
 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成21年度 

全国ホームヘルパー協議会スキルアップ講座 

東北ブロックホームヘルパー研修会 

開 催 要 綱 

１．目 的 

本年４月、介護報酬・障害福祉サービス報酬の改定が行われた。改定においては、各事業に

おいて加算が増設されるなど介護サービスの質をより一層重視する方向性が示されている。 

こうした状況において、訪問介護事業所としてホームヘルプサービスの質の向上を目指す必

要があり、そのためにはホームヘルパー個々の質の向上が求められる。 

本研修会は、各ブロック・道府県ホームヘルパー協議会における研修のひとつのモデルとし

て位置づけ、これまでに全国ホームヘルパー協議会として研究・提唱してきた利用者の自立支

援をめざすホームヘルプサービスの考え方と具体的な展開手順について学ぶことにより、個々

のホームヘルパーのスキルアップに資するとともに、各ブロック・道府県への広がりを図るこ

とを目的として開催する。 

 

２．主 催 社会福祉法人全国社会福祉協議会 全国ホームヘルパー協議会 

秋田県ホームヘルパー協議会 
 

３．日 程 平成 21 年 10 月 30 日（金）～31 日（土） 

 

４．会 場 秋田温泉 さとみ 

〒010-0822 秋田県秋田市添川境内河原 142-1  

Tel：018-833-7171 Fax：018-833-3718  http://www.satomi-e.com 
 

５．対 象 （１）ホームヘルパー（全国ホームヘルパー協議会会員・非会員） 

（２）道府県ホームヘルパー協議会事務局担当者 等 

 

６．参加定員 200 名 

 

７．内 容 

【第１日目】10 月 30 日（金） 

13：00  受 付 

13：30～13：45 開会･あいさつ 秋田県ホームヘルパー協議会 会長 千葉 純子 

     全国ホームヘルパー協議会 会長 中尾 辰代 

13：45～15：15 基調報告〈90 分〉 

「ホームヘルプサービスをめぐる状況とホームヘルパー協議会の役割」（仮） 

  全国ホームヘルパー協議会 

http://www.satomi-e.com/


 

15：30～17：30 講義･演習〈120 分〉 

「自立支援をめざすホームヘルプサービスの展開」 

講 師 ： 渡辺裕美氏（東洋大学ライフデザイン学部教授） 

・自立支援をめざすホームヘルプサービスのための、アセスメント

の考え方や方法、チームケアの必要性等を学ぶ。 

・支援ケースによる演習を通し、自立支援を図るための着眼点や支

援のポイント、実際に行われている工夫を学ぶ。 

18：30～20：30 交流会 

【第２日目】10 月 31 日（土） 

9：00～12：00 講義･演習（つづき）〈180 分（2日目）〉 

「自立支援をめざすホームヘルプサービスの展開」 

講 師 ： 渡辺裕美氏（東洋大学ライフデザイン学部教授） 

 

12：00  閉会 

 

８．参加費 

・全国ホームヘルパー協議会 会員 ５，０００円 

・その他 １０，０００円 

 

９．参加申込 

参加希望者は、別紙「平成 21 年度全国ホームヘルパー協議会スキルアップ講座参加・宿泊

等のご案内」を参照のうえ、下記名鉄観光サービス㈱ 秋田支店まで郵送・ＦＡＸにてお申し

込み下さい。 

※ 定員まで受け付けます。定員超過によりご参加いただけない場合は、ご連絡いたします。 

 

10．申込み･問合せ先 

【参加申込に関して】 

  名鉄観光サービス株式会社 秋田支店  （担当：佐藤） 

〒010-0921 秋田県秋田市大町３－５－１ 

    TEL：018‐824‐3301  FAX：018‐824‐3304 

《営業時間》 月曜日～金曜日   ９:００～１８:００（土・日・祝日は休業） 

 

【スキルアップ講座の内容に関して】 

  全国ホームヘルパー協議会 事務局（担当：玉置、吉村） 

全国社会福祉協議会 地域福祉部 

〒100-8980 東京都千代田区霞が関３－３－２ 新霞が関ビル 

TEL：03-3581-4655  FAX：03-3581-7858 

E-mail z-chiiki@shakyo.or.jp 

 



平成２１年度 

全国ホームヘルパー協議会スキルアップ講座 

＜参加・宿泊等のご案内＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
１．お申込みについて 

大会参加、宿泊等を下記の要領でお申込み下さい。 
なお、参加申込み締切後、ホテル等の調整後「参加券」「宿泊確認証」「交流会参加券」を発送させ

ていただきます。 
 また、変更事項やお取消につきましては速やかに当支店へＦＡＸにてご連絡くださいますようお願

いいたします。 
 
 
                       

                       
                               
 
 

【お願い】 
お電話によるお申込み、変更はトラブル

の原因の為、ＦＡＸでの受付に限らせて

いただいております。 
ご協力お願い申し上げます。 

参加申込みはＦＡＸにて名鉄観光サ

ービス㈱秋田支店へ。 
ＦＡＸ：０１８－８２４－３３０４

＜申込期間＞ 
本要綱到着後、 
10 月 13 日（火）締切

 
 
 
 

 
                                

       １０月１６日（金）頃発送予定・・・・・・ 
参加券・宿泊確認証等にあわせ、ご

請求書を、直接参加者施設宛にお送

り致します。 
 
 

参加券等の内容をご確認の上、請求

金額をお振込下さい。 
 
     １０月２７日（火）までに ・・・・・・ 

 
２．参加費用について 
          ■全国ホームヘルパー協議会会員    ５，０００円 
          ■全国ホームヘルパー協議会非会員  １０，０００円 
          ○申 込 先・・・名鉄観光サービス㈱秋田支店 
          ○申込締切日・・・１０月１３日（火） 

（注意）お申込後の参加取消しや大会当日欠席の場合、参加費は返金いたしません。 
※但し、大会資料は後日送付させていただきます 

 
３．宿泊ホテルについて（下記宿泊プランは当社の募集型企画旅行商品です） 

○宿 泊 日・・・平成２１年１０月３０日（金）より１泊 
○宿泊ホテル・・・秋田温泉 さとみ  電話０１８－８３３－７１７１（代表） 

   ■宿泊プラン ３名～５名１室 ９，０００円 和室（相部屋となります。） 
※上記宿泊代金はお一人様あたりの金額です。１泊朝食、サービス料と消費税は含みます。 
※秋田駅（東口）～会場間は専用車にて送迎させていただきます。 
 ３０日：秋田駅発１１時３０分／１２時３０分、３１日：ホテル発１２時３０分発の予定です。 

（ご注意事項） 
・ 原則として、先着順にて、受付させていただきます。お部屋数の関係で満室になった場合は、宿

泊施設の変更をお願いする場合がございます。予めご了承下さい。 



４．交流会について 
  交流会費用・・・交流会参加の場合（飲み物代含む／税金込） 

○お一人様 ７，０００円 
５．昼食（１０月３０日分）について 

「秋田温泉さとみ」には昼食施設が少ないため、下記昼食プランをご案内申上げます。   
   昼食費用・・・ ○お一人様 １，０５０円 
 

◆交通のご案内（会場及びホテルＭＡＰ）＊秋田駅からタクシーで約１５分の所要です。 
      
                      
 
                  
                           
     
         
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
６．変更・取消しについて 

○申込み後の変更・取消しは、ＦＡＸにて速やかにご連絡下さい。 

○申込み後の参加取消しの場合、参加費の返金はございません。全額ご請求となります。 

○宿泊・交流会の取消料については、下記「ご旅行条件について」内の取消料にてご確認下さい。（取消料金は宿泊日、宿泊料金交流会費 

を基準としています）。 

 
 
● 募集型企画旅行契約 

この旅行は名鉄観光サービス㈱が旅行企画・実施するものであり、旅行に参加されるお客様は、当社と募集型企画旅行契約を締結すること

になります。★旅行契約の内容・条件につきましては、大会参加券類送付の際、「詳しい旅行条件書」を同封いたしますのでご確認いただ

きますようお願い申し上げます。 

● 取消料／お客様はいつでも取消料をお支払いいただくことにより契約を解除することができます。 

 １３日前～８日前 ７日前～２日前 前日 当日 
宿泊費 ２０％ 

交流会費 無料 
３０％ ５０％ １００％ 

ご旅行条件について 

● 個人情報の取扱いについて 

名鉄観光サービス㈱は、旅行申込の際ご提出いただいた個人情報について、お客様との連絡のためや、輸送・宿泊機関等の提供するサービ

スの手配及び受領のための手続きに利用させていただくほか、必要な範囲内で当該機関等及び手配代行者に提供いたします。 

★上記の他、当社の個人情報の取扱に関する方針については、当社の店頭またはホームページでご確認下さい． 

 
＜参加・宿泊等申込み先＞ 
 旅行企画・実施 名鉄観光サービス株式会社 秋田支店  国土交通大臣登録旅行業第 55 号 

〒０１０－０９２１ 秋田県秋田市大町３－５－１ 
         ＴＥＬ：０１８－８２４－３３０１ ＦＡＸ：０１８－８２４－３３０４ 
         《営業時間》 月曜日～金曜日   ９:００～１８:００（土・日・祝日は休業です。）

         担当 ： 佐藤 



（〒　　　　　　　－　　　　　　　　　）

性 年 交流会 昼食（10月30日分）

別 齢 7,000円 1,050円

参加・宿泊等申込み先

〒０１０－０９２１

秋田県秋田市大町３－－５－１

　ＴＥＬ：０１８－８２４－３３０１

 　ＦＡＸ：０１８－８２４－３３０４
（普通・当座） 　担当　佐藤

９,000円

秋田温泉　さとみ

９,000円

９,000円

秋田温泉　さとみ

９,000円

秋田温泉　さとみ

○ 秋田温泉　さとみ

９,000円

秋田温泉　さとみ

非会員 １０，０００円

非会員 １０，０００円

会員 ５，０００円

非会員 １０，０００円

会員 ５，０００円

宿泊プラン

フリガナ

お申込担当者名

フリガナ

宿 泊（10月30日／１泊朝食）
同室希望者名

女

男

 ○申込みは１０月１３日（火）必着にて、名鉄観光サービス（株）秋田支店にお送り下さい。

   （                            ）本店 ･ 支店

【ご返金の際のお客様口座名】

④

口座番号

《記入上の注意》

　名鉄観光サービス（株）秋田支店　　　行　（ＦＡＸ　０１８－８２４－３３０４）

口座名義

銀行名
   （                            ）銀行 ・ 金庫 ・ 組合

③

女

 ○申込書のコピーを「お客様控え」として必ずお手元にお取り下さい。
 ○本申込書はコピーしてお使い下さい。

男

会員

平成2１年度　全国ホームヘルパー協議会スキルアップ講座　『参加・宿泊・昼食・交流会申込書』

例 秋田　太郎

ＴＥＬ

ＦＡＸ

№ フリガナ

女
55

女

女

１０，０００円

会員

○
青森 次郎
岩手 三太
山形 四朗

合計金額

○ 　　２２，０５０円

  県    名

男

男

資料等送付
先

①

②

参加者氏名

アキタ　　タロウ

施設名又は
所属勤務先

大会参加費

５，０００円

非会員 １０，０００円

５，０００円

５，０００円

非会員

職種

サービス提
供責任者

会員男
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