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【趣旨】 

 

日本の少子高齢社会は深刻を増し、経済活動の基礎となる生産年齢人口の減少が続くな

ど、福祉施設でも恒常的な人手不足に直面しながらの事業展開を余儀なくされ、従来の慣

行から脱却した経営基盤の確立と財政マネジメントの強化が求められています。  

  今後の事業展開を考える上での選択肢の一つとなる、「社会福祉連携推進法人制度」が

創設されるなど、福祉サービスを継続するための方策を考える必要があります。 

こうした中で、本セミナーは、「サステナブルな施設経営を考察する」をテーマに、「福

祉施設士」の実践や学識者の講演を通じて、福祉施設長に求められる姿勢や態度の確認、

今後の福祉施設経営の方向性等を共有しながら、会員相互の交流促進を図ることを目的に

開催いたします。 

 

１．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 

 

２．日  程   令和 4 年 9 月 29 日（木） （開会 13 時／閉会 17 時 30 分予定） 

 

３．会  場   全国社会福祉協議会 灘尾ホール（予定） 

              〒100-8980 東京都千代田区霞が関 3-3-2 新霞が関ビル 

               TEL 03-3581-7819  FAX 03-3581-7928 

              ※新型コロナウイルス感染症の状況により、オンライン開催となる場合があります。 

                （開催方法の変更等については、お申込時にご登録のメールアドレスにご連絡します。） 

 

４．参加対象 （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受講者在籍施設職員 

  （３） 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 

（４） 福祉施設の施設長など関係者 

 

５．募集定員  ２００名 

日本福祉施設士会 

「第 43 回全国福祉施設士セミナー」 

サステナブルな施設経営を考察する 

【開催要項】 
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６．プログラム  ※都合により内容、時間が変更となる場合があります。 

時 間 内 容 

12:00～13:00 
(60 分) 

受付 

13:00～13:10 
(10 分) 

【開会】  

挨拶     日本福祉施設士会  会長   藤田
ふ じ た

 久
ひさ

雄
お

 

        全国社会福祉協議会   

13：10～13:40 
(30 分) 

【基調報告】  

        日本福祉施設士会  会長   藤田 久雄 

13:40～14:10 
（30 分） 

【行政説明】  

 「社会福祉法人と 2040 年問題（仮）」 

厚生労働省社会・援護局福祉基盤課 

14:10～14:20 
（10 分） 

休憩 

14:20～15:20 
(60 分) 

 

【講演】 

 「マーケットデザインと福祉（仮）」 

東京大学マーケットデザインセンター センター長 小島
こ じ ま

 武
ふ

仁
ひと

氏 

15:20～15:30 
（10 分） 休憩 

15:30～17:30 
(120 分) 

【実践発表（質疑応答あり）】 

「サステナブルな施設経営の実践」 

○発表テーマ、発表者： 

①「地域共生と先進的なサービスの創出（仮）」 

（社福）明光会 会長 寺田
てらだ

 亮 一
りょういち

氏（1 期、静岡県） 

  ②「災害時に命を守る BCP（事業継続計画）への取り組み」 

（社福）ゆたか会 特別養護老人ホーム清風荘 法人研修課長 

    林
はやし

 辰
たつ

弥
や

氏（43 期、滋賀県） 

③「サステナブル×法人ブランディング×ディーセントワーク ～法人のブラン

ディングとディーセントワークの関係からサステナブルをめざす！～」 

（社福）あすなろ会 法人本部事務局長・あすなろ第 2 保育園園長 

竹内
たけうち

 寛和
ひろかず

氏（36 期、島根県） 

○助言者：独立行政法人福祉医療機構 

経営サポートセンターシニアリサーチャー 千葉
ち ば

 正展
まさのぶ

氏 

○進行（生涯研修委員会委員） 

17:30 

【閉会】 

挨拶     日本福祉施設士会  副会長   花田
は な だ

 利生
と し お
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 ７．参加費  

・日本福祉施設士会会員 および 会員在籍施設の職員 

・第 46 期福祉施設長専門講座受講者 および 受講者在籍施設の職員 

・第 45 期福祉施設長専門講座修了者 および 修了者在籍施設の職員 

10,000 円 

・上記以外 12,000 円 

   ※新型コロナウイルス感染症の状況により、オンライン開催となった場合も同額です。  

 

 ８．当日までの流れ 

 

 

 

     申し込み 

①専用サイトにて参加申し込み  

   ※申込期間・・・9 月 16 日（金）まで 

   ※申込方法は同サイトおよび本要項の 10.参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。 

期日までのご入金をお願いします。 

参加証の送信 

    （9 月 26 日） 

④セミナーへの参加証を 9 月 26 日（月）にメールにて送信いたします。 

  

     研修当日 

    （9 月 29 日） 

⑤受付にて参加証をご提出のうえ、ご参加ください。 

 

   

 ９．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。 

 

 10．参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/22dswi43s 
 
（２）参加登録のお申し込み締切は、9 月 16 日（金）になります。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 9 月 16 日（金）までの変更・取消については、参加者ご自身にて上記サイトで変更等の操作を

お願いします。 

https://www.mwt-mice.com/events/22dswi43s
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（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も PDF ファイルにてダウンロードできます。 

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

 
 
 
 
 

 
 

 

        
 
               
 

 ◎セミナー会場：新霞が関ビル 

 
・地下鉄（東京メトロ）銀座線「虎ノ門駅」１１番出口より徒歩５分  

・地下鉄（東京メトロ）千代田線／丸の内線／日比谷線「霞ヶ関駅」A１３番出口より徒歩８分 

  

 

●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・土日祝日休業】 

会場のご案内 

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

