
出癖m 2ol9年度軽費･養護老人ﾎｰﾑ経営セミナー開催要領
一軽費。養護老人ホーム力殻也域で果たす「低所得や社会的孤立に寄り添う支援」を考える一

1．開催趣旨

高淵この進展に伴い､生活困窮による生活保護受給者の増大や社会的孤立など､介護以外の面で生活困難をかかえる高齢者が
増加していますb居宅での生活が困難な低所得高齢者の受け皿として、無料又は低額な料金で入所が可能な軽費老人ホームや養

護老人ホームが地域のなかではたしていくべき役割はますます重要になっていくと考えられますb

一方、軽費・養護老人ホームも他の社会福祉施設等と同様に人材の確保・定着が大きな課題となっているなか、施設が瑚或住

民や関係機関と連携して、高齢者が可能な限り住み慣れた地域における生活を支えるなどの社会的f砦1を担っていくためにも、

こうした課題にいち早く取り組んでいく時期にきているのではないでしょう力も

本セミナーではこうした軽費･養護老人ホームの状況を踏まえ、地域で果たす｢(耐f得や社会的孤立に寄り添う支援」をテー

マに、施設と地域とのつながりの実践事例や人材の育成・定着の取り組みについて紹介していきますb

2.主 催 独亙冴ﾃ政法人福祉医漁劉篝

3.開催日程 2019年9月20日 （金）

4.会 新霞が関ビルLB階｢全社協・灘尾ホール｣(東京都千代田区霞が関3－3-2)

※東京メトロ「霞ヶ関馴、暁ノ門馴から徒歩

場

5.定員及ひ漫講対瀦 200名程度

福祉施設を経営する法人役員、施設長、事務長など施設経営に携わる方

6.受講料 1名 8, 640円（消費税込み） ※受講料の事前振込が必要となりまう

7.受講申込受付開始日時 2019年7月9日 （火）午前10時から

※お申込みは先宥|頂にて受付を行い、定員になり次第、締め切りとさせていただきますb

受付開始以前に送信された唆講申込書」は、受領いたしかねますのでご注意くださしも

8.受講申込方迭 （申込先は福出臺療機構ではありませAわご注意願いますb)

WEB、またはFAXにてお申込みください。

WEBの場合は､樹篝ホームペーージにアクセスしていただき､申込フォーマットに必要事項をご入力の上ご送信ください。

（トップページ→新着情報・お知らせ→軽費･養護老人ホーム経営セミナー）

FAXの場合は、別添｢受講申込贄に必要事項をご記入いただき、下記FAX番号にご送信ください。

(FAX:03-3595-1119)

く申込先＞名銭観光サービス株式会社名鉄観光MICEセンター

9.その他

・受講料は、セミナー開催日14日前までに指定された口座に入金をお願いいたします（当日の現金払いは不可です)。
・受講料に昼食代は含まれておりませんb

・交通手段･駐車場･宿泊先等は、受講者ご自身でご準備。ご確認をお願いいたします6

・都合により、識而や講義内容等に変更が生ずる場合がありますので、あらかじめご了承くださbも
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当機構の事業運営につきましては、平素より格別のご愛顧を賜りまして、心より御礼申し上げます。経営セミナーの内容をご検

討いただき、是非ご受講いただければ幸いです。皆さまのご参加を、心よりお待ちしております。

ZO19年度軽寶・養護老人ホーム経営セミナー
ー軽費・養護老人ホームが地域ではたす「低所得や社会的孤立に寄り添う支援」を考える一

主催：独立行政法人福祉医療機構
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開催日:2019年9月2○日（金）

会場驚鐇鱗鵜蔬蕊壽憎ﾗ鯛壕ら徒歩5分〕
受付

オリエンテーション

開会あいさつ独立行政法人福祉医療機構

｢地域包括ケアシステム時代における軽費･養護老人ホームが担っていく機能と役割(仮題)」

<講師＞厚生労働省老健局高齢者支援課

｢多様化する軽費老人ホームにおける人材育成

～入居者の幅広のニーズに対応する福祉全般に係る知識の深化～(仮題)」

<講師>(福)寿考会理事長里山樹氏

｢福祉貸付事業の概要について(仮題)」

<説明者＞独立行政法人福祉医療機構福祉医療貸付部

休憩(簡易融資相談コーナー）

｢多様化する養護老人ホームにおける人材育成

～新人教育制度(エルダー制度)の確立による職員の定着の取り組み～(仮題)」

<講師>(福)潤和園常務理事上田忠裕氏

｢養護･軽費老人ホームがはたす地域とのつながり

～入居者の自主性の発揮を地域の架け橋に～(仮題)」

<講師>(福)蓬愛会理事長大山知子氏

｢軽費･養穫老人ホームの経営状況と地域共生社会の実現に向けて

～リスクからとらえた社会福祉法人制度改革～(仮題)」

<説明者＞独立行政法人福祉医療機構経営サポートセンターシニアリサーチヤー千葉正展

9:OO~

10:OO～10:10

10:10～10:50

10:50～12:OO

12:OO～12:10

12:10～13:10

13:10～13:50

14:OO～15:10

15:20～16:20

※講師および講義内容等に変更が生じる場合がございますので､あらかじめご了承ください。

●受講料： 1名8,640円（消費税込）

受講料に昼食代は含みません。宿泊施設や交通手段等はご自身でご準備ください。
●お申込方法:WEB，またはFAXにてお申し込みください。先着順にて受付いたします。

（福祉医療機構 トップページ→セミナー・イベント情報→軽費・養護老人ホーム経営セミナー）
FAXでお申し込みの場合、お申し込みから5営業日以内に受講票等をお送りいたします。

●お支払方法：セミナー開催日前に受講料のお支払いが必要です。開催日の14日前までにお振込みください。
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幽偶剛 2019年度軽費･寶謹老人ホーム経営セミナー曰程表

－軽費・養護老人ホームが地域ではたす「低所得や社会的孤立に寄り添う支援」を考える一
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独立行政法人福祉医療機構

2019年9月20B(金）

新霞が関ビル・全社協灘尾ホール

（東京都千代田区霞が関）

高齢化の進展に伴い、生活困窮による生活保護受給者の増大や社会的孤立など、介護以外の面で生活困難を

かかえる高齢者が増加しています。居宅での生活が困難な低所得高齢者の受け皿として、無料又は低額な料金

で入所が可能な軽費老人ホームや養護老人ホームが地域のなかではたしていくべき役割はますます重要にな

っていくと考えられます。

一方、軽費・養護老人ホームも他の社会福祉施設等と同様に人材の確保・定耆が大きな課題となっているな

か､施設が地域住民や関係機関と連携して、高齢者の住み慣れた地域における生活を支えるなどの社会的役割

を担っていくためにも、こうした課題にいち早く取り組んでいく時期にきているのではないでしょうか。

本セミナーではこうした軽費・養護老人ホームの状況を踏まえ、地域ではたす「低所得や社会的孤立に寄り

添う支援」をテーマに、施設と地域とのつながりの実践事例や人材の育成・定言の取り組みについて紹介して

いきます。

※講師および講義内容等に変更が生じる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
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(10分）

オリエンテーション
‐ー一一一一一'■■ーl■■一一'■■ー'■■ー－1■■ 1■■－－ｰ－－ｰｰーｰｰ●■‐'■■ｰｰⅡ■■ーーー■■一一1■■ 1■■ｰ－－1■■ｰI■■ ’■■ I■■■■一一＝一一ーーー－1■■ｰｰー－－ーｨ■■ー1■■■■一一一一一一ーーーー1■■ '■■－－1■■ 1■■一一一一ーq■

開会のあいさつ独立行政法人福祉医療機構

10:10～10:50

(40分）

｢地域包括ケアシステム時代における

軽費・養護老人ホームが担っていく機能と役割（仮題)」

<講師＞厚生労働省老健局高齢者支援課

10:50～12:OO

(70分）

｢多様化する軽費老人ホ〒ムにおける人材育成

～入居者の幅広のニーズに対応する福祉全般に係る知識の深化～（仮題)」

<講師＞（福）寿考会理事長里山樹氏

12:OO～12:10

(10分）

｢福祉貸付事業の概要について（仮題)」

<説明者＞独立行政法人福祉医療機構福祉医療貸付部

12:10～13:10 休憩(60分）～融資相談会～

13:10～1S:50

(40分）

｢多様化する養護老人ホームにおける人材育成

～新人教育制度（工ルダー制度）の確立による職員の定着の取り組み～（仮題)」
<講師＞（福）清和園常務理事上田忠裕氏

13:50～14:OO 休憩(10分）

14:00～15:10

(70分）

｢養護・軽費老人ホームがはたす地域とのつながり

～入居者の自主性の発揮を地域の架け橋に～（仮題)」
<講師＞（福）蓬愛会理事長大山知子氏

15:10～15:20 休憩(10分）

15:20～16:20

(60分）

｢軽費･養護老人ホームの経営状況と地域共生社会の実現に向けて
4

～リスクからとらえた社会福祉法人制度改革～（仮題)」
<説明者＞独立行政法人福祉医療機構経営サポードセンター

シニアリサーチヤー千葉汗展



’ 1．新規 2．内容変更 3．参加取消 ←いずれかに○をつけてください。

1．受講希望会場

東京会場 9月20日(金）

2.受講申込者

ご住所等3

4.経営されている施設･事業いずれかにOをつけてください。

1．軽費老人ホーム(A型）

4．養護老人ホーム

2．軽費老人ホーム(B型）

5．その他（

3． 軽費老人ホーム(ケアハウス）

）

5.融資のご利用いずれかに○をつけてください。

6.ご連絡事項がある場合はご記入ください。

※本セミナーの申込受付等につきましては､｢名鉄観光サービス株式会社MICEセンター｣に業務を委託しております。

※ご提出いただいた顧客情報は､福祉医療機構･業務委託先において､適切に保管･廃棄等の管理を行っており､経営サポート事業のために使用するほか､機構の他事業間で共有する
ことがあります｡詳細は当機構ホームページ｢顧客情報の取扱いについて｣をご覧ください。

※当機構は反社会的勢力との関係を遮断し､排除するため､警察等関係機関とも連携して適切に対応しています｡詳細は当機構ホームページの｢コンブライアンスの取組｣をご覧ください。
※お身体の不自由な方､病気やけがをされている方など､受讃に際してお手伝いが必要な場合には｢6.ご連絡事項がある場合はご記入ください｡｣欄にてお知らせください。

ﾍX:03-3595-11

ICEセンターあて（

火110:OO=

昌鉄観光サービス株式会社

フ01q年7月qP
雪は不妾

開始

回

氏名 役職名 役職･職種いずれかに○をつけてください。
フリガナ 1．社会福祉法人役員 2．社会福祉法人職員

3．医療法人役職員 4. NPO法人役職員

5．一般企業(福祉･医療)役職員 6．一般企業(コンサル等)役職員

7．行政等職員 8．会計士･税理士

9．金融機関職員 10．その他（ ）

氏名 役職名 役職･職種いずれかに○をつけてください。
フリガナ 1．社会福祉法人役員 2．社会福祉法人職員

3．医療法人役職員 4. NPO法人役職員

5.一般企業(福祉･医療)役職員 6．一般企業(コンサル等)役職員
7．行政等職員 8．会計士･税理士

9．金融機関職員 10．その他（ ）

1．勤務先 2． 自宅

ご住所

(T 一 ノ

ご送付先名称
(法人名･施設名等）

ご担当者名

電話番号
(日中ご連絡先） FAX番号

1． あり 2． なし



広報電子媒体のご案内

2019年度から当機構経営セミナーの広報資料を電子媒体にて、下記U肌に

掲載しております。ご周知いただく際にぜひご活用ください。

■セミナー名軽費・養護老人ホーム経営セミナー

■開催日 【東京会場】2019年9月20日（金）

<URL>

http://bit.do/eVkA9

<QRコード＞

１

【お問い合わせ先】

独立行政法人福祉医療機構

経営サポートセンターセミナーチーム

105.8486東京都港区虎ノ門4－3－1

ヒューリック神谷町ビル

3

9F

TEL: 03-3438-9932


