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１ 趣 旨
　現在、国においては、生活に困窮する人への対応として、相互に密接に関連する生活困窮者自立支援制度

及び生活保護制度の課題とその対応方策について一体的な見直しの議論が行われています。議論のテーマに

は「生活保護受給者の住まう場」として「一時生活支援・居住支援等のあり方」が掲げられており、保護施

設への社会的な関心が高まりつつある今、救護施設は地域住民等に対して、根拠をもって日々の実践の理解

を得ることが必要です。

　救護施設では、利用者の自立の観点から、受け入れた利用者の支援展開をより適切に行うため、『救護施

設個別支援計画書』等を活用し、「施設から地域へ」「地域から施設へ」という、循環が可能な支援体制の構

築を図っています。今年度は、新たに『救護施設第三者評価基準ガイドライン』が国から示される予定です。

これにより救護施設の福祉サービスの提供体制や内容について、専門的・客観的に評価することができるよ

うになり、『救護施設の見える化』を図るための体制が整備されたと言えます。

　そこで、救護施設における支援実践の振り返りを通し、福祉サービスの質の向上を目的として本セミナー

を開催します。

２ 主 催  社会福祉法人全国社会福祉協議会　全国救護施設協議会

３ 期 日  平成 29年12月5日（火）～6日（水）
４ 会 場  タイム 24ビル　13階　研修室 131
 ※ゆりかもめで新橋から 18 分、「テレコムセンター」駅から徒歩 3分

 〒 135-8073　東京都江東区青海 2-4-32　TEL03-5530-5010

５ 対象、定員  救護施設に勤務する職員／１３０名

６ 参 加 費  １５，０００円



７ 日 程

【１日目／ 12月 5日（火）】
12:30 13:30 14:15 15:45 16:00 17:00 17:30 18:30

受　付
挨 拶 ・
基調報告

講義１ 休憩 講義２ 移動 情報交換会

【２日目／ 12月 6日（水）】
9:30 11:45 12:45 14:15

演　習
昼 食 ・
休 憩　

講義３

12 月５日（火）
①開会挨拶・基調報告 13：30 ～ 14：15

【挨拶・報告者】全国救護施設協議会会長　大西　豊美

②講義 1「福祉施設における質の向上の取り組み」14：15 ～ 15：45
【講　師】神奈川県立保健福祉大学　名誉教授　山崎　美貴子 氏

③講義 2「救護施設における第三者評価の必要性」16：00 ～ 17：00
【講　師】福祉の質の向上推進委員会厚生事業部会　委員長／
　　　　（福）村山苑　理事長　品川　卓正 

④情報交換会　17：30 ～ 18：30　※希望者のみ
会　場：タイム 24 ビル　11 階スカイレストラン「シーガル」

12 月６日（水）
⑤演習「自己評価の実際」9：00 ～ 11：45

【講　師】福祉の質の向上推進委員会厚生事業部会委員／
　　　　  岩手県社会福祉協議会 事務局次長　右京　昌久 氏　他

⑥講義３「『我が事・丸ごと』地域共生社会の実現に向けた展望」
　　　　　12：45 ～ 14：15

【講　師】講師：同志社大学　社会学部准教授　永田　　祐 氏



８ 申 込 方 法

(1) 受講希望者は、別添「参加申込書」に必要事項をご記入のうえ、まで、郵送また
はＦＡＸにてお申込みください。
申込締切日は平成 29年 11 月 17 日（金）です。
※会場の定員の関係で、締め切り前でもお申込み受付を終了する場合があります。

(2) 参加費お振込後の参加取消については、研修会資料送付をもって代えさせていた
だきます。

９ 宿泊・昼食・情報交換会の申込み
　宿泊・昼食につきましては、別添「参加申込書」により、名鉄観光サービス株式
会社　新霞が関支店までお申込みください。1日目終了後、タイム 24 ビルの 11 階
スカイレストラン「シーガル」にて、情報交換会を行います。ご参加希望の方は、
別添「参加・宿泊・昼食等申込書」によりお申込みください。〔参加費： 3,000 円〕

10 参加・宿泊・昼食等の申込み先

名鉄観光サービス株式会社　新霞が関支店
　〒 100-0013　東京都千代田区霞が関 3-3-2　新霞が関ビル LB 階
　TEL03-3595-1121　／ FAX03-3595-1119　【担当／波多野・山邊】

11 個人情報のお取扱いについて
　「参加申込書」に記載いただいた個人情報は、申込受付等委託業者（名鉄観光サー
ビス株式会社　新霞が関支店）と、事務局（全国社会福祉協議会 高年・障害福祉部）
において共同利用させていただきます。個人情報は参加申込受付、参加管理、参加
にあたり希望される宿泊等のサービス提供及び会議運営に必要な範囲内で使用いた
します。

参加者名簿の作成について
　事務局において参加者の把握、参加者同士の交流に資するため、「参加申込書」を
元に参加者名簿（都道府県名、施設名、参加者氏名、役職名を記載）及びグループ編
成表を作成し、当日参加者に配布します。なお、参加者名簿への記載を希望されない
場合は、「参加申込書」の備考欄にその旨ご記入くださいますようお願いいたします。

12 研修内容に関するお問合せ先
全国社会福祉協議会 高年・障害福祉部【担当／武藤、押野】
　〒 100-8980　東京都千代田区霞が関 3－ 3－ 2新霞が関ビル
　TEL 03-3581-6502 ／ FAX 03-3581-2428



平成 29年度 救護施設福祉サービス研修会 

参加・情報交換会・宿泊・昼食のご案内 

１． 申込方法について 

申込書に必要事項をご記入の上、郵送または 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。事務手続きの関係上 11 月 17 日（金）までにお申込みをお願いします。 

なお 1111 月月 1177 日日（（金金））以以前前ででもも定定員員（（113300 名名））にに達達ししたた場場合合ににはは、、受受付付をを終終了了ささせせてていいたただだききまますす。。ご了承く

ださい。 

２． 宿泊のご案内 

研修期間中のご宿泊として下記の宿泊施設をご手配させていただきます。 

手配をご希望の場合は申込書にてお申込みください。 

宿泊施設 申込記号
宿泊料金（1 泊あたり） 

朝食付・税込のお一人様料金
会場（タイム 24 ビル）からの所要・最寄駅

東京ベイ 

有明ワシントンホテル

Ａ-１ シングル 12,300 円
会場から約 15 分（ゆりかもめ利用） 

ゆりかもめ「国際展示場駅」より徒歩 3 分 
Ａ-２ ツイン 9,800 円

・宿泊料金は朝食付、税金・サービス込を含むお一人様１泊あたりの金額です。 

・ツインタイプ（A-2）のお申込みは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。申込書の「同室者氏名」欄に同室者

のお名前を必ずご記入ください。当方では相部屋の組み合わせは行いませんのでご了承ください。 

・室数に限りがございますので先着順にて受付をさせていただきます。満室となりました場合は他ホテルをご案内させていただくことが

ございます。予めご了承ください。 

３． 情報交換会のご案内 

研修初日（17:30～18:30）に情報交換会を開催します。参加をご希望の場合は申込書にてお申込みくだ

さい。 

  会場：タイム 24 ビル 11 階 レストラン「シーガル」（研修会場と同一建物内） 

情報交換会参加費：3,000 円

４． 昼食のご案内 

研修 2 日目の昼食手配を承ります（1,250 円・税込・お茶付）。ご希望の場合は事前に申込書にてお申込

みください。なお研修当日のお申込みは承りかねます。ご希望の場合は必ず事前にお申込みください。 

５． 費用の送金方法について 

申込締切日以降、開催日の一週間前に申込書にご記入いただいたご住所へ参加券類及び費用の振込

依頼書を郵送させていただきます。到着後ご送金のお手続きをお願いします。 

６． 申込内容変更、参加取消について 

お申込み後に申込内容の変更、取消が生じ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にてご連絡をお願いします。 

・参加費ご送金後の参加取消につきましては、参加費のご返金はいたしません。資料の送付をもって代

えさせていただきますのでご了承ください。 

・宿泊、情報交換会、昼食の取消については取消日により下記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 

及び無連絡 

宿 泊 20％ 30％ 40％ 50％ 100％ 

％001降以92/11。料無でま82/11会換交報情

％001降以92/11。料無でま82/11食昼

※受付時間外の変更・取消のご連絡は翌営業日の受付扱いとさせていただきます。予めご了承ください。 

＜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
は た の

、山邊
や ま べ

〒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）


