全国地域包括・在宅介護支援センター協議会

平成 29 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・推進のために
～包括的支援体制における地域包括・在宅介護支援センターの役割～
１．主 旨
平成 30 年 4 月より第 7 期介護保険事業計画に基づく取り組みが進められることとな
り、地域包括ケアシステムの深化・推進にあたっては、地域包括・在宅介護支援センタ
ーにさらなる機能強化が求められます。
また、市町村においては、地域共生社会の実現に向けた包括的な支援体制の構築が求
められ、地域包括・在宅介護支援センターにもその一翼を担うことが期待されています。
それは、これまでに地域包括・在宅介護支援センターが地域に根ざした相談支援や地域
課題の解決に向けた取り組みを重ね、地域住民の抱える課題や地域の実態を把握するノ
ウハウや、住民や関係機関との関係性を有する機関であるからこその期待といえます。
本研修会は、あらためて平成 30 年 4 月施行の改正介護保険制度を学ぶとともに、地
域共生社会の実現に向けた包括的な相談支援体制づくりにおいて地域包括・在宅介護支
援センターが果たすべき役割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 30 年 2 月 8 日（木）

４．場 所

全社協

10 時 30 分～16 時 00 分

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 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
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憩
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８．プログラム
■開会（10:30～10:40／10 分）
■行政説明①（10:40～11:40／60 分）
「地域包括ケアシステムの深化・推進に向けて地域包括・在宅介護支援センターに求
められる役割」
平成 30 年 4 月より改正介護保険法が施行されます。あらためて改正介護保
険法の要点をおさえるとともに、地域包括ケアシステムの深化・推進に向けて、
地域包括・在宅介護支援センターに期待されている役割等について学びます。
厚生労働省老健局振興課

課長補佐

谷内

一夫

氏

■基調報告（11:40～12:10／30 分）
「地域包括・在宅介護支援センターの機能強化に向けて」
本会では本年度、とくに地域包括支援センターによる相談支援体制の強化や在
宅介護支援センターにおける取り組みを収集したほか、センターの機能強化に向
けたセンター自身の質向上のあり方について検討してきました。そうした取り組
み紹介とともにセンターのあり方について考えます。
全国地域包括・在宅介護支援センター協議会

会長

青木

佳之

◇昼食休憩（12:10～13:10／60 分）
※センター職員研修等講師の情報交換会の開催
昼食休憩中、別室にて、各地の地域包括・在宅介護支援センター職員研修会等で講師を
担っている職員間の情報交換会を行います。講師として活動する際の苦労や課題等を共有
してみませんか。参加を希望される方は、研修会参加申込書に記載のうえ、昼食をご持参
いただくか、参加申込みとともに事前注文をご利用ください。

■行政説明②（13:10～14:00／50 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期待される役割」
地域包括・在宅介護支援センターはこれまでも、誰もが安心して暮らすことの
できる地域をめざし、地域に根ざした相談支援をはじめ、地域課題解決のため、
住民や関係機関と連携した地域づくりに取り組んできました。あらためて、地域
共生社会の実現に向けた包括的支援体制について学ぶとともに、地域包括・在宅
介護支援センターに期待される役割について考えます。
厚生労働省社会・援護局地域福祉課
◇休憩（14:00～14:10／10 分）

■実践報告と全体討議（14:10～16:00／110 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期待される役割」
地域共生社会の実現に向け、多様な関係機関との連携のもと、包括的相談支援
体制に取り組んでいる地域包括支援センターや社協の取り組み報告を通じ、わが
まちにおける相談支援体制のあり方や地域住民、関係機関等との連携について考
えます。
発 表 者：東京都
山形県

世田谷区高齢福祉部
介護予防・地域支援課長
高橋 裕子
山形市社会福祉協議会 法人運営部門地域包括ケア推進室
主任

中舘

のり子

氏
氏

助 言 者：厚生労働省社会・援護局 地域福祉課
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 研修委員会委員
（社会福祉法人三草会 札幌市東区第 2 地域包括支援センター センター長）
村山 文彦 氏
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 19 日（金）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 新霞が関ビル
TEL 03-3595-1121 Fax 03-3595-1119
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（担当：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 29 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：2 月 7 日（水） （研修会前日泊のご手配となります）

宿泊料金は朝食付、税金・サービス料を含むお一人様あたりの金額です

宿泊施設

部屋タイプ
シングル

あた ご やま

（1 室 1 名利用）

新橋愛宕山
東急 REI ホテル

ツイン
（1 室 2 名利用）

宿泊料金

会場までの所要および最寄駅

13,900 円 （会場まで）徒歩 12 分
8,800 円 （最寄駅）地下鉄銀座線「虎ノ門」駅徒歩 7 分

※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 30 年 1 月 19 日（金）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

1/23 まで
無料

昼食取消料

1/24-30
20％
2/1 まで
無料

1/31-2/5
30％

2/6（宿泊日前日）
50％

2/7（宿泊日当日）および不泊
100％
2/2 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 29 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 19 日（金）

-平成 30 年 2 月 8 日（木）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

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

該当する右記の番号を 1 つご記入ください

支援センターの
運営主体

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

郵便番号

郵便番号・住所は正確にご記入をお願いします

住所
電話

ＦＡＸ

連絡担当者：

様

フリガナ

職 種

参加者氏名
備考欄

※昼食休憩時 12:10～13:10 に開催します。ご希望に○印をつけてください。

センター職員研修等講師の
情報交換会参加申込

参加します

※ご希望に○印をつけてください

宿泊申込
設定日：2/7（水）

参加しません

設定日：2/7（水） ※研修会の前日宿泊

申込します
新橋愛宕山
東急 REI ホテル

・

・

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。

※ご希望に○印をつけてください

昼食申込

設定日：2/8（木） 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

