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日本福祉施設士会 

第第 2244 回回「「福福祉祉 QQCC」」全全国国発発表表大大会会  

開開  催催  要要  項項   
 

 
 

1．趣 旨  QC 活動は、商品やサービスの品質を向上するための改善活動の一手法とし

て用いられ、様々な企業において業績向上の基盤となっています。 

福祉分野においても、利用者の権利擁護をはじめ、苦情解決やサービス評

価を行うなど、事業者は日常的に課題解決に努める必要があります。また、福

祉施設は、職員が交代勤務をしながらサービス提供を行うという特性から、提

供されるサービスの質が均質になるよう、事業者は業務やサービス提供の方法

の標準化をすすめる必要があります 

 

本会が平成元年より推進している「福祉 QC」活動は、活動を通してサービス

の質の向上や均質化を図るとともに、活動にかかる人材の育成を目的としてい

ます。また、福祉施設の経営（運営）を取り巻く環境が大きく変化するなか、効率

性の高いサービス提供につなげることも可能です。 

本発表大会は、QC 手法を用いた改善活動に取り組む福祉施設から、多様な

事例発表を行うことにより、相互の啓発ならびに研鑽を図るとともに、各施設の

今後の事業推進に資することを目的として開催いたします。 
 
 
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．日 程 平成 25 年 11 月 27 日（水）～28 日（木） 
 

第１日  開会 13：00 終了 18：10  交流会 18：30～20：00 
第２日  開会  9：30 閉会 12：10 
 

 
４．会 場 第１日 全社協灘尾ホール（新霞が関ビルＬＢ階） 

    全社協会議室（新霞が関ビル５階） 

     （交流会：東海大学校友会館（霞が関ビル３５階）） 

    第２日 全社協灘尾ホール（新霞が関ビルＬＢ階） 

 

 
５．参加対象 （１）日本福祉施設士会会員 および 会員在籍施設職員 

（２）第37期福祉施設長専門講座修了者・第38期受講者、および受講者在籍施設職員 

   （３）福祉施設の施設長など関係者 

 

６．定 員 200 名  ※ 定員になり次第締め切ります。
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７．プログラム  (内容は都合により変更される場合があります) 
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※内容は都合により変更される場合があります 

【第 1 日】 11 月 27 日（水） 

時間 分 プログラム 会場 主な内容 

12：15～13：00 45 受付 灘尾ホール  

13：00～13：10 10 
開会挨拶／ 

ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 
灘尾ホール 

 

13：10～13：20 10 移動  ・発表会場へ移動 

13：20～13：40 20 
進行説明 

オープニング発表 

各発表会場 

・4 会場に分かれての計 42 件の発表を予定して 

います。 

・オープニング発表として、「福祉施設士行動原則」

地域の姿勢にかかる実践事例を発表します。 

・1 件あたりの発表時間目安は 25 分です。 

・QC 活動の各発表に対して、ＱＣ活動の専門家等

による講評を予定しております。 

・各会場を自由に移動していただいて結構ですが、

発表の間は途中退出できませんのでご承知おき

ください（ただし途中入室は可能です）。 

13：40～14：55 75 
事例発表 

（① ～③） 

14：55～15：05 10 休憩 

15：05～16：45 100 
事例発表 

（④～⑦） 

16：45～16：55 10 休憩 

16：55～18：10 75 
事例発表 

（⑧～⑩） 

18：10～18：30 20 休憩・移動   

18：30～20：00 90 交流会 
東 海 大 学 校

友会館 

 

   

【第２日】 11 月 28 日（木） 

時間 分 プログラム 会場 主な内容 

9：30～9：50 20 成績発表 

灘尾ホール 

・「QC 活動」各会場の各賞受賞施設発表 

9：50～11：20 90 全体発表 
・「QC 活動」各会場の優秀賞受賞サークルによる

発表 

11：20～11：35 15 休憩  

11：35～12：05 30 講評・表彰 
・全体の講評 

・各賞受賞施設の表彰 

12：05～12：10 5 閉会挨拶  
 
 



※　発表テーマは都合により変わる場合があります。会場割および発表順序については、11月中旬に参加券をお送りする際に

　　ご案内いたします。日本福祉施設士会ホームページ（http://www.dswi-sisetusi.gr.jp/）にも掲載いたします。

No. 県名 法人名 施設名 施設種別 サークル名 発表内容（テーマ）

【高齢者施設等】

1 北海道 黒松内つくし園 湯の里・黒松内 介護老人保健施設 粉末ブリード 洗濯洗剤使用量の削減

2 青森県 弘前わかば会 おうよう園 特別養護老人ホーム ナースマン 看護師のスキル向上を図る

3 福島県 郡山清和救護園 希望ヶ丘ホーム 養護老人ホーム ひまわり あっ!? これぴったり!!～自分にあった靴見つけたぁ～

4 群馬県 二之沢愛育会 ひかりの里 特別養護老人ホーム めんめ 移乗時の剥離をなくそう

5 埼玉県 愛の泉 愛の泉デイサービスセンター 通所介護事業所 （調整中） デイサービスセンターにおけるご利用者迎え忘れ件数の削減

6 埼玉県 愛の泉 あいせんハイム 養護老人ホーム 野菜サークル ご利用者に満足いただけるメニューを創作しよう

7 埼玉県 美咲会 みずほ苑 特別養護老人ホーム ひみこさま ありたい姿の食事への挑戦

8 千葉県 太陽会 まんぼう 軽費老人ホーム（ケアハウス） ライフアップ ケアハウスまんぼうご利用者の運動機能低下の防止

9 千葉県 太陽会 めぐみの里 特別養護老人ホーム 忘れ物110番 SSにおける忘れ物件数の軽減

10 東京都 永明会 いなぎ苑 特別養護老人ホーム トライアングル ベッドからの転落事故を減らそう

11 神奈川県 清正会 グリンサイド清盛 特別養護老人ホーム ほほえみ 居室・ラウンジを綺麗にしよう

12 長野県 博人会 桜ホーム 介護老人保健施設 （調整中） 衛生的な居室環境をめざす

13 長野県 博仁会 博仁会桜荘 特別養護老人ホーム チェリーブロッサム　ライスフィールド 食事を楽しく食べよう

14 岐阜県 善心会 ラック 特別養護老人ホーム LAC CUSTOMIZE 業務内容を見直し、利用者との時間を増やす

15 愛知県 薫風会 第二大和の里 介護老人福祉施設 いつやるの?! 今でしょ♡ 伊吹山の山頂を目指せ！

16 愛知県 知多学園 葭池デイサービスセンター 通所介護事業所 じゃんだらりん 着脱時の自立度を高めよう

17 愛知県 福寿園 （調整中）

18 愛知県 福寿園 （調整中）

19 愛知県 福寿園 （調整中）

20 兵庫県 ささゆり会 サンライフ安室 通所介護事業所 サザエさん一家 利用者人数を増やす

21 奈良県 室生会 室生園 特別養護老人ホーム ダンディーズ 災害に強い施設を作ろう

22 香川県 瑞祥会 引田荘 特別養護老人ホーム パイの実 報連相の間違いをなくそう！

23 香川県 瑞祥会 湊荘 特別養護老人ホーム BEST9 サークル 表皮剥離を減らそう

24 香川県 祐正福祉会 ヌーベルさんがわ 介護老人保健施設 Nouvelle　Bain お風呂だよ！３階集合!!

25 香川県 ルボア サンライズ屋島 介護老人保健施設 きれいにし隊 正しい口腔ケアを徹底しよう

【障害者施設等】

26 宮城県 宮城県社会福祉協議会 宮城県船形コロニー とがくら園 障害者支援施設 遂倉快軍口腔隊 新しい口腔洗術への試み

27 秋田県 県北報公会 大野岱吉野学園 障害者支援施設 ラビット ラビット ゴミとのお付き合い。有効なサイクルでリサイクル。

28 愛知県 愛光園 就職トレーニングセンター 就労移行支援事業 はた楽☆ 午後プログラム開始時間に間に合わないＡさんの辛さの軽減

29 愛媛県 宇和島福祉協会 豊正園 障害者支援施設 プリン倶楽部 苦情解決を見直そう！

30 福岡県 ゆうかり学園 ゆうかり医療療育センター 医療型障害児入所施設 Hotでホッと！ アクシデントを減らそう

31 熊本県 志友会 くまもと芦北療育医療センター 障害児施設 おたまじゃくし 誤配膳を少なくしたい

32 福島県 郡山清和救護園 郡山せいわ園 救護施設 バスタイムズ 入浴の見直し

【保育所等】

33 福島県 とやの福祉会 鳥川保育園 保育所 ドリーム バード 福島からはじめよう！体力の強化

34 埼玉県 愛の泉 愛泉幼児園 保育所 もこもこ 正しい椅子の座り方を身につけよう

35 東京都 至誠学舎立川 至誠いしだ保育園 保育所 こあらのマーチMMYK 部屋を使いやすくしよう！

36 東京都 至誠学舎立川 しせい太陽の子保育園 保育所 Shoe クリーム’S 下駄箱に靴をしまってもらおう

37 東京都 江東園 江戸川保育園 保育所 チーム江戸保 （仮）整理・整頓・美化意識を高める

38 長野県 博仁会 川上保育園 保育所 rhythm  リトミック～体を表現する事を楽しもう～

39 愛知県 知多学園 波の音　こども園 認定こども園 波の音　Children ぴかぴか おてて

40 埼玉県 愛の泉 愛泉寮 児童養護施設 キラピカ 愛泉寮4Ｆフロアにおける節電意識の低い子ども達を少なくしよう

41 福岡県 ゆうかり学園 コアラ園 福祉型児童発達支援センター まいしん 支援情報の整理と共有

42 埼玉県 愛の泉 愛泉乳児園 乳児院 まいんこぞう 昼食時における食べこぼしを減らそう

NO 県名 法人名 施設名 施設種別

1 東京都 江東園 リバーサイドグリーン 特別養護老人ホーム

2 長野県 博仁会 博仁会桜荘 特別養護老人ホーム

3 愛知県 福寿園 豊田福寿園地域包括支援センター 地域包括支援センター

4 兵庫県 協同の苑 協同の苑六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ 特別養護老人ホーム

絆プロジェクト　～世代間の支え合いを増やそう～

第24回「福祉ＱＣ」全国発表大会　発表予定サークル一覧（平成25年10月3日現在）

発表テーマ（実践内容）

神戸型LSAについて

（仮）「江戸川みまもり隊は、今日も街を行く!!」

（仮）食事と一緒に笑顔を届ける（配食サービス）
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８．参加費  （一般参加（見学）者） 
 
※ 発表者の方は、別途お送りする「発表者登録と交流会・宿泊のご案内」および「申込書」にて 

お申込みをいただきますよう、お願いいたします。 
 

・日本福祉施設士会会員 および 会員在籍施設の職員 

・第 37 期福祉施設長専門講座修了者、第 38 期受講者  

および 上記修了者・受講者在籍施設の職員 
15,000 円 

・会員外 19,000 円 
 

交流会費 （１１月２７日（水）：霞が関ビル 35 階 東海大学校友会館） 

  ※立食形式となります 5,500 円 

 

９．参加申し込みおよび送金方法 
（１） 同封の「参加・宿泊申込書」に必要事項をご記入のうえ、「名鉄観光サービス新霞が関支店」宛にＦＡＸ

にて送付してください。 
（２） 11 月 20 日以降の参加取消は資料の送付をもって代えさせていただきますので、あらかじめご承知

おきください（11 月 19 日までにお取消の連絡がない場合、費用のご送金がお済みでない場合でも、
参加費をご送金いただくことになりますのであらかじめご承知おきください）。 

 
10．参加申し込み締め切り日   11 月 15 日（金） 

 

11．個人情報の取扱いについて 
本発表大会の参加申込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本会Ｗeb サイトに掲載しています。（http://www.dswi-sisetusi.gr.jp/） 

（１）本発表大会に係る参加申込の受付及び宿泊手配につきましては、名鉄観光サービスと「個人情報保護に関する契約」を

交わした上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、本発表大会にかかる企画、参加券等各種資料の送付、参加者名簿の作成・管

理等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）参加者相互の情報交換、交流を円滑に行うことを目的として、参加者名簿を作成し、当日、参加者に配布します。参加者 

名簿には、都道府県、氏名、所属、役職、交流会出欠のみを掲載します。なお、参加案内・取りまとめ等のために各都道府 

県施設士会事務局にも提供いたします。 

 

 

 
 
 
 

 
 
・地下鉄銀座線「虎ノ門駅」１１番出口より徒歩５分  
・地下鉄千代田線／丸の内線／日比谷線「霞ヶ関駅」A１３番出口より徒歩８分 

○発表大会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：楠） 
 〒100-8980 東京都千代田区霞が関３-３-２ 
 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 

○「参加・宿泊申込書」の送付、宿泊等の手配については 
名鉄観光サービス 新霞が関支店（担当:波多野） 
〒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・土日祝祭日休業】 

事例発表・ 

全体会会場 

会場のご案内 



第 24 回「福祉ＱＣ」全国発表大会 
【一般参加者用】 参加・交流会・宿泊のご案内  

名鉄観光サービス㈱ 新霞が関支店 

 参加費について 

・日本福祉施設士会会員および会員在籍施設の職員 

・第 37 期福祉施設長専門講座修了者 

・第 38 期福祉施設長専門講座受講者 

・上記修了者・受講者在籍施設の職員 

１５,０００ 円

・会員外（上記以外の方） １９,０００ 円

 

 交流会のご案内 

・交流会 （11 月 27 日：霞が関ビル 35 階 東海大学校友会館） ５,５００ 円

どなたでも交流会にご参加いただけますので、是非ご参加ください 

 

 宿泊のご案内 ＜料金は朝食付、サービス料・諸税込のお一人様１泊あたりの料金です＞ 

ホテル名 部屋ﾀｲﾌﾟ 申込記号 料 金 最寄駅 

新橋愛宕山東急イン 
（会場より徒歩約 15 分） 

シングル A-1 13,700 円 地下鉄銀座線「虎ノ門」駅より 

徒歩約７分 ツイン A-2 8,700 円

マロウドイン赤坂 
（会場より地下鉄利用で約 20 分） 

シングル B-1 8,800 円
地下鉄千代田線「赤坂」駅より 

徒歩約５分 

・部屋数に限りがございますので、お申込の先着順とさせていただきます。ご希望のホテルが定員に達した場合は、他のホテルへの

宿泊をお願いする場合がございます。 

・ツインルーム(A-2)のお申込みはお申込時に同室の方が決定されている場合に限らせていただきます。弊社では相部屋の組み合

わせは行いませんので予めご了承ください。 
 

 申込・送金方法 
 

1. 申込書に必要事項をご記入の上、11 月 15 日（金）までに郵送又はＦＡＸにて名鉄観光サービス㈱新霞が関

支店までお申し込みください。先着順にて受付をさせていただき定員となり次第締切とさせていただきます。な

お、控えとして必ず申込書のコピーをお取りください。 

2. 申込締切日以降参加券及び振込依頼書をご郵送させていただきますので、到着後指定口座へ参加費・交

流会参加費・宿泊費の費用全額をご送金ください。 
 

参加申込締切日 11 月 15 日（金）必着 

※締切日以前でも定員（200 名）となり次第締切とさせていただきます。 
 

 申込後の変更・取消について 
 

 11 月 20 日（水）以降の参加取消は資料の送付をもって代えさせていただくこととします （11 月 19 日までに

参加取消の連絡がない場合、費用のお振込みがお済みでない場合でも、参加費をご送金いただくことになり

ます。予めご了承ください） 

 宿泊・交流会の取消につきましては、下記の通り取消料を申し受けますのでご了承ください。 

取消日 14～8 日前 7～2 日前 前日 当日 12:00 まで 
当日 12:00 以降 

および無連絡 

参加費 11/19 まで無料 11/20 以降のお取消は 100％(大会資料をご送付致します) 

宿泊費 20％ 30％ 40％ 50％ 100％ 

交流会 11 月 20 日以降のお取り消しの場合は 100％となります。 

※受付時間外の変更・取消のご連絡は翌営業日の受付扱いとなります。ご了承ください。 
 

  お問合せ・申込書送付先 
  

  名鉄観光サービス株式会社 新霞が関支店 担当 波多野 

    〒100-0013 東京都千代田区霞が関 3-3-2 新霞が関ビルＬＢ階 

    電話 03-3595-1121 FAX03-3595-1119 受付時間 平日 9:30～17:30（土日祝日休業）  



◎発表者の方は発表者登録書にてお申込みください。                                  

一般参加者（大会見学者）用 都道府県名  施設種別
（該当に○印） 

1.老人  2.厚生（救護･保護） 3.授産  4.障害  5.児童養護 
 

6.母子  7.乳児  8.保育所  9.その他（          ） 

日本福祉施設士会 

第 24 回「福祉ＱＣ」全国発表大会 
参加・交流会・宿泊申込書 

＜11/27(水)～28(木)開催＞ 
 

 
申込締切日 平成 25 年 11 月 15 日(金) 

※定員（200 名）となり次第締切となります 
 

申込書送信日 月 日

新規申込 内容変更 参加取消 
 

法人名  施設名  

会員・会員外
（該当に○印）

会員  ・  会員外 
会員氏名 会員番号 

施設所在地

郵便番号 参加券の送付先となりますので郵便番号、住所は正確にご記入ください。  

住 所 

電話 FAX ご担当者           様 

※施設長本人が参加する場合も下記欄に必要事項をご記入ください。 

 参加者氏名 

【一般参加者】 
職 名 参加区分 交流会 宿泊申込記号

同室者氏名 費用計算欄 
【一般参加】 宿泊日（泊数） 

記
入
例

フリガナ  カイゼン タロウ 
保育士 ① 番号 参加区分 

① 会   員 

② 会員在籍施設職員 

③
第 37 期福祉施設長 

専門講座修了者、 

第 38 期同講座受講者 

④
第 37 期修了者、および

第 38 期受講者 

在籍施設職員 

⑤ 会員外 

 

○ Ａ-２ 
11 月 27 日より（ １ 泊） 参加費： 

交流会： 

宿泊費：  

１５,０００ 

５,５００ 

１８,7００ 

円 

円 

円 改善 太郎 改善次郎 

１ 

フリガナ 職名 番号 交流会 宿泊申込記号 

11 月  日より（   泊） 参加費： 

交流会： 

宿泊費：  

 

 

 

円 

円 

円 

氏名 同室者氏名 

２ 

フリガナ 職名 番号 交流会 宿泊申込記号

11 月  日より（   泊） 参加費： 

交流会： 

宿泊費：  

 

 

 

円 

円 

円 
氏名 同室者氏名 

３ 

フリガナ 職名 番号 交流会 宿泊申込記号

11 月  日より（   泊） 参加費： 

交流会： 

宿泊費：  

 

 

 

円 

円 

円 
氏名 同室者氏名 

① 申込書は大会終了まで保管をお願いします。変更・取消が生じた場合は本申込書を訂正の上ＦＡＸにてご送信ください。 

② 11/20 以降の参加取消は資料の発送をもって代えさせていただきます。（11/19 までに参加取消の連絡がない場合

11/20 の時点で参加費をご送金されていない場合でも参加費をご送金いただくことになりますので予めご了承ください。 

通信欄 費用合計額 

 
 

申込書送付先＞ＦＡＸ ０３-３５９５-１１１９ 名鉄観光サービス㈱新霞が関支店 担当 波多野 電話０３-３５９５-１１２１ 

          受付時間 平日 9:30～17:30 （土日祝日休業） 
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