平成 28 年度

ホームヘルプの質を高める研修会
開

催

要

綱

１．趣 旨
後期高齢者が急増する 2025 年にむけ、誰もが住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、
地域包括ケアシステムの推進が急務となっています。特に、利用者に寄りそい、日常の支援をとおし
て利用者の状態の変化を把握することのできるホームヘルプサービスは、在宅生活を支える要とし
て役割を発揮することが期待されます。
また、地域において様々なニーズを持つ住民への支援を展開するうえでは、保健・医療・福祉分野
の専門職と情報の共有を行ったり、支援の方向性について共通の認識を持つなどの連携が求められ
ます。
本研修会は、ホームヘルプサービスをめぐる政策動向について学ぶとともに、多職種の連携のあ
り方や、業務管理の方法を学ぶことで業務の効率化やホームヘルパーが働きやすい環境を整え、ホ
ームヘルプサービスの質の向上に資することを目的に開催するものです。
２．主

催

社会福祉法人 全国社会福祉協議会 全国ホームヘルパー協議会
３．期

日

平成 28 年 12 月 15 日（木）〜16 日（金）
４．会

場

全国社会福祉協議会 5 階 第３〜５会議室
（〒100-8980 東京都千代田区霞が関 3-3-2 新霞が関ビル 5 階）
５．参加対象

ホームヘルプサービス事業関係者（サービス提供責任者、管理者等）
６．定

員

１00 名（先着順）
７．参加費

全国ホームヘルパー協議会会員 7,000 円
８．情報交換会

1,000 円 ( 15 日 / 希望者のみ )

会員外 10,000 円

９．内

容

◆1 日目 12 月 15 日（木）13：30〜17：30
12:30
13:30
13:40〜14:40

受付開始
開会・オリエンテーション・挨拶
行政説明

「介護保険制度の動向とホームヘルプサービスへの期待」
厚生労働省 老健局 振興課（予定）
14:40〜15:00
15:00〜17:30

休憩
シンポジウム

「ホームヘルプサービスと多職種の連携
〜住み慣れた地域での暮らしを支えるために」
住民の住みなれた地域での生活を支えるにあたっては、訪問介護が重要な役割を果たしています
が、多様なニーズを抱える利用者を支えるためには多職種との連携が求められます。
そこで、本シンポジウムでは、在宅生活を支えるそれぞれの専門職の役割を学ぶとともに、連携
にあたっての課題や方法などを考え、専門職との連携のあり方を探ります。

コーディネーター： 渡辺 裕美氏（東洋大学 ライフデザイン学部 教授）
シンポジスト

：・長 純一 氏 （石巻市立病院開成仮診療所／
石巻市包括ケアセンター 所長）
・大森 てい子 氏（赤羽高齢者あんしんセンター センター長）
・鍋谷 晴子 氏（金沢春日ケアセンターヘルパーステーション／
全国ホームヘルパー協議会副会長）

17:45〜19:00

情報交換会

◆2 日目 12 月 16 日（金）9：00〜12：00
9:00〜12:00

実践報告・グループ討議

「今、訪問介護事業所に求められる業務管理」
ホームヘルプサービスの質を確保するためには、サービスの品質管理やヘルパーの稼動管理、育
成指導など、事業所として適切な業務管理を実施することが求められます。また、業務の効率化や
コミュニケーションの円滑化を目的とした ICT の導入も関心が高まっています。
本プログラムでは、今、訪問介護事業所に求められる業務管理を学び、サービスの質の向上や経
営の強化を目指すことを目的とします。

講師：川崎 順子氏（九州保健福祉大学 社会福祉学部スポーツ健康福祉学科 准教授）

10．参加締切

平成 28 年 12 月 5 日(月)

ただし定員になり次第締め切らせていただきます

11．参加申し込み

「参加申込・宿泊のご案内」をご覧のうえ、別紙申込書により、名鉄観光新霞が関支店にお申
込みください。

12．問合せ先
○内容に関する問い合わせ先
全国社会福祉協議会 地域福祉部 全国ホームヘルパー協議会
〒100-8980 東京都千代田区霞が関 3-3-2 新霞が関ビル
TEL 03-3581-4655 FAX 03-3581-7858
E メール：z-chiiki@shakyo.or.jp
○参加申し込み、宿泊等に関する問い合わせ先
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 LB 階
TEL 03-3595-1121 FAX 03-3595-1119

担当：志村・水谷

□ 会場のご案内

・地下鉄 銀座線 「虎ノ門駅」５番出口より徒歩５分
・地下鉄 千代田線／丸の内線／日比谷線 「霞ヶ関駅」Ａ１３番出口より徒歩８分
・地下鉄 千代田線／丸の内線 「国会議事堂前駅」３番出口より徒歩５分

平成 28 年度 ホームヘルプの質を高める研修会
参加申込・情報交換会・宿泊のご案内
1．参加費（参加者 1 名につき）

全国ホームヘルパー協議会会員 7,000 円

／ 会員外 10,000 円

2．情報交換会のご案内
12 月 15 日 17：45 より情報交換会を開催します。参加をご希望の方は申込書にてお申込みください。

情報交換会参加費 1,000 円
3．宿泊のご案内（宿泊料金は朝食付、税金・サービス料を含むお一人様１泊あたりの金額です）
宿泊施設名

新橋愛宕山東急 REI ホテル

申込記号

部屋タイプ

宿泊料金

Ａ-1

シングル

13,900 円

Ａ-2

ツイン

8,800 円

（2 名 1 室利用）

Ｂ-1

マロウドイン赤坂

シングル

最寄駅

9,500 円

地下鉄銀座線「虎ノ門」駅徒歩 7 分
（会場より徒歩 12 分）
地下鉄千代田線「赤坂」駅徒歩 5 分
（会場より地下鉄利用で 20 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。満室となりました場合は他のホテルをご案
内させていただく場合がございます。
※A-2 タイプ（ツイン）のお申込みはお申込時に同室者が決定されている場合に限らせていただきます。当方にて相
部屋の組み合わせは行いませんのでご了承ください。

4．申込方法
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 参加のみお申込みの場合（宿泊申込をされない場合）でも別添申込書に必要事項をご記入の上申込書
をご送付ください。
③ 申込締切日以降、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
振込依頼書記載の口座に費用全額をご送金ください。

平成 28 年 12 月 5 日（月）

5．申込締切日

※先着順での受付です。上記締切日以前でも定員（100 名）になり次第受付終了とさせていただきます。

6．申込後の変更・取消について
・変更・取消が発生した場合は、申込時の申込書を変更箇所がわかるよう訂正の上、再度 FAX にて名鉄観
光サービス㈱新霞が関支店までご連絡ください。
・研修参加費と情報交換会参加費に関しましてはご入金後の取消によるご返金はできません。
入金後の参加取消に関しましては後日研修資料をお送りします。
・宿泊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。
取消日

14-8 日前

7-2 日前

前日

当日 12:00 まで

当日 12:00 以降
および無連絡

宿 泊

20％

30％

40％

50％

100％

※受付時間外の変更・取消ご連絡は、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。

7．お申込み・お問合せ先

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ＬＢ階
電話 03-3595-1121 FAX 03-3595-1119
受付時間 平日 9:30〜17:30（土日祝日は休業とさせていただきます）

平成 28 年度 ホームヘルプの質を高める研修会
参加・情報交換会・宿泊申込書
＜申込締切日＞

［12/15-16 開催］

平成 28 年 12 月 5 日（月）

先着順での受付となります。上記期日以前でも定員（100 名）に達し次第締切とさせていただきます。

月

申込日

日

新規申込

内容変更

参加取消

申込日：

研修参加申込
都道府県

月

日

所属先名称
フリガナ

参加者氏名

職 名
または
役職名

氏名

会員・会員外の別

全国ホームヘルパー協議会会員（7,000 円）

○をつけてください

郵便番号

・

会員外（10,000 円）

＊郵便番号、住所は正確にご記入ください

所属先住所
住

参加券送付先
となります

所

電話

FAX

連絡担当者

様

備考欄

情報交換会申込
情報交換会

参加します

（12 月 15 日 17:45〜19:00 開催）

・

参加しません

宿泊申込
宿泊申込記号※（ご希望に○印）

A-1

・

A-2

・

B-1

宿泊日・泊数

12 月（

）日より（

同室者氏名（A-2 ご希望の場合）

）泊

※宿泊申込記号につきましては「参加申込・宿泊のご案内」をご参照ください。

費用計算欄（申込内容に基づく費用計算をお願いします）
①参加費

②情報交換会

円

③宿泊代

円

費用合計額（左記①〜③の合計額）

円×（

円

）泊分

※参加費について…全国ホームヘルパー協議会会員は 7,000 円、会員外は 10,000 円となります。
※申込締切日以降、開催日の 1 週間前に参加券および振込依頼書をお送りします。到着後送金手続をお願いします。

＜申込書送付先＞

FAX 03-3595-1119
名鉄観光サービス㈱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 電話 03‐3595‐1121
受付時間 平日 9:30〜17:30（土日祝日休業）
変更・取消が生じた場合は本申込書を変更箇所がわかるよう訂正の上、再度 FAX 送信をお願いします

