
 

                

社会福祉法人全国社会福祉協議会 日本福祉施設士会 

第 33 回（令和３年度）オンライン研修 

関東甲信越静ブロックセミナー東京大会 

『新時代の福祉』 

～DX・SDG's・持続可能な福祉～ 

【開 催 要 項】 
 

 

 

【趣 旨】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【期  日】 令和４年２月４日（金） 

【実施方法】 オンラインによる配信（事前収録によるプログラムあり） 
※今年は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、オンライン（録画・LIVE）配信で実施します。 

【定  員】２００名  

【対  象】日本福祉施設士会会員／興味関心のある方 

【参 加 費】会員：6,000 円  ／  会員ではない方：8,000 円 

【主  催】全国社会福祉協議会 日本福祉施設士会 関東甲信越静ブロック 

【主  管】東京都福祉施設士会 

【後  援】東京都・東京都社会福祉協議会 

 

参加申込み締切日 令和３年１２月２８日（火） 

『IT の浸透が、人々の生活をあらゆる面でより良い方向

に変化させる』という DX（デジタルトランスフォーメー

ション）。情報技術と現実が徐々に融合し結びついていく

変化が起こり、人が自分の環境や行動の変化についてネッ

トワークを介して知らせる能力を持つと定義・提唱された

のは 2004 年。2021 年の現在、正にネットワークを介

して知らせる ICT は社会福祉事業においても導入が進ん

でいます。社会の課題を世界全体で取り組んで行くとした

SDG’sへの取り組みも広がり、人が人を支える福祉の現

場であるからこそ、グローバルな視点やデータとデジタル

技術の活用など、コロナ禍に見えてきた課題も踏まえ、よ

り良い変化（イノベーション）が求められています。本セ

ミナーは「福祉を取り巻く今」を見据え、持続可能な“新

時代の福祉”を発信していく場とします。 



事前視聴                              
セミナー開催前までにご視聴ください。（配信期間１月３１日(月)～２月３日(木)） 

【記念講演】『福祉法人の経営戦略』  

国立社会保障・人口問題研究所 名誉所長 京極 高宣 氏 

【鼎 談】 『養護・療育、半世紀をかけたノーマライゼーション』 

法政大学       名誉教授  高橋 利一 氏 

日本心身障害児協会   前理事長   山川 常雄 氏 

淑徳大学短期大学部  名誉教授  田村 惠一 氏 

【講 義】 危機管理 1（事業継続計画）『保育』『障害』『高齢』 

フォックスブルー（株）代表取締役 早川 英樹 氏 
【質問受付方法】危機管理の講義について、メールで質問を受け付けます。開催当日講師が回答予定、 

現場のリアルな声をお聞かせください。 メールアドレスは講義の中でお知らせします。 
 

 

プログラム                            

 

時間 内容   2 月 4 日(金) 

 8：45～9：30 受付開始 

9：30 

～10：00  

(30 分) 

開会の辞:日本福祉施設士会顧問・東京都福祉施設士会 会長 高橋 紘 

主催者挨拶：日本福祉施設士会 会長  藤田 久雄  

日本福祉施設士会 関東甲信越静ﾌﾞﾛｯｸ長 古谷田 紀夫  

10：00 

～11：00 

(60 分) 

基調講演『デジタル化の本質』 

             TBS ラジオ代表取締役社長 三村 孝成 氏 

11：00～11：10 休憩 

11：10 

～12：10 

(60 分) 

講義① 危機管理２『福祉施設の危機管理』 

フォックスブルー（株）代表取締役 早川 英樹 氏 
  ＊メールにて質問を受け付けます。（短文明解にお願いします。） 

12：10～13：00 昼食・休憩 

13：00 

  ～14：00 

(６0 分) 

講義②『ペップトークで福祉の世界をより良く変えよう』 
～ディズニーランドに学ぶ 快適な職場の創り方～ 

マナーセンス 代表 湯佐 弘子 氏 

14：00～14：10 休憩 

14：10 

～14：50 

(40 分) 

講義回答 （LIVE） 

・事前視聴（危機管理１）による Ｑ＆Ａ 

 ・本日の講義（危機管理２）に対する事前質問の回答 

14：50  

～15：20 

『福祉施設の業務改善活動の推進』 

「福祉 QC」全国推進委員長 杉 啓以子 

15：20 

～15：50 
『DX 時代の福祉』 東京都福祉施設士会 会長 高橋 紘 

15：50 

～16：00 

閉会のあいさつ 

 次期開催県 埼玉県福祉施設士会 会長 瀬田 花枝  



講師・講義の紹介                         
 

記念講演  国立社会保障・人口問題研究所 名誉所長 京極高宣氏 

日本社会事業大学学長・全国社会福祉協議会中央福祉学院学院長・社会福祉法人浴風

会理事長など歴任、福祉経営学会会長として精力的に活動している。 

社会福祉法人の経営は時代の流れにより変革を求められ続けており、非営利的組織

である福祉法人運営にも経営戦略が肝要と福祉経営学会を立ち上げ初代会長として

「福祉法人の経営戦略」を出版。未曾有の事態が続く社会の中で、これからの福祉法

人の経営戦略はどうあるべきか、福祉法人のあるべき経営手法をご講演頂く。 
 

 

 

講  師  フォックスブルー（株）代表取締役 早川 英樹 氏 

阪神淡路大震災における自身の体験、活動を活かし全類型の社会福祉事業に特化した

危機管理等に関するコンサルティングを行い、各地で講演、提案活動を行っている。 

講義①従来の BCP に加え必須となった新型コロナウイルス感染症の対応が可能とな

る事業継続計画について、保育・高齢・障害に分けて専門性を生かした作成方法をご

講義頂く。講義②福祉施設には、人を守る責務があり、災害、人災、水害等様々な事

態に対応するべく、自身の被災経験などに加え危機管理の在り方についてご講義頂く。 
 

 

 

鼎    談 （日本福祉施設士会会員）    法政大学       名誉教授  高橋 利一 氏 

                          日本心身障害児協会 前理事長 山川 常雄 氏 

                        淑徳大学短期大学部 名誉教授 田村 惠一 氏 

今日、自然災害や感染症に伴い未曾有の事態が起こっておりますが、こうした困難な状況下においても社会

福祉法人の行う事業は一瞬たりとも、その歩みを止めるわけにはいきません。そこで今回、長年培われてき

た確固たる理念のもとに事業を継続しておられた「福祉施設士」の先達でおられる方々より各法人の歩みを

振り返り、種々の困難を克服し各時代の利用者のニーズに対応し、開拓性や創造性により新たな制度まで創

り上げてきたことを、鼎談を通じて温故知新から温故創新へと繋がる未来を共に考えていきたい。 

 

  福祉施設士とは 
 「福祉施設士」とは、施設長がより高度な施設運営管理能力を習得するため、全国社会福祉協議会が実施 

 している「福祉施設長専門講座」を修了することで、全社協会長より授与される民間資格で、施設長の資 

 格として最も専門性の高いものです。 

 「福祉施設士」によって組織されている「日本福祉施設士会」は会員が高度な施設運営管理者として資質 

を継続的に向上できるよう、施設職員の養成やサービスの質の向上に資する事業を行っています。 
 

日本福祉施設士会             〒100―8980  

東京都千代田区霞が関３－３－２ 

                         新霞が関ビル 全国社会福祉協議会内 

                         TEL 03(3581)7819  FAX 03(3581)7928 

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

基調講演  TBS ラジオ 代表取締役社長 三村孝成 氏 

JWAVE 編集局長など歴任後 TBS ラジオ入社メディア推進局長兼インターネット事

業推進部長を経て 2018 年より現職。 

スマホ社会が加速する今、いち早くラジオ業態の変革の必要性を唱え、アクティブに

改革に取り組んでいる。これからのメディアの在り方と共に、長い間生活に定着して

きたラジオの新たな変革の中で見える、DX、デジタル化がもたらすものについて、福

祉にもつながるこれからの展望も踏まえご講演頂く。 

講  師 マナーセンス代表      湯佐 弘子 氏 

開業前のオリエンタルランドに入社。アンバサダーホテルの社員教育、東京ディズニ

ーシー・ホテルミラコスタ等マニュアル編集に携わる。サービス業のプロフェッショ

ナル育成を目標にマナーセンスを設立。ペップトークとは短く、分かりやすく、肯定

的な意欲を引き出す言葉がけで、Pep は英語で元気、活気、勇気を意味する。日本人

は自分にも人にもつい否定的で厳しい言葉をつかいがち。前向きな言葉がけのコツを

学び、職場を活気づけてモチベーションを高める力を養うためのご講義を頂く。 



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/dswi33tokyo/ 

（２）参加登録のお申込み締切は、令和３年１２月２８日（火）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 令和３年１２月２８日（火）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。 

（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、全国社会福祉協議会 日本福祉施設士会 HP http://www.dswi-sisetusi.gr.jp/ より 

PDF ファイルをダウンロードできます。   
 

留意事項 
①本セミナーの録音、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、本セミナー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は、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 等は本セミナーに参加する方のみ、利用可能です。 

⑤URL 等の再配布は禁止です。 

 

個人情報の取り扱い  
本セミナー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。 

 

お問い合せ先 

申し込み 

①専用サイトにて参加申し込み 申込期間：令和３年１２月 ２８日（火）まで 

 ※申込方法は同サイトまたは本要項の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。 

事前視聴動画のご案内 

 （令和 4年 1月 28日） 

④「事前視聴動画の視聴用 URL」 を 令和４年１月２８日（金）にお送りします。 

令和４年２月３日（木）までにご視聴ください。 

ｾﾐﾅｰ当日用 URL の案内

（令和 4年 1月 28日） 

⑤「セミナー当日用 URL」を １月 ２８日（金）にメールにてご案内 

いたします。※事前視聴と当日は URLが異なりますのでご注意ください。 

ｾﾐﾅｰ当日 

 （令和 4年２月４日） 

⑥開始 45分前から「セミナー当日用 URL」にてご参加ください。 

※事務局が入室を許可するまでしばらくお待ちください。 

●講座の内容に関する問い合わせは 

東京都福祉施設士会セミナー事務局（担当：中川） 

 〒133-0051 東京都江戸川区北小岩 5-34-10 

社会福祉法人白秋会 法人本部内 セミナー事務局 

 【お問い合わせは下記メール迄お願いします。】 

  URL shisestushikai1@gmail.com 

○申し込みに関する問い合わせ 

名鉄観光サービス MICE ｾﾝﾀｰ（担当：下枝、野口）

〒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】 

https://www.mwt-mice.com/events/dswi33tokyo/
http://www.dswi-sisetusi.gr.jp/
tel:03-3595-1121／FAX:03-3595-1119

