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第第 2266 回回（（令令和和 44 年年度度））オオンンラライインン研研修修  

「「福福祉祉ＱＱＣＣ｣｣入入門門講講座座  
開開  催催  要要  項項 

 

 

１．趣    旨 

  
 
福祉施設は、良質な福祉サービスの提供はもちろん、質の高いサービスを提供する職員

育成、リスク回避や事故を防止する体制の構築など、組織全体で改善活動に取り組む必要

があります。｢福祉ＱＣ｣活動は、業務改善・課題解決・職員育成に効果的な手法です。６～

７名でチームをつくり、業務上の課題解決に取り組み、ＱＣ手法を活用して業務改善をはかり

ます。そして、その過程において、職員はチームワーク、リーダーシップ、問題解決能力など

多くの能力を身につけます。また、施設長のサポートを得ながらも、職員の力で課題解決す

ることで、達成感と自信につながり、さらに仕事のやりがいと自分自身の成長を実感します。

その結果、職員が育ち、チームが強くなり、施設の活性化にもつながります。 

本講座は、初めて「福祉ＱＣ」活動を行う福祉施設職員を対象とし、組織的
な業務改善・問題解決のツールである「福祉ＱＣ」活動の基礎を学び、ＱＣ手法の基本
的な活用方法、ＱＣストーリーの進め方を習得し、各施設における活動の推進に役立ててい

ただくことを目的として、オンラインにて開催いたします。 
      
２．主    催    社会福祉法人全国社会福祉協議会 日本福祉施設士会  
 

３．運    営    「福祉ＱＣ」全国推進委員会 

             ※新型コロナウイルス感染症拡大防止等のため、 

動画の事前視聴およびオンラインでのライブ配信で実施いたします。  
 

４．期    日    令和 4年 6 月 22 日（水） ※講義の事前視聴あり 

 

５．定    員     70 名    
 

６．対    象   （１） 日本福祉施設士会会員 および 会員在籍施設職員等  
（２） 第 46期福祉施設長専門講座受講者および第 45期同講座修了者 
（３） 前項講座受講者および修了者在籍施設職員 
（４） 令和 3年度 関東甲信越静ブロック 

      「改善(福祉ＱＣ)活動 サークル個別指導講座」受講施設職員 
（５） 受講を希望する社会福祉施設の管理職、職員 
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７．日程・プログラム 

   （1）事前視聴 

      6月 8日（水）に視聴用の URL を送信いたしますのでご視聴ください。動画を視聴されてのご 

質問がございましたら、6月 14日（火）までに事務局までメールにてお送りください。 

Ⅰ Ⅰ モデル QC発表（令和 3年度（第 31回）福祉 QC全国発表大会・最優秀賞受賞施設の 

介護護老人保健施設ヌーベルさんがわ（香川県）の「ピッカまん」の発表「笑顔で明るく 

がんばろう!! ～コロナに負けるな～」）（約 15分） 

   Ⅱ 講義① テーマ：「福祉 QC」活動の基本と進め方（約 48分） 

           講師：藤本 マチ子氏（「福祉 QC」全国推進委員会委員） 

           内容：福祉 QC とは？／具体的な手順と手法（全体像） 

 Ⅲ 講義② テーマ：活動の進め方 1（約 52分） 

           講師：片岡 正信氏（「福祉 QC」全国推進委員会委員） 

           内容：テーマの選定、活動計画／現状把握とパレート図の活用、目標の設定 

 Ⅳ 講義③ テーマ：活動の進め方 2（約 48分） 

           講師：中立 次夫氏（「福祉 QC」全国推進委員会副委員長） 

           内容：要因の解析、特性要因図の活用 

 Ⅴ 講義④ テーマ：活動の進め方 3（約 34分） 

           講師：松村 雅彦氏（「福祉 QC」全国推進委員会委員） 

           内容：対策の立案・実施、効果の確認と歯止め、反省と課題 

（2）開催日：6月 22日（水） ※タイムスケジュールおよび内容は都合により変更となる場合があります。 

時間 分 内容 

12:30～13:25 55 入室 

13:25～13:30 5 
開講あいさつ  

杉 啓以子氏（「福祉 QC」全国推進委員会委員長） 

13:30～14:10 40 

【全体会】  

本日の進め方、モデル QC発表施設の尾崎 民子施設長からのコメン

ト、および事前視聴動画（講義）へのご質問の回答 

  進行：中立 次夫氏（「福祉 QC」全国推進委員会副委員長） 

14:10～15:20 70 

【グループワーク】 

「コロナ禍での利用者の孤独感・退屈感を減らそう」をテーマに、ブレー

ンストーミングやテーマ選定の進め方などについて、グループに分かれ

て意見交換を行います。なお、各グループの進行は、「福祉 QC」全

国推進委員会委員が行います。  

15:20～15:30 10 （ 休憩 ） 

15:30～16:30 60 

【全体会】  

グループワークにて意見交換された内容を共有します。 

  進行：清水 満正氏（「福祉 QC」全国推進委員会副委員長） 

16：30  
閉講あいさつ 

古谷田 紀夫氏（「福祉 QC」全国推進委員会担当副会長） 
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8．参加費（１名あたり）  
  

区  分 

・日本福祉施設士会 会員 
および会員在籍施設職員等  

・第 46 期 福祉施設長専門講座 
受講者および受講者在籍施設職員 

・第 45 期 福祉施設長専門講座 
修了者および修了者在籍施設職員 

会 員 外 

参加費の割引 

令和 3年度 関東甲信越静 
「改善（福祉 QC）活動サークル個別
指導講座」受講施設職員 

参加費 5,000円 8,000円 4,000円 

   

９．オンラインでの開催にあたって 

※お申込みをされる前に必ずお読みください。 
本講座はビデオ会話ツールの Zoomを使用した、オンラインでのライブ開催といたします。 

参加の申込みは、以下の事項を必ずご確認の上、お申込みください。同意いただけない場合は参加申込

みの受け付けができませんので、予めご了承ください。 

 

ご準備いただきたいもの 

Ｚｏｏｍが使用できる環境  

 □パソコン ※グループワークを行いますので、参加者 1名につき 1台ご用意ください。 

 □マイク（パソコン内蔵 orヘッドセット準備可であれば不要） 

 □Ｗｅｂカメラ（パソコン内蔵であれば不要） 

 □（必要であれば）イヤホン 

 □インターネット環境（可能であれば有線ＬＡＮ）。事前にセキュリティ設定等の確認をお願いします。 

 □研修受講に適した環境 

  （個室や会議室など、可能な限り受講者以外の声が入らない環境が望ましい） 

 

留意事項 

 ①講座の録音、録画、撮影は固く禁止いたします。 

 ②システムトラブル、接続の不具合などにより、本講座に参加できなかった場合や途中の切断、画像・音声に 

乱れが生じた場合でも、原則、参加費の返金はいたしません。 

 ③再配信はいたしません。 

 ④視聴のために使用する URL等は本講座に参加する方のみ、利用可能です。 

 ⑤URL等の再配布は禁止です。 

 

当日までの流れ 

 

 

 

     申し込み 

（6月 7日〆切） 

①専用サイトにて参加申し込み  

  ※申込期間・・・6月 7日（火）まで 

  ※申込方法は同サイトおよび本要項の 11.参加申し込み、および送金方法 

   をご確認ください。 

②申込完了時、ご登録メールアドレスに「申込完了メール」が配信されます。 

③お申込みから 1週間以内に「振込案内メール」を配信いたします。 

※振込口座、振込期限をお知らせいたします。期日までにご入金ください。 

動画視聴のご案内 

    （6月 8日） 

④事前視聴動画の視聴用 URL を 6月 8日（水）にお送りします。 
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事前動画内容のご質問 

  （6月 14日〆切） 

 

⑤事前動画につきまして、ご質問がある方は、6月 14日（火）までに、参加者 

氏名を明記のうえ、事務局（z-sisetusi@shakyo.or,jp）までお送りください。 

研修当日にご回答させていただく予定です。 

 ※ご質問の様式は問いません。講義①～④について簡潔にご質問ください。 

研修当日用 URLの案内 

    （6月 17日） 

⑥「講座当日用 URL・ID、パスコード」を 6月 17日（金）にメールにてご案内いた 

します。 

     研修当日 

    （6月 22日） 

⑦12時 30分より、「講座当日用 URL・ID、パスコード」にてご入室ください。 

 ※事務局が入室を許可するまでしばらくお待ちください。 

 

 Zoom操作上のお願い 

①参加管理のため、Ｚｏｏｍにご参加される際のお名前は、申し込み時と同じ表記でご参加ください。 

②講義中は必ずマイクミュートに設定してください。 

③講義中は「ビデオ開始する」の状態にしていただき、参加者の皆様が画面に映るようにしてください。 

④質疑応答でご発言される際は、マイクのミュートを解除してください。 

 

10．個人情報の取り扱い 
 
本講座の申込者、受講者、修了者にかかる個人情報は、本会「個人情報の保護に関する方針(プライバ

シーポリシー)」に基づき、適切に取り扱うこととしており、他の目的で使用することはありません。 

なお、本会プライバシーポリシーはホームページに掲載しています（http://www.dswi-sisetusi.gr.jp/）。 
 

（１）本講座にかかる参加申し込みの受付につきましては、名鉄観光サービス㈱MICE センターと「個人情報保

護に関する契約」を交わしたうえで、同社に業務を委託しております。 

（２）「参加申込書」に記載された個人情報は、本講座にかかる企画、各種資料の送付、参加者名簿の作成

管理のみの目的で使用し、他の目的で使用することはありません。 

（３）本講座資料の名簿に参加者氏名、所属、役職を掲載させていただきます。あらかじめご了承ください。 

 

11．参加申し込み、および送金方法 
 
（１）参加申し込みは下記インターネットサイトよりご登録ください。 

https://www.mwt-mice.com/events/fqcen2022 

（２）参加登録のお申し込み締切は、6月 7日（火）になります。なお、定員を超えた際、締め切りとさせて
いただく場合があります。 

（３）参加申し込みがサイトにて完了された方には、登録いただきましたメールアドレスに申し込み完了通知メ

ールが配信されます（お使いのパソコン等でセキュリティのためメール送信拒否設定をされている方は、

@mwt.co.jp ドメインからの受信許可設定を事前にお願いします。 

（４）参加お申し込みの登録操作方法は、上記サイトのトップページをご覧ください。 

（５）締切日 6月 7日（火）までの変更・取消は、参加者ご自身にて上記サイトで変更等操作をお願いします。 

（６）締切日以降の変更・取消については、上記サイトのお問い合わせフォームからの送信または、名鉄観光

サービス㈱ＭＩＣＥセンターまで書面にてご連絡ください（お電話での変更取消は致しかねます）。 

（７）参加取消による参加費の返金対応は致しかねます。あらかじめご了承ください。 
「開催要項」は、本会ホームページから PDF ファイルにてダウンロードできます。 

http://www.dswi-sisetusi.gr.jp/ 

 

 

 
 
 
 

●講座の内容に関する問い合わせは 

日本福祉施設士会事務局（担当：小林） 
〒100-8980 東京都千代田区霞が関 3-3-2 

新霞が関ビル４階 
社会福祉法人全国社会福祉協議会法人振興部内 
TEL:03-3581-7819／FAX:03-3581-7928 

●申し込みに関する問い合わせは 
名鉄観光サービス㈱ＭＩＣＥセンター（担当:下枝・冨永・柴田） 
〒100-0013 東京都千代田区霞が関 3-3-2 

新霞が関ビルＬＢ階 
TEL:03-3595-1121／FAX:03-3595-1119 

【営業時間：平日 9:30～17:30。土日祝日は休業】 

mailto:z-sisetusi@shakyo.or,jp
https://www.mwt-mice.com/events/fqcen2022
http://www.dswi-sisetusi.gr.jp/

