
テーマ 「 地域共生社会」 を展望する

～老人福祉施設の役割と介護報酬改訂への戦略的対応～

１．趣 旨

厚生労働省では、制度・ 分野ごとの『 縦割り』 や「 受け手」「 支え手」 という関係

を超えて、地域住民や地域の多様な主体が『 我が事』 として参画し、人と人、人と資

源が世代や分野を超えて『 丸ごと』 つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生き

がい、地域をともに創っていく社会を「 地域共生社会」 とし、この実現に向けた当面

の改革工程を示しているところです。

改革の骨格の一つに「 地域を基盤とする包括的支援の強化」 が掲げられ、平成30
年の介護報酬改定においても新たに「 共生型サービス」 を創設することが示されてい

ます。

しかし、もとより、老人福祉施設は利用者・ 入居者に対するケアのみならず、社会

福祉法人として、長年、それぞれの地域の実情に応じた公益的な取り組みを展開して

きました。

一方、こうした営みを担う人材の確保については、労働力人口や景気動向も相まっ

て極めて困難な局面にあり、地域における公益的な取り組みのみならず、利用者・ 入

居者に対するケアの量と質の確保においても大きな課題を抱えています。

そこで、これらの直面する課題を踏まえ、私たち老人福祉施設関係者は、地域共生

社会の実現を目指しつつ、今回の介護報酬改定に対してどのような戦略的対応をとる

べきなのかを考える契機とすべく 、研修会を開催します。

２．主 催

近畿老人福祉施設協議会

３．共 催

滋賀県老人福祉施設協議会

４．後 援（ 予定）

滋賀県、大津市、滋賀県社会福祉協議会、大津市社会福祉協議会

５．開催日

平成30年1月18日（ 木） ～19日（ 金）

６．会 場

びわこ大津プリンスホテル（ 大津市におの浜4-7-7 ☎ 077－521－1111）

平成29年度近畿老人福祉施設協議会施設長研修会

開催要綱



７．参加対象者

近畿老人福祉施設協議会会員施設（ 理事長、施設長、事務長、幹部職員等）

８．定 員

250名（ 先着順とし、定員になり次第締め切ります。）

９．参加費

・ 研修会参加費… 10,000円（ 1日のみの参加でも同料金）
・ 懇親会参加費… 10,000円（ 会場： びわこ大津プリンスホテル）

10．日 程

11．参加申込

名鉄観光サービス株式会社 大津支店

TEL  077-510-0100（ 代表） FAX  077-510-0030
大津市末広町1－1 日本生命大津ビル２Ｆ

【 申込締切】 平成29年12月8日（ 金）

【 1日目】 1月18日（ 木）

時間帯 内 容

12： 30～13： 30 受付

13： 30～13： 50 開会式

13： 50
～15： 10

講演Ⅰ「 平成30年介護報酬改定について」（ 仮）
厚生労働省老健局（ 調整中）

15： 10～15： 30 休憩

15： 30
～17： 00

講演Ⅱ「『 地域共生社会』を展望する～老人福祉施設の役割と

介護報酬改訂への戦略的対応～」（ 仮）

白鴎大学教育学部 教授 川瀬 善美氏

17： 00～ 休憩・ チェックイン

17： 45～ 懇親会

【 2日目】 1月19日（ 金）

時間帯 内 容

9： 00～9： 30 受付

9： 30～11： 30 講演Ⅲ「 21世紀は人間力の時代（ 仮）」
株式会社大創産業 代表取締役社長 矢野 博丈氏

11： 30
～11： 45

閉会式

次期開催県挨拶・ 閉会挨拶



12．その他

研修会についてのお問い合わせ先

滋賀県老人福祉施設協議会事務局（ 奥村・ 丸橋・ 田中）

滋賀県草津市笠山7-8-138 県立長寿社会福祉センタ－内
TEL 077-567-3921 FAX 077-567-5160

＜会場案内図＞

＜電車をご利用の場合＞

・ 大阪から東海道本線（ 新快速） で大津駅まで37分。

・ 京都から東海道本線で大津駅まで10分。

＜JR大津駅から＞

タクシー／無料シャトルバスで12分。



平成29年度 近畿老人福祉施設協議会施設長研修会

参加申込のご案内

【 参加費】 １０，０００円 【 交流会会費】 １０，０００円

【 申込締切】 平成２９年１２月８日（ 金）

※定員になり次第締め切りとさせていただきますのでお早めにお願い致します
【 お申込方法】

別紙の｢お申込用紙｣ご記入の上､下記名鉄観光宛にＦＡＸにてお申込いただくか、下記のＵＲＬに

てホームページよりお申込ください。

＜参加申込URL＞ https: //www. mwt-mi ce. com/events/ki nroukyo2017

会場： Ａ．大津プリンスホテル

大津市におの浜 4-7-7

℡ ０７７－５２１-１１１１
最寄り駅：ＪＲ大津駅より、

路線、シャトルバス１２分、

駐車場：有（無料）

【 宿泊ご案内】

ホテル名 申込記号 お部屋種別 料金 備考

大津プリンスホテル
Ａ－１ シングル １６，８００円 シングルは、ツインルームもしくは

ダブルルームの１名利用となりま

す。無料駐車場がございます。

Ａ－２ ツイン １０，０００円

ホテルピアザびわ湖 Ｂ－１ シングル ９，５００円 駐車場有（ 有料）

ホテルテトラ大津 Ｃ－１ シングル ８，８００円 駐車場先着順（ 有料・ 高さ 200ｍｍまで）

ホテルアルファーワン大津 Ｄ－１ シングル ７，５００円 駐車場予約制（ 有料・ 高さ 155ｍｍまで）

*上記料金は全て１泊朝食付き､税込のお一人様あたりの料金となります
別紙申込書の宿泊ホテル申込記号の欄に上記ホテルの申込記号をご記入願います。
宿泊ホテルはご希望に添えない場合もあり､代替案でご案内する場合もございます事をご了承くださ
い。
【 お申込FAXもしくはホームページより下記までお願い致します】
名鉄観光サービス（ 株） 大津支店 担当： 水戸靖智
〒５２０－００５６ 滋賀県大津市末広町１－１ 日本生命大津ビル２階
ＦＡＸ０７７－５１０－０１００ Ｔ ＥＬ０７７－５１０－００３０
メール： ysutomo. mi to@mwt. co. j p 営業時間： 月～金 ９： ００～１８時
施設長研修会申込ホームページＵＲＬ ： https: //www. mwt-mi ce. com/events/ki nroukyo2017
ホームページは「 近畿老人福祉施設協議会」 ホームページにリンクを貼り付けてあります。

Ｃ．ホテルテトラ大津

大津市逢坂1-1-1

Ｔ ＥＬ ０７７－５２７－６７１１
最寄り駅： Ｊ Ｒ大津駅すぐ
駐車場： 有料有

会場へはＪＲ大津駅より、
路線、シャトルバス１２分

Ｄ．ホテルアルファーワン大津

大津市梅林2-6-28
Ｔ ＥＬ０７７－５２３－６６７７
最寄り駅： Ｊ Ｒ大津駅徒歩１０分

駐車場： 有料有
会場へはＪ Ｒ大津駅より、シャトルバス
もしくはホテルよりお車１０分

Ｂ．ホテルピアザびわ湖

大津市におの浜1-1-20
Ｔ ＥＬ０７７－５２７－６３３３
最寄り駅： 京阪石場駅徒歩５分、Ｊ Ｒ大津

駅車７分
駐車場： 有料有
会場へはホテルよりお車２分（ 徒歩１４

分・ １．１ｋｍ）



平成２９年度 近畿老人福祉施設協議会 施設長研修会 参加申込書

申込書送信先（ＦＡＸ）０７７－５１０－００３０ 名鉄観光：水戸宛 

ＦＡＸ送信日    月    日 

フリガナ  フリガナ  

申込代表者名  施設名  

郵便物発送先 

(勤務先・自宅) 

〒 

ＴＥＬ  ＦＡＸ  

 フリガナ 
性

別 

役職 研修会参加

（１０，０００円） 

宿泊ホテル

(申込記号)

禁煙 

喫煙 

交流会 

(１０，０００円) 

備考（ツインルーム

の場合は同室希望を

ご記入願います） 

氏名  

記

入

例 

メイテツ タロウ 

○男  

女 

〇 
宿泊する 

宿泊しない 

（Ａ－１） 

禁煙 

喫煙 

参加する 

参加しない 
名鉄  太郎 施設長 

①
男 

女 

 宿泊する 

宿泊しない 

（    ） 

禁煙 

喫煙 

参加する 

参加しない 

②  
男 

女 

 宿泊する 

宿泊しない 

（    ） 

禁煙 

喫煙 

参加する 

参加しない 

③  
男 

女 

 宿泊する 

宿泊しない 

（    ） 

禁煙 

喫煙 

参加する 

参加しない 

④  
男 

女 

 宿泊する 

宿泊しない 

（    ） 

禁煙 

喫煙 

参加する 

参加しない 

⑤  
男 

女 

 宿泊する 

宿泊しない 

（    ） 

禁煙 

喫煙 

参加する 

参加しない 

＊ 禁煙室には限りがございます。満室の場合は消臭対応をさせていただきますが、アレルギーなど

をお持ちの方は備考欄にご記入をお願い致します。 

＊ 宿泊欄には別紙ホテルリストにある申込記号をご記入ください 

＊ ６名以上でお申込の場合はお手数ですが、コピーをとってご使用ください 

＊ 弊社にてＦＡＸ着信後、受付番号ＦＡＸ返信させていただきます。 

(送信後２～３日たっても返信がない場合はお問い合わせください) 

【参加申込締切】平成２９年１２月８日（金）


