令和４年度日本福祉施設士会第３１回近畿ブロックセミナー
奈良大会（オンライン） 開催要綱
１．趣

旨

人口減少や急速な高齢化、地域社会の脆弱化等、社会構造が変化し、住民の抱える福祉・生活課題は複雑・
多様化しています。
また、かつて経験したことのない新型コロナウイルス感染症は、私たちの暮らしや地域社会に大きな不安や脅
威をもたらし、日々の生活は大きく変化しています。
社会福祉施設においても、福祉サービス提供のあり方や地域等との関わり方も大きく変化し、社会福祉施設・
事業所は感染症対策・クラスター対策等を講じながら、日々、事業継続に取り組んでいます。
この様な状況下において、社会福祉法人には今まで以上に、利用者等への安心・安全な生活支援や地域社会
が抱える課題等に積極的に貢献していくことが求められています。
そこで、本セミナーでは、福祉経営管理者が分野・種別を超えて、現在・将来に向けた自らの役割や使命を問
い直す機会として開催いたします。

２．主

催

日本福祉施設士会近畿ブロック、奈良県福祉施設士会

３．後

援（予定）

日本福祉施設士会、奈良県、社会福祉法人奈良県社会福祉協議会

４．開催日時
令和４年１０月１８日（火） １２：４５～１７：３０ 【受付 １２：１５～１２：４５】
５．参加場所
Wi-Fi・インターネット環境の整った場所から参加 （各施設等）
（カメラ付きパソコン等通信機器）

※録音・録画はご遠慮ください。

６．参加対象
日本福祉施設士会会員及び会員外の参加希望者

８０名

７．参加費・入金方法等
大会参加費

１人

５，０００円

＜参加費振込口座＞
南都銀行 県庁出張所

普通預金 No. ００９１００１

奈良県福祉施設士会 事務局長 森田 英之 （ﾓﾘﾀ ﾋﾃﾞﾕｷ）
○参加申込後、上記振込先に参加費をご入金ください。振込手数料は、申込者でご負担をお願いいたします。
○別途請求書が必要な場合は事務局宛ご連絡ください。
○入金後の参加取消による参加費の返金対応はいたしかねます。あらかじめご了承ください。
（資料送付に代えさせていただきます。）

８．日

程
１２：１５～１２：４５

受 付

１２：４５～１３：００

開会式 （１５分）

１３：００～１３：３０

基調報告 （３０分）
日本福祉施設士会 会長 藤田 久雄 氏

１３：３０～１３：４５

近畿ブロック施設士会 活動報告 （１５分）

１３：４５～１４：００

休 憩 （１５分）
講演Ⅰ （９０分）
「社会福祉法人を取り巻く状況と施設長の役割」

１４：００～１５：３０

～地域共生社会における施設経営とは～
講師：合同会社ＴＫＴ福祉経営研究所
代表 田島 誠一 氏

１５：３０～１５：４５

休 憩 （１５分）
講演Ⅱ （９０分）
「本気で変わりたい人の行動イノベーション」

１５：４５～１７：１５

～社員が本気になって業績アップする方法～
講師：株式会社アンカリング・イノベーション
代表取締役 大平 信孝 氏
閉会式／次期開催県挨拶 （１５分）

１７：１５～１７：３０

９．参加申込方法
○下記申込専用 Web サイト または ＱＲコードよりお申込ください。
【Web サイト】

https://forms.gle/WoVkiJzxtPLLj8WR7

○申込内容の変更・取消については、
下記事務局宛 FAX（ 0744-29-0108 ）またはメール（ shisetsu@nara-shakyo.jp ）にてご連絡ください。

１０．参加申込締切
令和４年９月２５日（日）
１１．資料送付・参加方法等
○大会資料は、セミナーの約 5 日前に申込時記載住所へ送付予定です。
○大会参加に必要な URL・ID・パスコード等は、研修日の約 1 週間前に申込時記載メールアドレスへ
送付予定です。

１２．問い合わせ先
「奈良県福祉施設士会事務局」

＜問い合わせ可能時間 平日 9：00～17：00 (祝日除く)＞

奈良県社会福祉協議会 施設福祉課（担当 前坂・坂本）
〒634-0061 奈良県橿原市大久保町 320 番地 11
TEL 0744-29-0100

FAX 0744-29-0108

E-mail shisetsu@nara-shakyo.jp

講演Ⅰ 講師プロフィール
合同会社ＴＫＴ福祉経営研究所
代 表 田島 誠一

（たじま せいいち）

氏

＜現 職＞
合同会社 TKT 福祉経営研究所 代表社員
特定非営利活動法人 東京 YWCA ヒューマンサービスサポートセンター 代表理事
全国社会福祉協議会「福祉施設長専門講座運営委員会」委員長
■ 研究分野
経営学、福祉マネジメント
■ キーワード
福祉経営, 医療経営, 社会福祉法人経営, 介護人材
■ 学歴
1973/03 日本社会事業大学 社会福祉学部 卒業
■ 職歴
1973/04～1974/03
1974/04～1976/03
1976/04～1980/03
1980/04～1983/09
1983/10～1984/03
1984/04～1985/03
1985/04～1987/09
1987/10～1990/09
1990/10～1993/09
1993/10～1999/09
1999/10～2002/08
2002/09～2005/04
2002/10～2004/05
2004/04～2014/03
2010/08～2013/08
2012/04～
2013/04～
2013/09～2013/09
2014/04～2019/03
2015/4～
2016/04～2022/05
2017/06～
2019/06～
2019/06～

社会福祉法人聖隷保養園（同年 12 月聖隷福祉事業団に名称変更）就職
受託事業である名瀬市立 伊津部保育所(奄美大島)に保育士として勤務
伊津部保育所所長
わかば保育園勤務（保育士）
本部事務局勤務
聖隷浜松病院医事課長
日本社会事業大学社会事業研究所出向
聖隷浜松病院総務課長
聖隷浜松病院事務次長
本部事務局総務部長
聖隷三方原病院事務長
奈良ニッセイエデンの園総園長
社会福祉法人聖隷福祉事業団常務理事
財団法人ニッセイ聖隷健康福祉財団常務理事
日本社会事業大学大学院福祉マネジメント研究科（専門職大学院）教授
特定非営利活動法人 日本ホスピス緩和ケア協会 常務理事
全国社会福祉協議会「福祉職員キャリアパス対応生涯研修課程運営委員会」委員長
大田区社会福祉協議会「大田区地域福祉活動計画推進委員会」委員長
厚生労働省社会援護局「社会福祉法人の在り方等に関する検討会」委員
日本福祉大学 福祉経営学部 医療・福祉マネジメント学科 教授
全国社会福祉協議会「福祉施設長専門講座運営委員会」委員長
学校法人日本社会事業大学 評議員
一般財団法人非営利組織評価センター 評議員
特定非営利活動法人 東京 YWCA ヒューマンサービスサポートセンター 代表理事
公益社団法人全国有料老人ホーム協会 理事・研修委員会委員長

■ 主な研究テーマ
福祉医療経営におけるマネジメント概論
福祉・介護分野の人材育成
社会福祉法人の経営改革
■ 主な著書
2013/07
2009/06

『福祉職員キャリアパス対応生涯研修課程テキスト』１～４ （共著）
『社会福祉法人の経営改革』

講演Ⅱ 講師プロフィール
株式会社アンカリング・イノベーション
代表取締役 大平 信孝

（おおひら のぶたか）

氏

■プロフィール
長野県生まれ。中央大学卒業。脳科学とアドラー心理学を組み合わせた独自の目標実現法「行動イノベーション」
を開発。その卓越したアプローチによって、日本大学馬術部を 2 年連続全国優勝に導いたほか、オリンピック選手、
トップモデル、ベストセラー作家、経営者をはじめ、1 万 5,000 人以上の目標実現・行動革新サポートを実施。そ
の功績が話題となり、日経新聞、日経ウーマン、プレジデントなど各種メディアからの依頼が続出している。
「行動イノベーション年間プログラム」とオンラインサロンを主宰。行動イノベーションメソッドで仮決め・仮行動・
軌道修正ができるようになり、仕事で業績を上げるだけでなく、人間関係や心身の健康にも効果を実感するメン
バーが続出。
著作の累計発行部数は、35 万部を超え、中国、台湾、韓国など海外でも広く翻訳されている。

■著書紹介
『本気で変わりたい人の行動イノベーション』(秀和システム・だいわ文庫)
『今すぐ変わりたい人の行動イノベーション』(秀和システム)
『続けられない自分を変える本』(フォレスト出版)
『ダラダラ気分を一瞬で変える 小さな習慣』(サンクチュアリ出版)
『先延ばしは 1 冊のノートでなくなる』(大和書房・だいわ文庫)
『指示待ち部下が自ら考え動き出す! 』(かんき出版)
『たった 1 枚の紙で「続かない」「やりたくない」「自信がない」がなくなる』(大和書房)
『「やめられる人」と「やめられない人」の習慣』(明日香出版社)
『「続けられる人」だけが人生を変えられる』(青春文庫）
『先が見えなくても、やる気が出なくても「すぐ動ける人」の週 1 ノート術』（PHP 研究所）
『やる気に頼らず「すぐやる人」になる３７のコツ』（かんき出版）
『部下は動かすな。』（すばる舎）

