
平成24年度

全国老施協・日本介護支援協会
トップセミナー
開催要綱

　社会保障・税一体改革により、第5期計画の柱として「地域包括ケア構想」が具現化され
ようとしています。平成24年介護保険制度改正・介護報酬改定においても、効率化・重点化
をテーマに24時間定期巡回・随時対応型訪問介護看護、複合型サービスが導入され、個室
ユニット偏重（多床室蔑視）、在宅特化がより鮮明なステートメントとして打ち出されています。
　このような状況にあって私たち介護事業者は、地域コミュニティにおける介護施設の機能
と役割の再評価を求めるべく、①科学的介護の実践に挑むとともに、②日本経済の牽引力と
して規制改革・供給体改革を図り、③家族介護前提・特殊地域でのみ実現可能な「地域包
括ケアシステム」にアンチテーゼを唱えなければなりません。
　「平成24年度　全国老施協・日介協トップセミナー」は、全国の地域福祉を創るリーダー
たちが一堂に介し、情報共有と共通認識に立って、現場ニーズに則した制度づくりのための
メッセージを構築する場として開催するものです。

開 催 趣 旨

公益社団法人 全国老人福祉施設協議会　特定非営利活動法人 日本介護支援協会

平成24年4月18日（水）・19日（木）

東京プリンスホテル 2 階「鳳凰の間」
〒105-8560　東京都港区芝公園3-3-1　　TEL	03-3432-1111		FAX	03-3434-5551

公益社団法人全国老人福祉施設協議会又は、特定非営利活動法人日本介護支援協会の
会員施設・事業所の施設長、管理者等

450名程度

全国老施協会員事業所	…………………………………………………………………………… 15,000円
全国老施協会員であり、日本介護支援協会の法人会員である事業所	…………………………3,000円
全国老施協会員であり、日本介護支援協会の事業会員または個人会員である事業所	…… 10,000円
非会員	……………………………………………………………………………………………… 20,000円

平成24年4月11日（水）
「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。セミナー終了後、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7日前までに参加取消のご連絡（書面FAXにて）をいただいた場合、参加費は必要
ありません。
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プログラム

1 日 目　4 月 18 日（ 水 ）
12：00 受付

13：00
開会挨拶
13：05 ～13：30
情勢報告 （ 25分 ） 公益社団法人 全国老人福祉施設協議会 会長　　中田　　清

13：30 ～14：30
《講演Ⅰ》  （ 60分 ） 「これからの日本と構造改革」（仮）

政治評論家　　屋山　太郎　氏

14：30 ～15：15
《講演Ⅱ》  （ 45分 ） 「減速する官製日本〜ワールドスタンダードにリーダーの在り方を学ぶ」（仮）

	 　　文筆家/元外務官僚　　佐藤　　優　氏

15：15 ～15：25 休憩（ 10分 ）

15：25 ～17：25
《シンポジウム》 （ 120分 ） 「徹底討論！  “施設復権”はあるか？」

＜シンポジスト＞
日本社会事業大学 教授　　村川　浩一　氏

独立行政法人 福祉医療機構 経営支援室 経営企画課 課長　　千葉　正展　氏
東京家政大学 名誉教授　　樋口　恵子　氏

＜コーディネーター＞
公益社団法人 全国老人福祉施設協議会 理事　　河内　　孝

17：25 ～17：35 休憩（ 10分 ）

17：35 ～18：05
基調報告 （ 30分 ） 公益社団法人 全国老人福祉施設協議会 常任顧問/参議院議員 　　　　　　    

特定非営利活動法人 日本介護支援協会 会長　　中村　博彦

18：05 ～ チェックイン

18：30 ～20：30 情報交換会

2 日 目　4 月 19 日（ 木 ）
9：00 ～10：40
《講演Ⅲ》  （ 100分 ）

「介護報酬改定Q&Aからみる施設のとるべき戦略とは」
公益社団法人 全国老人福祉施設協議会　　　　　　　

介護保険事業経営委員会 委員長　　桝田　和平

10：40 ～11：00 休憩（ 20分 ）

11：00 ～12：00
《講演Ⅳ》  （ 60分 ）

「表情の美学」〜豊かな表情、好感のもてる顔をつくる“フェイスニング ”〜
ソシエテ　ヴィザージュ　代表　　犬童　文子　氏

※講演に際し必要となりますので手鏡をご持参ください。

12：00 終了

名鉄観光サービス株式会社	新霞が関支店（担当：國分）
〒100-0013　東京都千代田区霞が関3-3-2	新霞が関ビル	ロビー階	 TEL：03-3595-1121　Fax：03-3595-1119
※営業時間：平日9：30～17：30　土・日・祝日は休業

公益社団法人	全国老人福祉施設協議会　（担当：松岡・天野・増田）
〒102-0093　東京都千代田区平河町2-7-1	塩崎ビル2F	 TEL：03-5211-7700　Fax：03-5211-7705

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



参加・宿泊等のご案内

参加費

●全国老施協会員事業所	…………………………………………………………………………………… 	お一人様　１５,000円
●全国老施協会員であり、日本介護支援協会の法人会員である事業所	 ……………………………… 	お一人様						3,000円
●全国老施協会員であり、日本介護支援協会の事業会員または個人会員である事業所	……………… 	お一人様	　10,000円
●非会員	……………………………………………………………………………………………………… 	お一人様　２０,000円

開催会場・日程

平成24年4月18日（水）〜19日（木）　東京プリンスホテル「鳳凰の間」

情報交換会
お一人様8,000円（サービス料・税込み）　東京プリンスホテル「マグノリアホール」

宿泊
（１）宿泊設定日　　前日泊：4月17日（火）・当日泊：4月18日（水）
（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 ホテル記号 部屋タイプ 宿泊料金

東京プリンスホテル
（会場ホテル）

JR線・東京モノレール「浜松町駅」より徒歩10分
都営地下鉄三田線「御成門駅」（A1）より徒歩1分
都営浅草線・大江戸線「大門駅」（A6）より徒歩7分

A1 シングルルーム 16,800円

A2 ツインルーム 11,000円

芝パークホテル 会場ホテルより徒歩約5分
B1 シングルルーム 15,500円
B2 ツインルーム 10,000円

新橋愛宕山東急イン 会場ホテルより徒歩約10分
C1 シングルルーム 12,700円
C2 ツインルーム 8,700円

＊部屋数に限りがある為、先着順にてお手配させて頂きます。満室の場合は他のホテルをご案内させて頂く場合がございますので第二希望をご記入ください。
＊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。
＊ツインルームは2名1室利用・シングルルームは1名1室利用です。
＊禁煙・喫煙部屋はご希望に添えない場合もございます。ご了承ください。

参加取消（キャンセル）について
参加費は原則としてお返しできません。
ただし、開催日の7日前までに参加取消のご連絡（書面ＦＡＸにて）を頂いた場合、参加費は必要ございません。
参加取消(キャンセル)された場合、当会から発行された「参加券」と引き換えに研修会資料をお送り致します。

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）

１4日前～８日前迄 ７日前～２日前迄 前　　日 当日 無連絡不泊又は
研修開始後

宿　　泊 10％ 30％ 40％ 50％ 100％

情報交換会 無　料 30％ 100％

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にて名鉄観光サービス㈱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、名鉄観光サービス㈱宛にＦＡＸにてお申込ください。
③	お申込いただいた方には、開催日の約１週間前に、参加券・宿泊案内書及び振込依頼書等をお送り致します。
④	申込締切日平成24年4月11日(水)必着　
⑤	参加費用・宿泊費用等は、振込依頼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、振込票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切りとなります。ご了承ください。



  お申込締切日：平成２4年4月11日（水）必着（定員になり次第参加締め切りになります）

平成24年　　月　　日

問
い
合
わ
せ
先

名鉄観光サービス株式会社　新霞が関支店行き ＦＡＸ：０３―３５９５―１１１９（添書不要）
全国老施協・日本介護支援協会 トップセミナー

参加・宿泊等申込書

セミナーの内容
について

申込先
（ 参加・宿泊について ）

公益社団法人 全国老人福祉施設協議会（担当：松岡・天野・増田）
〒102-0093東京都千代田区平河町２-７-１塩崎ビル２階
TEL：03-５２１１-７７００　　FAX：03-５２１１-７７０５

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7階
TEL：03-3261-1066　　FAX：03-3261-1061

名鉄観光サービス株式会社 新霞が関支店（担当：國分）
〒100-0013  東京都千代田区霞が関３-３-２ 新霞が関ビル ロビー階
TEL：03-3595-1121　　FAX：03-3595-1119
※営業時間：平日9：30 ～17：30　土・日・祝日は休業

※ 4名様以上ご参加の場合は、コピーを取ってご使用ください。
※ 変更・取消などが生じた場合は上記に上書き訂正の上、再度ＦＡＸにてご連絡お願い致します。
※ 禁煙部屋ご希望の場合でも、ご希望にそえない場合もございます。ご了承ください。

【個人情報保護の取り扱いについて】
・本セミナーにつきましては、「名鉄観光サービス㈱新霞が関支店」と個人情報保護における取扱契約を交わし、同社に上記の業務を委託しております。
・「参加・宿泊等申込書」に記載された個人情報は、運営管理の目的のみに利用させていただきます。
　なお、本セミナーの要覧には都道府県・施設名・氏名・職種または役職を掲載いたします。

例
ふ り が な

役職又は職種 性別 情報
交換会

ホテル記号
希望宿泊日 喫煙

禁煙参加者氏名 第一希望 第二希望

1
男性
・

女性

希望
・

不要
4 月　　 日より　 　泊

禁煙
・

喫煙

2
男性
・

女性

希望
・

不要
4 月　　 日より　 　泊

禁煙
・

喫煙

３
男性
・

女性

希望
・

不要
4 月　　 日より　 　泊

禁煙
・

喫煙

備考欄（ツインご希望の場合は、同室希望者の施設名・氏名をご記入下さい）

都道府県名 連絡担当者

法人名 施設名

会員内訳

【　 】に○を
ご記入ください。

⇒

全国老施協会員事業所
全国老施協会員であり
日本介護支援協会の

法人会員である事業所

全国老施協会員であり
日本介護支援協会の

事業会員または
個人会員である事業所

非会員

【　　　】
1名様  15,000円

【　　　】
1名様  3,000円

【　　　】
1名様  10,000円

【　　　】
1名様  20,000円

会員番号

住　　所
※参加書類送付先

〒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※郵便番号・住所は正しくご記入下さい

ＴＥＬ：　　　　　　　　　　　　　　　　
ＦＡＸ：　　　　　　　　　　　　　　　　

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。


