
厚生労働省社会・援護局地域福祉課
生活困窮者自立支援室長
本後
健 氏
平成 28 年 7 月、厚生労働省では「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本部が
設置され、地域包括ケアの深化や地域共生社会の実現に向けた具体策に向けた議
論が進められています。
地域共生社会の実現に向けて、とくに地域において住民が主体的に地域課題を
把握して解決を試みる体制づくりや、世帯全体の複合化・複雑化した課題を受け
止める総合的な相談支援体制づくりに向けて、地域包括・在宅介護支援センター
にどのような役割が期待されるのか学びます。
◇休憩
■講義（13:10～13:40／30 分）
「地域包括支援センターおよび在宅介護支援センターの事業の視点と進め方」
全国地域包括・在宅介護支援センター協議会
副会長

西元 幸雄

地域包括・在宅介護支援センターには多くの役割が期待されている一方、施策
動向が激しく移り変わるなかで、センターの役割や具体的な事業の進め方につい
て理解し、実行することが難しい状況が指摘されています。
本会では、全国のセンターが一丸となって十分にその機能を発揮できるよう、
センターの事業の視点と進め方に関する提案をまとめました。このあとのワーク
ショップの課題提起も含め説明します。
◇休憩・移動

■ワークショップ（13:55～16:40／165 分）
「地域包括・在宅介護支援センターの未来を考える
～地域包括ケアの深化と地域共生社会の実現に向けて～」
ファシリテーター 全国地域包括・在宅介護支援センター協議会 研修委員
本研修会の各プログラムを通して学んだ地域包括・在宅介護支援センターに求
められる役割について、現状や課題をふまえつつ、センターとして具体的にどの
ように取り組んでいくのか、ともに考えます。
※以下のテーマから選択してご参加ください（テーマ別に会場がわかれる予定）
テーマ１
「複雑多様な課題を抱える世帯を支援するための相談支援体制の強化について」
テーマ２
「市町村（保険者）とともに、センターの実態や地域包括ケアシステムの評価
を行いながらより良い地域づくりを行うために」
テーマ３
「在宅介護支援センターの積極的な活用による地域支援の体制や地域づくり」
９.参加申し込み方法・参加の取り消し
本研修会は、「名鉄観光サービス株式会社」と「個人情報保護における取扱契約」
を交わした上で同社に「参加申込・参加費の収受の代行等」を委託しております。
参加申込希望者は、１月 16 日（月）までに別紙の「参加申込書」によりお申し込
みください。申し込み受付後、「研修会参加券」「確認書類」「振込依頼書」をお送り
いたします。
なお、参加費振込後の参加取り消しについては、当日資料を送付いたします。
10.個人情報の取り扱いについて
「参加等申込書」に記載された個人情報は、本研修の運営管理の目的のみに利用さ
せていただきます。本研修会の申込者、受講者にかかる個人情報は、本会「個人情報
保護に関する方針等について」に基づき、適切に取り扱うこととしており、他の目的
で使用することはありません。
なお、本研修会の参加者名簿には「都道府県･指定都市名」
「氏名」
「所属名」
「役職
名」を記載します。
11.参加等申し込み先
名鉄観光サービス株式会社

新霞が関支店（担当：波多野、山辺）

〒100-0013 東京都千代田区霞が関 3-3-2
TEL 03-3595-1121 Fax 03-3595-1119

新霞が関ビル

12.内容等に関する問い合わせ先
全国地域包括・在宅介護支援センター協議会事務局（松山）
〒100-8980 東京都千代田区霞が関 3-3-2 新霞が関ビル
全国社会福祉協議会 高年・障害福祉部内
TEL 03-3581-6502 Fax 03-3581-2428

Email：z-konen@shakyo.or.jp

全国地域包括・在宅介護支援センター協議会

平成 28 年度 全国地域包括・在宅介護支援センター研修会
参加・宿泊・昼食のご案内
参加費について

本会会員等

[下記(1)(2)に該当する方]

･･･ 9,000 円

その他の参加者

[下記(3)に該当する方]

･･･12,000 円

(1)「全国地域包括・在宅介護支援センター協議会」
会員センター（地域包括・在宅介護支援センター）職員
(2) 都道府県・指定都市地域包括・在宅介護支援センター協議会役職員
(3) 自治体職員、地域包括・在宅介護支援センター関係者、居宅介護支援事業者、
地域支援事業に係る介護予防事業者等

宿泊手配のご案内

宿泊設定日：1 月 31 日（火） （研修会前日泊のご手配となります）

宿泊料金は税金・サービス料を含むお一人様あたりの金額です（1 泊朝食付）

宿泊施設

部屋タイプ
シングル

あた ご やま

宿泊料金

13,900 円 （会場まで）徒歩 12 分

（1 室 1 名利用）

新橋愛宕山
東急 REI ホテル

会場までの所要および最寄駅

ツイン

8,800 円 （最寄駅）地下鉄銀座線「虎ノ門」駅徒歩 7 分

（1 室 2 名利用）

※部屋数に限りがございますので先着順での受付とさせていただきます。満室となり次第受付終了とさせていただきま
す。ご了承ください。
※ツイン（1 室 2 名利用）のお申込みは、お申込み時に同室者が決定されている場合のみ受付をさせていただきます。
当方にて相部屋の組合せは行いません。ご了承ください。

昼食手配のご案内

研修会当日の昼食手配を承ります。ご希望の方は申込書にてお申込みください。

お弁当＜お茶付＞

1,250 円（税込）

申込・送金方法について
① 申込書に必要事項をご記入の上、ＦＡＸにて名鉄観光サービス㈱新霞が関支店までお申込みください。
② 開催日の１週間前に参加券および振込依頼書をご郵送させていただきます。到着後費用送金のお手
続きをお願いします。

平成 29 年 1 月 16 日（月）必着

申込締切日

お申込み後の変更、取消のご連絡について
変更、取消が生じた場合は、お申込みの際の申込書を変更箇所がわかるよう修正の上「名鉄観光サービ
ス㈱新霞が関支店」宛にＦＡＸにてご連絡ください（送信後到着確認のお電話をお願いします）。
① 参加取消について
参加費ご入金後の参加取消による参加費のご返金はできません。後日研修資料をお送りします。
② 宿泊、昼食の取消につきましては取消日により下記の取消料を申し受けます。ご了承ください。
宿泊取消料

1/16 まで
無料

昼食取消料

1/17-23
20％
1/25 まで
無料

1/24-29
30％

1/30（宿泊日前日）
50％

1/31（宿泊日当日）および不泊
100％
1/26 以降
100％

※受付時間外の変更・取消のご連絡は翌営業日の受付扱いとさせていただきます。ご了承ください。
申込書送付・お問合せ先

名鉄観光サービス株式会社 新霞が関支店
〒100-0013 東京都千代田区霞が関 3-3-2 新霞が関ビルＬＢ階
電話 03-3595-1121 ＦＡＸ 03-3595-1119 担当 波多野、山辺
受付時間 平日 9：30-17：30・土日祝日休業

申込締切日

平成 28 年度 全国地域包括・在宅介護支援センター研修会
参加・宿泊・昼食申込書

1 月 16 日（月）

-平成 29 年 2 月 1 日（水）開催-

定員 300 名

＜複数名でお申込みの場合は、コピーをしてお申込みください＞

研修参加申込

新規申込

・

内容変更

申込日

参加取消

月
日

センター名

都道府県
指定都市

支援センター以外の場合は
団体名等をご記入ください

参加区分

会員等

（該当に○印）

・

〔参加費 9,000 円〕

該当する右記の番号をご記入ください

所属団体の
類型

支援センターの
運営主体

・

該当する右記の番号を 1 つご記入くださ
い

郵便番号

その他の参加者

〔参加費 12,000 円〕

1．地域包括支援センター
2．在宅介護支援センター
3．地域包括支援センターのサブセンター
4．地域包括支援センターのブランチ
5. 行政

6. 社会福祉協議会
7．居宅介護支援事業所
8. 介護保険サービス事業者
9．その他

1．市区町村
2.（社協以外の）社会福祉法人
3．社会福祉協議会

4．医療法人
5．民間事業者
6. その他

郵便番号・住所は正確にご記入をお願いします

センター所在地
（団体所在地）
参加券等の送付先
となります

住所
電話

連絡担当者：
様

ＦＡＸ

フリガナ

職

種

参加者氏名
備考欄
※ご希望に○印をつけてください（第二希望までお願いします）

ワークショップ

第一希望

第二希望

テーマ 1

・

テーマ 2

・

テーマ 3

設定日：1/31（火）

申込します
新橋愛宕山
東急 REI ホテル

・

テーマ 2

・

テーマ 3

設定日：1/31（火） ※研修会の前日宿泊

※ご希望に○印をつけてください

宿泊申込

テーマ 1

・

申込しません

希望部屋タイプ

ツインの場合の同室者氏名記入欄

シングル〔13,900 円〕

・

ツイン〔8,800 円〕

※ツインタイプのお申込みは同室者が決定されている場合のみ受付をさせていただきます。ご了承く
ださい。

設定日：2/1（水）

※ご希望に○印をつけてください

昼食申込

昼食休憩時

・

申込します 〔1,250 円〕

申込しません

※お申込み内容に基づく費用の計算をお願いします。

費用計算欄

①参加費

②宿泊代

円

お申込み
お問合せ先

③昼食代

円

費用合計額（①②③の合計額）

円

名鉄観光サービス株式会社 新霞が関支店 電話 03-3595-1121
FAX 03-3595-1119 添書は不要です
担当 波多野・山辺

受付時間 平日 9：30～17:30

土日祝日休業

変更・取消のご連絡は本申込書を変更箇所がわかるよう修正の上、再度ＦＡＸにてご連絡ください

円

