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24第

回

ポストコロナの日本社会と社会保障について、政策担当者や専門家と
一緒に考えてみませんか。皆様のご参加を心よりお待ちしております。

「地域包括ケアについて」（仮題）
厚生労働省老健局認知症対策・地域介護推進課長

「持続可能な社会保障制度とは」（仮題）

上智大学総合人間科学部社会福祉学科 教授　※調整中
（元厚生労働省　雇用均等・児童家庭局長 /前アゼルバイジャン共和国大使）

「令和時代の社会保障と働き方を考える
ー令和2年版厚生労働白書」

厚生労働省大臣官房人事課調査官

「新型コロナワクチン開発の現状と地方自治体への希望」
（仮題）

一般社団法人日本ワクチン産業協会 理事長

講演予定講師・テーマ

引き続き、3密を避けた対応が求められることを鑑み、
オンラインセミナー対応も実施します。

日時

参加費

会場

※第23回 地方から考える 「 社会保障フォーラム 」
    セミナーの様子

2月9日（火）までに　25,000円（消費税込み）をお振込みください。

（貸会議室）AP東京丸の内 〒100-0005
東京都千代田区丸の内1-1-3日本生命丸の内ガーデンタワー3Ｆ

会場定員先着

名
定員になり次第

締切

2021年2月19日（金）

第24回 地方から考える  「社会保障フォーラム」セミナー 参加申込書

〒

お名前

ご住所

参加の
ご希望

ふりがな 所属議会

電話番号

FA X

Eメールアドレス

※ご記入いただいた個人情報は、フォーラムにご参加いただく皆様へのご案内・情報提供の目的に使用させていただきます。管理にあたっては、必要かつ
適切な安全管理措置を講じ、漏えい、紛失、毀損または不正アクセス等の防止に努めます。

お申し込み先

HP http://tirare.jp/
FAX 03-3527-1028

お問い合わせ先 TEL 03-3253-0570

● お申し込みをいただいた方には事務局から受付完了のメール（アドレス記載のない場合は FAXにて）をお送りいたします。３日経っても届かない場合は
ご一報ください。

● 事務局からメールが届きましたら、メールに表記の口座へ参加費をお振込みください。
● オンライン参加の方には追って接続方法を個別にご連絡いたします。

または

よりお申し込みください。セミナーお申し込み

ご不明な点は、左記までお問い合わせください。

最新の情報は社保研ティラーレのホームページからご確認ください。http://tirare.jp/

会場 オンライン （いずれかに ○ をつけてください）
（必須）

会
場
案
内
図

駅
町
手
大
線
西
東

丸の内
ビル

丸の内永楽ビル
イーヨ !!

銀行会館

D6出口

り
通
代
永

新丸の内
ビル

パレスホテル

新大手町
ビル本館

大手町
ファースト
スクエア

みずほ銀行
本店

日本生命丸の内ビル

JR 東京駅

行
幸
通
り

三田線大手町駅
千代田線大手町駅

丸ノ内線大手町駅丸ノ内線東京駅

丸の内中央口
丸の内ホテル

丸の内
三井ビル

三菱ビル

丸の内
ブリック
スクエア

JPタワー三菱UFJ銀行
本店

丸の内
MY PLAZA

千代田線二重橋前駅

駅
京
東
線
葉
京

馬
場
先
通
り

三井住友
銀行本店
ビルディング

大手町
ビル

大手町野村ビル

郵船
ビルディング

日比谷通り

馬場先濠
AP東京丸の内

大手濠

駅
町
手
大
線
門
蔵
半

和田倉橋

Web版
無料会員募集中です!

後
援

ー 医療に関わる全ての情報を提供 ー

●   医療政策の動向や背景、展望についてわかりやすくお伝えします。
●   介護との連携や年金政策の動きなどもタイムリーに知ること
ができます。

●   社会保障フォーラムをダイジェストで講師のご講演の要旨と
「討議」の概要を掲載。

見本誌をご希望の方、購読のお申込みをしたい方は（株）社会保険研究所までご連絡ください。
TEL：03-3252-7901（代）

https://info.shaho.co.jp/iryou/

https://info.shaho.co.jp/nenkin/

（貸会議室）AP 東京丸の内　　〒100-0005  東京都千代田区丸の内 1-1-3　日本生命丸の内ガーデンタワー 3Ｆ
TEL: 03-5224-5109   FAX:03-5224-6109

東京メトロ千代田線、半蔵門線・都営地下鉄三田線「大手町駅」D6出口直結 ／ JR線・東京メトロ丸ノ内線「東京駅」より徒歩6分



第24回 地方から考える 「社会保障フォーラム」 PROGRAM

2/19（金）
9:30~ 受付開始

12:20~12:50

講義３

9:50~ 開講の挨拶、オリエンテーション

講義１

講義２

10:00~11:00

11:00~11:20 討議（20分間）

14:20~14:30 休憩（10分間）

12:50~13:00 休憩（10分間）

11:20~12:20 昼休み

13:00~14:00

14:00~14:20 討議（20分間）

15:50~16:00 休憩（10分間）

14:30~15:30

15:30~15:50 討議（20分間）

17:20~ 終了の挨拶　次回開催のお知らせ

16:00~17:00

17:00~17:20 討議（20分間）

17:30 終了

※12:05~12:15

聴いてトクする社会保障

ランチブレイクセミナー

講義４

第23 回 地方から考える 「社会保障フォーラム」セミナー の様子

講演予定講師・テーマ

プロがこっそり教える
読んでトクする社会保障

毎週火曜日発売

サンデー毎日好評連載中！ 週刊誌としては日本で最も古い歴史を持つ『サンデー毎日』に、社
会保障に関する最新情報を読者にお届けすべく、私共のフォーラ
ムの運営に協力していただいている専門家が交代で執筆していま
す（2018.10.28号から）。地方議員の皆様も地域から全国に発信し
ませんか？
執筆のお問い合わせは事務局までお願いいたします。

会場内の座席は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、会場定数よりも半数程度に数を減らした配置とさせていた
だきます。そのため、オンラインにより同時中継をいたします。

今後の状況に応じて、延期または全面的にオン
ラインセミナーとしての開催も想定しており
ます。今後の連絡に関しましては、HPに告知す
るとともに、電話・Eメール等で個別にご連絡を
申し上げます。 

・運営スタッフは、マスク着用で応対させて
いただきます。
・受付付近など会場各所に、アルコール消毒
液を配備いたします。

・ご来場の皆様におかれましては、マスクの
ご着用をお願いいたします。
・会場入口付近での、検温にご協力ください
ますようお願いいたします。
・体調がすぐれないようにお見受けされるご
参加者様につきましては、運営スタッフが
お声掛けさせていただき、ご退出をお願い
する場合がございます。

事務局の対応

会場ご参加者様へのお願い
オンラインご参加者様へ

・当日は ZOOM のウェビナー機能を活用したセミナーを受講してい
ただきます。ウェビナーはミーティング機能と異なり、聴講者の
先生方のカメラや音声は通常はオフになっており、ご質問をいた
だいたときのみ、質問者の先生の音声とカメラをオンにすること
が出来る機能です。パソコン・タブレット・スマートフォンでご
参加いただけます。

※パソコンを使用する場合は、webカメラ(内蔵webカメラでも)が必要
です。

※ネットワーク環境が安定した場所からご参加くださいますよう、お
願いいたします。なお、ZOOMによる参加をされるうえでのPC等の
推奨環境は「ZOOMヘルプセンター Windows、macOS、Linuxのシス
テム要件」をご確認ください。

・お申込者ご本人のみ参加・ご視聴いただき、セミナーの録音・録画
もご遠慮いただきますようよろしくお願いいたします。

・当日は、質疑応答の時間への積極的なご参加をお待ちしております。
・カメラにて会場の様子を配信します。

笹子 宗一郎氏
厚生労働省老健局認知症対策・地域介護推進課長
「地域包括ケアについて」（仮題）

香取 照幸氏
上智大学総合人間科学部社会福祉学科 教授　※調整中
（元厚生労働省　雇用均等・児童家庭局長  ／
  前アゼルバイジャン共和国大使）
「持続可能な社会保障制度とは」（仮題）

渡邊 由美子氏
厚生労働省大臣官房人事課調査官
「令和時代の社会保障と働き方を考える
  - 令和2年版厚生労働白書」

今川 昌之氏
一般社団法人日本ワクチン産業協会 理事長
「新型コロナワクチン開発の現状と
  地方自治体への希望」（仮題）

協 賛 
（株）社会保険出版社 太田 真吾氏
「地方自治体における医療・介護の連携
 -在宅療養の取組例」

（株）社会保険研究所・社会保険旬報編集長　谷野 浩太郎氏
「コロナ禍の医療提供体制」
（株）フィスメック　白崎 哲史氏
「求められる自殺予防」

※ 講師・テーマは予告なく変更されることもありますので予めご了承ください。 ※ 昼食は各自でお取りください。

聴いてトクする社会保障


