
 
 

ＮＰＯ日介協 平成 24 年度 

ケアマネジャー研修会 開催要綱 

 
 
 
 
 

 

地域の介護不安を解消する 
「生活モデルとしての“地域包括ケア”」構築に向けて… 

2025 年型ケアプランをつくろう！ 
 

私たちが安心して暮らせるよう、地域の状況や住民ニーズに応じて介護・福祉、医療、保健サービスを   

一体的に提供する「地域包括ケア」システムの構築は、2025年以降訪れる要介護リスクのピークに向けて  

急がれる、国民的な課題です。 

しかしながら、認知症を持つ方は 305 万人にまで膨れ上がり、地域・家族の介護力は減退の一途を  

辿っています。施策において在宅サービスの充実が図られていますが、地域の介護課題が爆発する中で、

介護地獄と呼ばれる様々な社会問題が日々、取り沙汰されています。 

これらの解消に向けて、超高齢国家日本を支える「生活モデル」を確立するためのケアマネジメントが   

求められています。ケアマネジャーが地域の社会資源と地域住民をつなぐ懸け橋として、モニタリングと    

アセスメントを繰り返す中でニーズを汲み取り、地域包括ケアをつくる全人的ケアのストーリーたるケア  

プランを構築していかなければなりません。 

日本介護支援協会「ケアマネジャー研修会」は、これら課題の整理と具体的なケアプランづくりの   

ポイントを学ぶ中で、2025 年の介護社会を牽引するケアプラン力を養うきっかけづくりの場として開催する

ものです。 

 

１． 主 催 ： 特定非営利活動法人 日本介護支援協会 

２． 期 日 ： 平成 25 年 2 月 12 日（火）・13 日（水） 

３． 会 場 ： 東京プリンスホテル 「マグノリアホール」（２階） 

           〒105-8560 東京都港区芝公園 3-3-1  TEL 03-3432-1111 / FAX 03-3434-5551 

４． 参加対象 ： 介護支援専門員業務に携わる職員 

５． 参加人数 ： 200 名 

６． 参 加 費 ： 法人会員 3,000 円  事業会員・個人会員 10,000 円  非会員 15,000 円 

７． 情報交換会費 ： 8,000 円  ＜参加希望者のみ＞ 

８． 締 切 日 ： 平成 25 年 1 月 25 日 （金） 

９． 申込方法 ： 別紙「参加申込書」に必要事項をご記入の上、FAX にてお申込下さい。希望者が定員を超え

た場合は原則として先着順とさせていただきます。 

参加取消又は当日欠席の場合には、参加費の返金はいたしません。研修会終了後、参加券

を事務局宛にご返送いただき、資料の発送をもって参加費に代えさせていただきますので、

ご了承下さい。 

ただし、開催日の 10 日前までに参加取消のご連絡（書面 FAX にて）を頂いた場合、参加費は

必要ありません。 

 

 



 
 
10．プログラム 

●１日目 （2 月 12 日） 

12：00 受付  

13：00 

開会挨拶 
特定非営利活動法人 日本介護支援協会 

 

  

13：05 ～13：35 

基調報告（30 分） 

○2025 年型施設はどうあるべきか 
 

特定非営利活動法人 日本介護支援協会 会長 

 

 

中村 博彦 

13：35～14：35 

（60 分） 

《講演Ⅰ》 

○「介護支援専門員（ケアマネジャー）の資質向上と今後の

あり方に関する検討会」 から（仮） 
 

公益社団全国老施協介護保険事業経営委員長 
（介護支援専門員の資質向上と今後のあり方に関する検討会委員） 

 

 

 

 

桝田 和平 氏

14：35～15：00 ―休 憩―  

15：00～17：00 

（120 分） 

《講演Ⅱ》 

○事例でみる自立支援型ケアプランの書き方（仮） 
 

東京海上日動ベターライフサービス みずたま介護ステーション 

シニアケアマネジャー 

 

 

 

石山 麗子 氏

17：00～ チェックイン 
 

17：30～19：30 情報交換会 
 

●２日目 （2 月 13 日） 

9：00～10：20 

（80 分） 

《講演Ⅲ》 

○「生活モデルとしての“地域包括ケア”」をつくる 

ケアマネジメントとは（仮） 
 

特別養護老人ホーム厚別栄和荘 施設長  

（公益社団全国老施協在宅ケア推進副委員長） 

 

 

 

 

瀬戸 雅嗣 氏

10：20～10：40 ―休 憩―  

10：40～12：00 

（80 分） 

《講演Ⅳ》 

○2025 年の介護社会を考える・・・ 

これからのケアマネジャーに期待するもの（仮） 
 

厚生労働省老健局振興課 課長補佐  

 

 

 

井上 宏 氏 

12：00 終了  

  

 

11．問い合わせ先 

【研修会の内容について】 特定非営利活動法人 日本介護支援協会 （担当：伊藤・平野） 

〒102-0093 東京都千代田区平河町 2-7-1 塩崎ビル７F TEL:03-3261-1066 FAX:03-3261-1061 
 

【申込先（宿泊・情報交換会）について】 ㈱JTB ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｾｰﾙｽ 第三事業部（担当：飯島・大上・佐藤） 

〒163-1066  東京都新宿区西新宿 3-7-1 新宿パークタワー27 階  TEL:03-5909-8242 FAX:03-5909-8249  

【※営業時間：平日 9：30～17：30 土日祝日は休業 

 



■ ケアマネジャー研修会 参加・宿泊等のご案内 ■ 
 

１．参 加 費  Ａ：日本介護支援協会 法人会員：     お一人様   ３,０００円 

        Ｂ：日本介護支援協会 事業会員・個人会員：お一人様 １０,０００円 

Ｃ：非会員：                    お一人様 １５,０００円 

 

２．開催日程・会場  

＜日程＞ 平成２５年２月１２日（火）～１３日（水） 

＜会場＞ 東京プリンスホテル マグノリアホール (２階） 

 

３．情報交換会    

   １日目、２月１２日（火）、研修終了後に情報交換会を設けさせていただきました。 

皆様のご参加をお待ちしております。 

＜会場＞ 東京プリンスホテル  お一人様 8,000 円 

 

４．宿 泊 

  （１）宿泊設定日  ２月１２日（火） 

  （２）宿泊利用ホテル・宿泊料金（料金はお一人様一泊朝食付き諸税・サービス料を含む） 

ホテル名 交通・アクセス 部屋タイプ 宿泊料金 

東京プリンスホテル 
JR 線・東京ﾓﾉﾚｰﾙ浜松町駅から徒歩 10 分。 都営地下鉄三田線

御成門駅（A1 出口）から徒歩 1 分（研修会場と同ホテル） 
ツイン 1 名利用 15,800 円

東京プリンスホテル 
JR 線・東京ﾓﾉﾚｰﾙ浜松町駅から徒歩 10 分。 都営地下鉄三田線

御成門駅（A1 出口）から徒歩 1 分（研修会場と同ホテル） 
ツイン２名利用 12,500 円

品川プリンスホテル 

（イーストタワー） 
新幹線・JR 線・京急線の品川駅（高輪口）徒歩約 2 分

（研修会場よりタクシー約 12 分） 
シングル 11,000 円

 

＊部屋数に限りがある為ご希望に添えない場合がございます。第 2 希望までご記入ください。 

＊ツインルームは、事前に同室希望者がいらっしゃる場合のみ受付させていただきます。 

＊おたばこの禁煙喫煙については、ご希望に添えない場合もございます。ご了承ください。 

 

 

５．(１)参加取消（キャンセル）について   

参加取消又は当日欠席の場合には、参加費の返金は致しません。研修会終了後、参加券を事務局宛にご返

送いただき、資料の発送をもって参加費に代えさせていただきますので、ご了承ください。 

ただし、開催日の 10 日前までに参加取消のご連絡（書面ＦＡＸにて）を頂いた場合、参加費は必要あり

ません。 

  (２)宿泊・情報交換会の取消について 

（取消の場合は下記料率にて取消料を承ります。ご確認の上お申込ください） 

 
 ２１日前～８日前迄 ７日～2 日前迄 前  日 当  日 無 連 絡 

宿 泊 20％ 3０％ 4０％ 5０％ １００％ 

情報交換会 無料 ５０％ １００％ １００％ １００％ 

 
 
 
 

 

６．お申込みの方法及びお問合わせについて 

①申込書に必要事項をご記入の上、ＦＡＸにて㈱JTBｺｰﾎﾟﾚｰﾄｾｰﾙｽ宛にお申込みください。 

②参加のみの方も申込書をご記入の上、㈱JTB ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｾｰﾙｽ宛にＦＡＸにてお申込みください。 

③お申込みいただいた方には、開催日の約１週間程前に、参加券・宿泊案内書及びご参加代金計算書等を 

お送りいたします。 

④申込締切日   平成 2５年１月２５日（金）必着    

⑤参加費用・宿泊費用等は、ご参加代金計算書が到着した後ご送金ください。 

⑥お振込手数料はお客様のご負担にてお願い申し上げます。 

⑦尚、ご参加代金計算書のお客様控えを領収証とさせていただきますのでご了承ください。 

⑧お申込締切日前でも、定員になり次第参加締め切りとなります。ご了承ください。 

 

 

 



 

平成２５年  月  日 

JTB コーポレートセールス 第三事業部 営業第一課行 FAX：０３-５９０９-8249（添書不要） 

 
 ケアマネジャー研修会 参加・宿泊等申込書（  枚中 枚） 

 
※ 全ての項目に、もれなくご記入ください。会員番号がご不明の際は、事務局までお問合せください。 

都道府県名  施設名  

連絡担当者  会員内訳 Ａ：法人会員 Ｂ：事業会員・個人会員 Ｃ：非会員

住  所 
※参加書類 

送付先 

〒                     ※郵便番号・住所は正しくご記入ください

 

 

                        

      

ふりがな  性別 男性 ・ 女性 

参加者氏名  
役職又は

職種 
 

                      ＴＥＬ： 

              ＦＡＸ：

  
  
 ※宿泊・情報交換会等をご希望の場合、下記にご記入または○印をお付けください。 

宿 泊 

 

※料金 

１名様 

１泊朝食付 

諸税込 

第一希望 

○印 

第二希望

○印 
ホテル名 タイプ 料 金 

  東京プリンスホテル（研修会場と同ホテル） 
ツイン 

1 名利用 
15,800 円 

  東京プリンスホテル（研修会場と同ホテル） 
ツイン 

2 名利用 
12,500 円 

  
品川プリンスホテル イーストタワー 

（研修会場よりタクシー約 12 分） 
シングル 11,000 円 

宿泊日 2 月（  ）日より（  ）泊 
禁煙部屋 

有無 
禁煙 ・ 喫煙

情報交換会 

（2/12） 
8,000 円 申し込む  ・  申し込まない 

備 考 
(ツインルーム希望の場合には同室希望者の施設名・氏名をご記入ください) 

 

 

複数名ご参加の場合は、コピーを取ってご使用ください。また、用紙右上に申込枚数をお書きください。 

 

※変更・取消がある場合は上記を上書き訂正の上、再度 FAX にてご連絡をお願い致します。 

行き違いが生じるといけませんので、お電話での変更・取消は致しかねます。 

 
【個人情報保護の取り扱いについて】 

本研修会につきましては、個人情報保護における取扱契約を「㈱JTB ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｾｰﾙｽ 第三事業部」と交わした上で、上記業務を委託しております。

参加（情報交換会・宿泊）申込書に記載された個人情報は、運営管理の目的のみ利用させていただきます。 

なお、本研修会の要覧には、都道府県名・施設名・氏名・職種又は役職を掲載致します。 
 
 

 

【問合せ先】 

＜内容について＞ 

特定非営利活動法人 日本介護支援協会 事務局 （担当：伊藤・平野） 

〒102-0093 東京都千代田区平河町 2-7-1 塩崎ビル７階      TEL:03-3261-1066 FAX:03-3261-1061 

 

＜申込先（宿泊・情報交換会）について＞ 

㈱JTB ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｾｰﾙｽ 第三事業部（担当：飯島・大上・佐藤）  ※営業時間：平日 9：30～17：30 土日祝日は休業 

〒163-1066  東京都新宿区西新宿 3-7-1 新宿パークタワー27 階  TEL:03-5909-8242   FAX:03-5909-8249  

 

お申込締切日  平成２５年１月２５日（金） 必着 （定員になり次第参加締め切りになります） 




