
平成 25 年度地域密着型サービス（グループホーム・小規模多機能型居宅介護・

認知症デイサービス）起業塾開催 

 熊本県では、認知症高齢者の増加が見込まれる中、認知症になってもできる限り住み慣れた地域で

安心して暮らし続けることができるように、地域密着型サービスの普及を促進しています。 

この一環として、熊本県宅老所・グループホーム連絡会に委託し、地域密着型サービス事業所の開

設に興味のある方を対象に、地域密着型サービスの内容や開設の仕方、開設に向けた準備等について、

実際の開設者等の方から直接学ぶことができる起業塾を、次のとおり開催します。 

受講希望の方は、別記申込書により、地域密着型サービス起業塾受講申込書により、熊本県宅老所

グループホーム協会へ直接申し込みください。 

記 

１ 開催場所等（全行程 3日間）（起業塾＋フォローアップ研修） 

 開催場所  日   程 

甲佐町生涯学習 

センター  

輝かがやき 1 日目 11 月 7 日（木）  

会議室 7 2 日目 11 月 8 日（金） 

起業塾 

会議室 7 3 日目午前 平成 26 年 1 月 12 日（日） 

フォローアップ研修 

フォーラム 

 

熊本県民交流館 

パレア 

 

パレアホール 3日目午後 平成 26 年 1 月 12 日（日） 

＊ 熊本県民交流館パレア 熊本市中央区手取本町 8-9 テトリアくまもとビル 

＊甲佐町生涯学習センター 輝かがやき 上益城郡甲佐町豊内 719 番地 4 甲佐町役場内 

２ 研修時間等 

  起業塾       開始時間９：３０～終了時間１６：５０（受付開始 ９：００）  

フォローアップ研修 開始時間１３：３０～終了時間１６：５０（受付開始 １３：００） 

 

３ 定員 ５０名です。また、フォローアップ研修３００名です。 

     フォローアップ研修のみの受講も受付けております。 

申し込み順に受付を行い、定員を超えた時点で、受付を終了します。 

      

４ 参加費（テキスト料） ３，０００円。なお、フォローアップ研修参加は無料です。 

  ＊フォローアップ研修については市町村の方、地域包括支援センターの方は参加無料です。 

５ 申込先 〒８６１－３２４２ 

      上益城郡甲佐町白旗９８６ グループホーム せせらぎ 

      電 話 ０９６－２３４－５５１１ 

      ＦＡＸ ０９６－２３４－５５１１ 

６ 研修カリキュラム等 

テーマ：地域に必要な小規模な事業所を立ち上げたい、あなたのために。 

将来的に地域のための介護サービスを立ち上げたいが、立ち上げ方が分からない人に 
1 日目：一緒に地域密着型サービスをつくりましょう！ 何のためのサービスか？ 

     地域密着型サービスを立ち上げるために制度や仕組みを理解しましょう! 



制度的な理解・仕組みは? 

市町村の役割の連携について市町村と合同研修。 

時 間 研修内容 講師 

9:30〜 

9:50 

主催者あいさつ 

 

熊本県健康福祉部長寿社会局

認知症対策・地域ケア推進課

9:50〜 

11:50 

 

地域密着型サービスの制度とケア 

小規模多機能ホームとは？ 

地域の縁がわ地域ふれあいホーム事業について 

NPO 法人 

コレクティブ代表 

川原 秀夫 

11:50〜 

12:30 

地域の縁がわ・地域ふれあいホームの実践事例 グループホーム大道 

永田 いつ子    

13:30～ 

14:20 

認知症グループホームとは？ (有)せせらぎ 

代表 高橋恵子 

14:30～ 

15:20 

認知症デイサービスとは？ 株式会社 暖 

松田 修 

15：30～ 

16：30 

市町村の役割 

 評価、集団指導、監査等 

熊本市健康福祉局 

保健福祉部高齢介護福祉課 

２日目 地域密着型サービスに必要な人材育成と人材確保。 

     住み慣れた地域で、その人らしい暮らしを支えるためのケアプランについて。 

地域密着型サービスに必要な法人の設立について学びましょう！ 

実際に運営するためのノウハウ。 

時 間 研修内容     講師 

9:30～ 

10:30 

地域密着型サービスの人材確保と育成 小規模多機能ホームしいの木

の里 施設長 

原山 幸子 

10:40～ 

11：50 

地域密着型サービスのケアプランとアセスメント 原山 幸子 

12：50～ 

13：40 

介護サービスの労務管理 

 

ヒューマンケア富合 

施設長 前川春美 

13:50〜 

14:40 

小規模な介護サービスの建築計画 

 

(有)来夢建設設計 

事務所 松下 隆太 

14:50～ 

15:40 

法人の設立の仕方 (株)近代経営研究所 

 

15：50～ 

16：40 

介護サービスの事業計画（経営面） (株)近代経営研究所 

 

 

３日目  地域密着型サービスに必要な地域・行政との関わり方。 

地域密着型サービスを実際に立ち上げてみましょう! 実際に立ち上げるために? 

時 間 研修内容     講師 



9:30～ 

10:20 

地域密着型サービスの立ち上げ 

（地域や行政との関わり） 

(有)せせらぎ 

代表 高橋恵子 

10:30～ 

11：30 

原山 幸子 

高橋 恵子 

11:30～ 

12:00 

演習 地域密着型サービスの事業計画を実際に立

ててみよう！ 

発表・講評 原山 幸子 

高橋 恵子 

13：30～ 

16：50 

フォローアップ研修 フォーラム 

 

 

熊本県・宅老所グループホーム

連絡会 会長 川原 秀夫 

 

３日目 午後 フォローアップ研修 フォーラム 

 

＜講座の中に組み込む内容＞ 

  地域密着型サービスの種類と内容、開設の仕方・助成金の申請方法、人材の集め方・人材育成、

地域密着型サービスの管理運営、開設のための書類の書き方、行政への相談の仕方、職種を生かす

ために（介護支援相談員・看護師・社会福祉士・介護福祉士など）、サービスの理念、法人の種別、

事業計画の立て方、労務管理、熊本県の地域のえんがわ事業やふれあいホームについての研修とな

ります。 

 



地域密着型サービス起業塾 受講申込書 

申込日 平成 25 年 月 日  

フリガナ 

名前 

住所 

 

〒 

連絡先電話 

FAX・E メールなど 

 

※ 起業予定のある方 

 

起業予定などあればお書き

下さい 

 

いつごろ 

 

なにを 

 

どこで 

 

どのような建物で 

 

※ 起業予定ではないが興

味のある方 

 

地域でどのようなことをし

たいと考えていますか？ 

 

 

現在の職業 

所属事業所 

資格などあればお書き下さ

い 

 

本講座に望むこと 

 

 

 

 

 

受講できないときがありま

すか？該当する日を〇で囲

んでください。 

・1 日目（11 月 7 日）、2 日目（11 月 8 日）、3 日目（1 月 12 日）が 

受講できない。 

・フォローアップ研修のみ参加する（1 月 12 日） 

 

 

 



地域に必要な小規模の
介護サービスを
立ち上げたい

を

サービスの内容や
開設の仕方について

相談したい

実際に開設者や
実践者の活動を詳しく

聞いてみたい

あなたのために必要な
ご案内を紹介いたします。
ぜひ、裏面もどうぞ！

あなたのために必要な
ご案内を紹介いたします。
ぜひ、裏面もどうぞ！

その他にも…その他にも…

主催:熊本県　熊本県宅老所・グループホーム連絡会

地域密着型サービス

起業塾
　認知症や障がいを有していても、地域の中でその人らしく生きていく
ために地域密着型サービスの必要性が求められています。地域で小規模
なサービスについて、実際の開設者や実践者から、地域密着型サービス
事業所の設立の仕方や考え方を学びましょう。

対象者 地域密着型サービス等の小規模な
事業所の開設に興味関心がある人

●起　　業　　塾／開始時間 9：30～終了時間16：50（受付開始  9:00）
●フォローアップ研修会／開始時間13：30～終了時間16：50（受付開始13:00）

参加費 テキスト代　3,000円

セミナー開催日程及び会場（全行程３日間）

今、なぜ地域密着型サービスが必要なのか？
小規模な事業所が、地域の福祉の拠点となり

必要な介護を必要な時期に提供することが重要です。

今、なぜ地域密着型サービスが必要なのか？
小規模な事業所が、地域の福祉の拠点となり

必要な介護を必要な時期に提供することが重要です。

※市町村職員、包括支援センター
　の方は無料になります。

起　業　塾 会議室7

会議室7

パレアホール

くまもと
県民交流館
パレア

甲佐町生涯学習センター 輝かがやき 1日目 11月7日（木）

2日目 11月8日（金）

3日目（午前） 平成26年1月１２日（日）

3日目（午後） 平成26年1月１２日（日）フォローアップ研修
フォーラム

どなたでも参加できます
参加
無料

開催場所 日　程



申し込み
参加する講座に○を付けて下さい。

□起業塾
□開設支援実習
□地域共生フォーラムのみ

　地域密着型サービスの内容や開設の仕方について、考えていること、困っていることなどを気軽に電
話などで相談を受けます。地域で小規模なサービスについて、開設のための事業計画を立てるため、ア
ドバイスを行う実践者などを紹介いたします。

（地域密着型サービス起業塾フォローアップ研修最終日）

地域密着型サービスに関する相談支援事業

地域密着型サービス事業所開設支援実習
　実習方式で、通常行われている見学実習レベルではなく、地域において開設されるグループ
ホームや小規模多機能型居宅介護が、開設直後より直面する課題や経営や運営面、人材育成のノ
ウハウまで、現場実習の中で学び、現場の管理者・リーダークラスとの意見交換を通してさらに
学習していただきます。（実習費についてはご相談下さい）。

主催:熊本県　熊本県宅老所・グループホーム連絡会

本事業に関する問い合わせ先

TEL/FAX 096-234-5511グループホーム せせらぎ事務局 担当  山本・大石

地域に必要な小規模な事業所を立ち上げたい、
あなたのために。
地域に必要な小規模な事業所を立ち上げたい、
あなたのために。

開催日

平成26年 月1 日（日）12
対象者

起業塾生は必須、家族･介護者などどなたでも参加できます（要申込）起業塾生は必須、家族･介護者などどなたでも参加できます（要申込）

場　所

熊本県民交流館パレア パレアホール

開始時間 13：30～
終了時間 16：50 参加費

―地域の中で認知症や障害をかかえた人たちが、生き生きと暮らしつづけるために――地域の中で認知症や障害をかかえた人たちが、生き生きと暮らしつづけるために―

将来的に地域のための介護サービスを立ち上げたいが、立ち上げ方が分からない人に将来的に地域のための介護サービスを立ち上げたいが、立ち上げ方が分からない人に

氏 名

住 所

電 話

Eメール

F A X

地域共生フォーラム 公開講座

※本事業の相談窓口は、チラシの問い合わせ先と同じです。
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