
WAM モデル事業 「小規模多機能の包括的支援機能強化事業」 

介護サービスと地域づくりをつなぐ 

フォーラム in 加賀 

このままで 2040 年は乗り越えられるだろうか? ! 

介護人材の絶対的な不足と支援を要する方々の更なる増加に、                                                                      

これまでの延長では介護崩壊も想定されます。 

この現状を切り拓くために、地域包括ケア研究会(2019 年)報告があります。 

その実践をモデル事業として 2 年間行ってきました。先進的なひとつのモデルである石川県加賀市

に集って制度化について検討し、制度提案を行います。 

地域とともに取り組む多くの実践者、地域包括、行政の皆様のご参加をお願いします。 

○開催日時：令和４年８月２8 日（日）１０時～１7 時 

○会場：ホテルアローレ（加賀市片山津温泉） 
○研修参加者 ： 地域密着型サービス職員、地域包括支援センター職員、 

  行政職員、その他関係者等 

〇規模 : 全国より 300 名         (コロナ感染症対策を実施して開催します) 

〇参加費 (昼食弁当代含む) 事業者 3,000 円 

                      行政  1,000 円 (会場受付にて支払い) 

〇申し込み 添付の申込書にて FAX、またはメールにてお願いします。 

   先着順で締め切ります。申し込みは早めにお願いします。 

   申し込みの方で参加受付の方には、参加受付票を送付します。 

※締め切りにて参加お断りの場合:連絡します。悪しからずご容赦お願いします。 

（参加できない方のために、後日動画配信します。当日は参集のみとなります。） 

〇フォーラム終了後、交流会を実施(希望者のみ) : 感染症対策を行い実施します。 

なお、感染状況により中止になる場合があります。 

     交流会会費 6,000 円/1 人 (会場受付にて支払い) 

 

【当フォーラム協力:加賀市、加賀市介護サービス事業者協議会】 



WAM モデル事業 「小規模多機能の包括的支援機能強化事業」 

1. テーマ：介護サービス(個別給付)と地域支援事業、地域づくりをつなぐ

包括支援型・包括報酬型の地域ケア拠点を創る

2. プログラム(案)

9:50 10 分 オリエンテーション 【司会：中野 裕紀 氏（加賀市介護サービス事業者協

議会会長）】 

10:00 10 分 開会 ○本事業実施団体 あいさつ

〇石川県知事 馳 浩 氏 あいさつ 

○加賀市長 宮元 陸 氏 あいさつ

10:10 110 分 実践報告① 

（現場実践） 

○現場の実践報告

心のひろば(東京都青梅市) 

月の丘とめさん家(福岡市) 

くれよんルーム(香川県善通寺市) 

桜井の里(新潟県弥彦村、燕市、新潟市) 

ぐるんとびー(神奈川県藤沢市) 

わが家(長野県宮田村)  

リビングアエル(福岡県大牟田市)

コーディネーター：社会福祉法人 地域でくらす会

いくのさん家(鳥取市) 竹本匡吾氏 

コメンテーター: 厚生労働省老健局

認知症施策・地域介護推進課 

課長補佐 岸 英二氏 

〃   佐藤 敏彦氏 

12:00 50 分 昼休憩 弁当 

12:50 100 分 自治体の戦略～地域

デザインを考える～ 

包括支援型・包括報

酬型の地域ケア拠点

をつくるために 

○加賀市の取り組み

加賀市行政と事業所 

〇パネラー 

高知県健康政策部在宅療養推進課課長 都築 一元氏 

大牟田市 福祉課課長 松枝 芳昭氏 

川崎市健康福祉局地域包括ケア推進室  中村 肇氏 

鎌倉市  市長  松尾 崇氏 

コーディネーター：医療経済研究機構

主任研究員 服部 真治氏 

コメンテーター: 厚生労働省老健局

介護保険計画課課長 日野 力氏 

14:30 10 分 休憩 

14:40 40 分 国の動向 〇厚生労働省の課題と取り組み 

厚生労働省 事務次官 大島 一博 氏 
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15:20 90 分 制度提案 

 

 

 

 

地域包括ケア研究会

報告(2019)から制度

化へ 

 

 

 

 

 

 

 

 

○制度化に向けた意見交換 

【問題提起】 

～WAM モデル事業からみえてきたもの～ 

実施団体: 特定非営利活動法人コレクティブ 

理事長 川原秀夫 

【パネラー】 

地域包括ケア研究会 

座長 

埼玉県立大学理事長（介護給付費分科会座長）             

田中 滋氏   

委員 

社会福祉法人リガーレ暮らしの架け橋 理事長             

山田 尋志氏 

事務局 

三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング東京本部 経済

社会ユニット. 共生・社会政策部長 主席研究員  

                   岩名 礼介氏 

日本社会事業大学専門職大学院客員教授 

(元厚生労働事務次官)          蒲原 基道氏 

16:50 10 分 閉会 ○フォーラム全体のまとめ 

社会福祉法人共友会理事長        岩尾 貢氏 

※講師は、Web 参加になることがあります。 

 

17:30～19:30             交流会 (希望者のみ:参加費 6,000 円)    

 

※会場のホテルアローレと小松空港、加賀温泉駅との送迎を行います。 

(小松空港まで 15 分、加賀温泉駅まで 20 分です) 

 参加申し込みで送迎ご希望の方に、時間等の連絡をいたします。 

 

 

問い合わせ先 : 実施団体 特定非営利活動法人コレクティブ (https://www.kinasse.jp/) 

       当フォーラム専用携帯: 080-2794-7386 (担当 山下) 

 

本 WAM モデル事業は、次の団体が連携し実施しています。 

社会福祉法人共友会(石川県加賀市・小松市)、社会福祉法人地域でくらす会(鳥取市)、 

心のひろば(東京都青梅市)、やまなみ介適生活(福岡県大牟田市)、筑後優友舎(福岡市)、 

熊本県地域密着型サービス連絡会、チーム福祉くまモン 

  



WAM モデル事業 「小規模多機能の包括的支援機能強化事業」 

 

参加申し込み　送付先 FAX     096-285-6342 メール info@kinasse.jp

※1 会場のホテルアローレとJR加賀温泉駅または小松空港までの送迎を行います

※2

懇親会 宿泊（8／27） 宿泊（8／28）

¥6,000 ¥7,890 ¥7,890

懇親会 宿泊（8／27） 宿泊（8／28）

¥6,000 ¥7,890 ¥7,890

懇親会 宿泊（8／27） 宿泊（8／28）

¥6,000 ¥7,890 ¥7,890

懇親会 宿泊（8／27） 宿泊（8／28）

¥6,000 ¥7,890 ¥7,890

　　　　　　　　介護サービスと地域づくりをつなぐ　フォーラム in 加賀 　　　　参加申込書

都道府県名 書類等送付先ご住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　WAMモデル事業「小規模多機能の包括的支援機能強化事業」

〒　　　　ー　　　　

事業所名（所属先名） TEL

FAX

e-mail

No

1

性別

例

加賀　太郎

参加者名

フリガナ 性別

男

加賀温泉駅

小松空港

不要

参加

不参加

　・地域密着型サービス事業所

　・地域包括支援センター

　・その他

　・行政職員

年齢

送迎 合計金額
¥3,000 ¥1,000

ご所属（〇をつけてください）
年齢

¥24,780

加賀温泉駅

小松空港

不要

参加

不参加

〇 〇

合計金額

ホテルアローレはツインの部屋のシングル利用です。(朝食付き)　ツインでのご利用も可ですが、料金は変わりません。

合計金額

カガ　タロウ 性別 年齢 送迎
ご所属（〇をつけてください）

¥3,000 ¥1,000

¥3,000 ¥1,000

　・地域密着型サービス事業所

　・地域包括支援センター

　・その他

　・行政職員

送迎
ご所属（〇をつけてください）

40

加賀温泉駅

小松空港

不要

参加

不参加

　・地域密着型サービス事業所

　・地域包括支援センター

　・その他

　・行政職員

送迎 合計金額
¥3,000 ¥1,000

　・地域密着型サービス事業所

　・地域包括支援センター

　・その他

　・行政職員

加賀温泉駅

小松空港

不要

参加

不参加

2

性別 年齢
ご所属（〇をつけてください）

例


