
事 務 連 絡 

平成 27 年 10 月 19 日 

 

 

各都道府県高齢福祉・介護保険主管部（局）御中 

各市区町村高齢福祉・介護保険主管部（局）御中 

 

 

                厚生労働省老健局振興課  

 

 

新しい総合事業の移行戦略セミナーのご案内について（出席依頼） 

 

 

平素より、介護保険制度の円滑な実施にご尽力いただき、厚く御礼申し上げ

ます。 

平成２７年４月の改正介護保険法の施行により、各自治体では、「介護予防・

日常生活支援総合事業（以下「総合事業」という。）」の移行に向けた準備が

進められています。 

総合事業の設計については、各自治体の裁量が大きく、地域の特性にあった

仕組みづくりを行うことができますが、どのような地域づくりを進めていくの

かについては、先行して総合事業を実施している自治体においても試行錯誤が

行われています。 

本セミナーにおいては、先行して総合事業を実施している自治体職員や厚生

労働省の担当者も交えた上で、総合事業への移行を実施する上で必要となる具

体的な準備プロセスや移行の戦略について、これから総合事業への移行を考え

ている各自治体担当者等の理解を深めるため、平成２７年度厚生労働省老人保

健健康増進等事業による無料セミナー「新しい総合事業への移行戦略－地域づ

くりに向けたロードマップ－」（三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式

会社実施）を別添のとおり開催します。 

つきましては、貴管内市区町村、地域包括支援センター及び社会福祉協議会

等、幅広く周知していただき、積極的に参加していただくよう願いします。 

 

※ 本セミナーについては直接三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会

社のＨＰ（以下のＵＲＬ）より直接お申し込みください。 

・ホ ー ム ペ ー ジ URL： 

http://www.murc.jp/sp/1509/houkatsu/index.html 

・申 込 サ イ ト U R L： 

http://www.murc.jp/sp/1509/houkatsu/seminar/2015/151106.html 

 



開始時間 内 容 講 師

13:00 新しい総合事業における
移行戦略のポイント解説

三菱UFJリサーチ＆コンサルティング
経済・社会政策部 社会政策グループ長 岩名 礼介

14：40 休憩（15分）

14:55
先行自治体による取り組みの報告
及び
パネルディスカッション

＜パネリスト＞
安孫子 敦子氏 （吉見町 健康推進課 課長補佐）
甲斐 香代子氏（竹田市 高齢者福祉課 課長補佐）
加賀谷 之治氏 （苫前町保健福祉課 主幹兼しあわせ係長）
片桐 勝元氏 （寒河江市 高齢者支援課 課長補佐）
黒澤 康則氏 （日立市 保健福祉部 高齢福祉課 副参事）
篠田 浩氏 （大垣市 福祉部高齢介護課 課長）
高木 佳奈枝氏（竹田市経済活性化促進協議会 事業支援員）
中沢 豊氏 （松戸市福祉長寿部介護制度改革課 専門監）
三政 貴秀氏 （小坂町町民課町民福祉班 主事）
吉田 竜生氏 （武蔵野市 健康福祉部 高齢者支援課

新介護予防・生活支援担当係長）
※参加するパネリストは各会場で異なります（上表ご参照）。

厚生労働省老健局担当者

＜コーディネーター＞
岩名礼介 （三菱UFJリサーチ＆コンサルティング）

「新しい総合事業の移行戦略
―地域づくりに向けたロードマップ」

三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社は、平成27年度老人保健健康増進等事業「地域支援事業の新し
い総合事業の市町村による円滑な実施に向けた調査研究事業」の一環で、「新しい総合事業の移行戦－地域づく
りに向けたロードマップ」セミナーを以下の通り開催します。

都道府県・市町村等職員、地域包括支援センター、社会福祉協議会等の総合事業に関わりのある方

対象者

プログラム※内容や時間に関しては当日変更となる可能性があります

【無料セミナー】開催のご案内

場 所 東京会場 名古屋会場 札幌会場 大阪会場 福岡会場 仙台会場

開 催

日 時

2015年
11月6日（金）
13:00～17:00

2015年
11月9日（月）
13:00～17:00

2015年
11月10日（火）
13:00～17:00

2015年
11月16日（月）
13:00～17:00

2015年
11月17日（火）
13:00～17:00

2015年
11月19日（木）
13:00～17:00

会 場 日本消防会館 ウィル愛知 北海道自治労会館 松下ＩＭＰホ－ル 都久志会館 仙台国際センタ－

パネリスト

(市町名)

日立市
武蔵野市
吉見町

大垣市
苫前町
日立市

小坂町
松戸市
武蔵野市

苫前町
松戸市
武蔵野市

竹田市
苫前町
松戸市

大垣市
小坂町
寒河江市

定 員
（先着順）

700名 700名 350名 700名 550名 350名

主 催 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社（厚生労働省老人保健健康増進等事業）

平成27年4月の改正介護保険法の施行により、各自治体では、「介護予防・日常生活支援総合事業（以下、総合
事業）」の移行に向けた準備が進められています。

総合事業の設計においては、自治体の裁量権が大きく、地域の特性にあった仕組みづくりを行うことができますが、
どのような地域づくりを進めてくのかについては、先行する自治体においても、試行錯誤が行われています。

本セミナーでは、総合事業への移行を実施する上で必要となる具体的な準備プロセスや移行の戦略について、先
行自治体職員や厚生労働省の担当者も交えて解説します。

セミナーの目的



反社会的勢力に該当すると認められる場合は、お申し込みを受付す
ることができません

同業者の方はお申し込みをお断りさせていただく場合があります

お申し込み多数の場合、ご参加人数の調整をお願いすることがござ
います

止むを得ない事情により、予告なくプログラムに変更が生じる場合が
ございます

会場での録音・撮影は固くお断りいたします

会場が変更となる場合があります。変更の際は、事前にお知らせい
たします

お申し込み・開催に際しての留意事項 個人情報の取り扱いについて

お申し込みの流れ

開催日時・会場等

1.ご記入いただいた氏名、住所、電話番号、その他の個人情報は、当社の「個人
情報保護方針」（http://www.murc.jp/corporate/privacy/）及び、「個人情報の取
り扱いについて」（http://www.murc.jp/privacy/）に従って適切に取り扱います

2.お預かりした個人情報は、当社において、本シンポジウムの運営及び本シンポ
ジウムに関するご連絡、今後のシンポジウムのご案内、シンポジウム企画の参
考の目的に限って利用し、厳重に管理いたします

3.お預かりした個人情報は、法令等に基づく場合を除き、ご本人の同意なく第三者
には提供いたしません

4.お預かりした個人情報は、業務委託により当社以外の第三者に預託する場合が
ございます。そうした場合には、十分な個人情報保護の水準を備える者を選定し、
契約によって個人情報の保護水準を守るよう定め、個人情報を適切に取り扱い
ます

5.申込書の必須項目には必ずご記入ください。必須項目にご記入頂けない場合は、
お申込みをお受けできない場合がございます。また、ご記入内容に不備がある
場合は、改めて内容の確認をさせて頂く場合がございます。なお、必須項目以
外のご記入は任意ですが、できるだけご記入いただけますようお願い申しあげ
ます

6.お預かりした個人情報の開示、訂正、利用停止等若しくは
利用目的の通知のご請求、または個人情報に関する苦情
のお申し出、その他の問い合わせにつきましては、表面記
載の「お問い合わせ先」までご連絡ください

会場・お申し込みの流れなど

お申し込み専用URL http://www.murc.jp/sp/1509/houkatsu/seminar/2015/151106/form.html
セミナーURL  http://www.murc.jp/sp/1509/houkatsu/seminar/2015/151106.html

変更・取り消し等ございましたら表面記載「お問い合わせ先」までご連絡下さい

「お申し込み専用URL」
(上記 )からお申し込み
ください

申込フォームの表示

各 項 目 を 入 力 し て

「同意して確認画面へ」

ボタンを押してください

申込フォームへ入力

入力内容をご確認後、

「送信」ボタンを押してくだ

さい

ご登録いただいたアドレ

スに申込確認メールが配

信されます

入力内容の確認と送信

自動受付メールを印刷し

たもの、及び名刺を受付

に提出ください

セミナー当日

セキュリティ警告が

表示された場合は、

「許可」を

クリックしてください

本受付メールが

受講証となります

東京会場 日本消防会館
・住所：港区虎ノ門2丁目9－16
・URL：http://www.nissho-jyouhou.jp/nissho-hall/accesmap.html

名古屋会場 ウィル愛知
・住所：愛知県名古屋市東区上竪杉町１番地

・URL：http://www.will.pref.aichi.jp/frame/f-kotu.html

札幌会場 北海道自治労会館
・住所：札幌市北区北6条西7丁目5－3
・URL：http://h-jichirokaikan.jp/access.html

大阪会場 松下ＩＭＰホ－ル
・住所：大阪市中央区城見1－3－7
・URL：http://www.mid.co.jp/midcreate/access.html#access_wrap02

福岡会場 都久志会館
・住所：福岡市中央区天神4－8－10
・URL：http://tsukushi-kaikan.jp/access/

仙台会場 仙台国際センタ－
・住所：仙台市青葉区青葉山無番地

・URL：http://www.aobayama.jp/access/

本シンポジウムに関する

お問い合わせ先

三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社
経済・社会政策部 「新しい総合事業」事務局
受付担当： 白土、三浦、窪田
Tel：03-6733-3407（平日10時～17時） E-mail： shinsougou@murc.jp 


