
プログラム

　1日目／9月6日（金）

メーンステージ【1階 大ホール】

10：00
〜

10：30

オープニングセレモニー　テープカット

主催者／実行委員長、来賓挨拶

10：40
〜

11：40

基調講演

渋沢栄一の生き方に学ぶ
～社会福祉の元祖が残したものとは
鮫島 純子氏
エッセイスト／渋沢栄一の孫

11：40
〜

12：00

特別上映

映画「永遠の偉人　渋沢栄一物語」
提供：渋沢栄一記念館

13：00
〜

14：00

パネルディスカッション

渋沢栄一から何を学ぶか
～経営基盤の確立と人材育成のために
座　　　長：川渕 孝一氏　一般社団法人日本介護福祉経営人材教育協会理事
パネリスト：稲松 孝思氏　地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター顧問医
パネリスト：山名 敦子氏　元立正大学社会福祉学部教授／社会福祉法人麦の家常務理事

14：15
〜

15：15

スペシャル対談

これからの介護福祉に残すべきもの、
変えていくべきもの
聞　き　手：神内 秀之介氏　社会福祉法人ロータス福祉会理事／介護福祉経営士1級
パネリスト：黒澤 貞夫氏　一般社団法人介護福祉指導教育推進機構代表理事
パネリスト：時田  純氏　一般社団法人日本介護福祉経営人材教育協会副代表理事

15：35
〜

17：50

埼玉県 協賛プログラム

映画「ばあばは、だいじょうぶ」
映画  上映会＆トークショー
司　会：町　 亞聖氏　フリーアナウンサー
登壇者：ジャッキー・ウー氏　映画「ばあばは、だいじょうぶ」監督
登壇者：瀧本　 裕氏　ばあばの主治医（千船病院認知症サポート医）
登壇者：湖山 泰成氏　湖山医療福祉グループ代表

18：00
〜

20：00

懇親会

「全国介護福祉総合フェスティバル in さいたま」懇親会
会場：埼玉会館2階　「ビストロやま」宴会場

プログラム

　2日目／9月7日（土）

メーンステージ【1階 大ホール】

10：00
〜

11：30

座談会

なぜ介護現場は人材が
定着しないのか？
ファシリテーター：秋本 可愛氏　株式会社Join for Kaigo代表取締役
パネリスト：小池　 修氏　リハプライム株式会社代表取締役
パネリスト：小林　 司氏　株式会社らいふ取締役
パネリスト：山下 総司氏　社会福祉法人ひだまり理事／環境アドバイザー

11：30
〜

11：40

受賞作品発表

第4回介護福祉のみらい作文コンクール受賞作品発表
11：40
〜

12：00

特別上映

映画「永遠の偉人　渋沢栄一物語」
提供：渋沢栄一記念館

13：00
〜

14：00

SAIPE（彩の国連携力育成プロジェクト）コラボ企画

「ヒューマンケア」を学んだ4大学出身者たちの多職種協働奮闘記
ファシリテーター：勝木 祐仁氏　日本工業大学生活環境デザイン学科准教授
概 要 説 明 ：田口 孝行氏　埼玉県立大学理学療法学科教授
パネリスト：城  西  大  学　奥野 真由氏　管理栄養士／埼玉県社会福祉協議会
パネリスト：埼玉県立大学　今野 晴香氏　社会福祉士／社会福祉法人福祉楽団 杜の家やしお
パネリスト：埼玉医科大学　松本 佳祐氏　医師／埼玉医科大学病院
パネリスト：日本工業大学　隂山 　愛氏　日本工業大学大学院 建築デザイン学専攻

14：30
〜

15：30

パネルディスカッション

外国人介護人材の現状と課題
ファシリテーター：坪　 茂典氏　社会医療法人愛仁会本部統括部長／日本介護福祉経営人材教育協会関西支部長
パネリスト：小出 昌弘氏　はっぴねす事業協同組合事務局長／株式会社シグマスタッフメディカルケア事業企画部取締役
パネリスト：  馬場 隆雄氏　協同組合福理事

16：00
〜

17：00

座談会

介護福祉経営士が描く未来の介護
介護現場の「働く」「学ぶ」のマネジメント
ファシリテーター：青木 正人氏　株式会社ウエルビー代表取締役
パネリスト：井口 健一郎氏　
パネリスト：小平 達夫氏　富山短期大学准教授／介護福祉経営士１級

17：00
〜

17：30

クロージングセレモニー

「埼玉・介護文化宣言」
Ⓒ2018「ばあばは、だいじょうぶ」製作委員会

社会福祉法人小田原福祉会法人事務局人財開発部長・人財育成センター長／
創価大学看護学部臨床准教授／介護福祉経営士2級



プログラム

　2日目／9月7日（土）
サブステージ②【7A会議室／7B会議室】　

VR認知症体験コーナー（7A会議室） 専門職コーナー（7B会議室）

10：30
〜

11：10

体験セミナー

VR認知症体験コーナー
（第1回）
株式会社シルバーウッド

10：00
〜

11：30

読書会
看護職・介護職のための読書会
「看護師のためのドラッカー入門」
に学ぼう
共催：看護師天使の会

11：45
〜

12：25

体験セミナー

VR認知症体験コーナー
（第2回）
株式会社シルバーウッド

12：30
〜

14：30

大和ハウス工業セミナー【お弁当付き】
講演1

介護職員がいきいきと働き続け
られる職場環境を科学する!
～職員の行動の見える化により、
　生産性はもっと高まる～

13：10
〜

13：50

体験セミナー

VR認知症体験コーナー
（第3回）
株式会社シルバーウッド

講演2

介護人材に選ばれる事業者、
選ばれるリーダー
結城 康博氏
淑徳大学総合福祉学部教授14：20

〜
15：00

講演

ひろがる
「みまもりあいプロジェクト」
高原 達也氏
一般社団法人セーフティネットリンケージ代表理事

プログラム

　2日目／9月7日（土）
サブステージ①【3C会議室／3B会議室】　

コラボレーション・ステージ（3C会議室） 「介護福祉経営士」チャレンジ・ステージ（3B会議室）

10：15
〜

11：30

パネルディスカッション

介護ICTミーティング
in さいたま
コーディネーター
竹下 康平氏　株式会社ビーブリッド代表取締役

10：00
〜

12：00

特別講座

「介護福祉経営士2級」
ポイント整理講座
講師
馬場　博氏
一般社団法人C.C.Net専務理事・チーフアドバイザー

13：30
〜

14：30

コラボ企画

高齢者と一緒に外出・外食を
楽しもう！
一般社団法人オリパラKAIGO NextActionの「ゆめ旅
KAIGO! 2020」と連動したパネルディスカッション。

13：45
〜

15：00

資格認定試験

「介護福祉経営士2級」
資格認定試験

15：00
〜

16：45

コラボ企画

「今、求められる介護現場での
経営マネジメントの視点とは」
コーディネーター
高瀬 比左子氏 NPO法人未来をつくるkaigoカフェ代表
パネリスト
北嶋 史誉氏 株式会社エムダブルエス日高代表取締役
田中 志子氏 医療法人大誠会理事長
直井 　誠氏 和が家グループ代表

未来をつくるkaigoカフェinさいたま

ゆめ旅KAIGO！  2020

9月7日（土）　10:00～16:00

みまもりあい・スタンプラリー
＠第４回全国介護福祉総合フェスティバルinさいたま
場所：ホワイエ、３階・７階会議室、屋外特設会場（フィットネスエクスプレス周辺）

スマホアプリ「みまもりあい」を使って、フェスティバル会場内にいる人物・スポットを探そう！

両日、終日開催予定
介護技術セミナー

●貝塚式介護技術セミナー
「こころと身体で覚える介護技術」
提供： 株式会社ケアスター、株式会社シルバー

はあと「プロトライフケア大宮」
場所：ホワイエ展示コーナー
貝塚式介護技術の主なポイントは、①人間の自然な動きを取
り入れた技術、②利用者を抱え上げない・持ち上げない技術、
③利用者の安心や自力動作を優先した技術、④介助者の腰痛
や腱鞘炎の予防に資する技術であり、これらに介助者のマ
ナー、コミュニケーション力、リスクマネジメント力が加わ
ります。ぜひ間近で実演を見て、学びましょう。

株式会社シルバーウッド

みまもりあいプロジェクト」

ゆうき・やすひろ●淑徳大学社会福祉学部
社会福祉学科卒業。地域包括支援センター、
民間居宅介護支援専門員事業所勤務経験を
もつ。専門は社会保障論、社会福祉学。
社会福祉士・介護福祉士・ケアマネジャー

①「みまもりあい」アプリをインストールする
・QRコード（上右）もしくは「みまもりあい」で検索して、
アプリをダウンロードしてください。

・無料Wi-Fiは３階・７階フロアで使用できます。
②「みつけて!!」捜索依頼がスマホアプリに届く
・ホワイエ、３階・７階会議室、屋外特設会場（フィットネ
スエクスプレス周辺）に３人の人物、４カ所のスポットを
みつけてください。

・人物とスポットの顔写真や特徴、ヒントなどが記載された
捜索依頼が発信されます。

③捜索依頼情報を読んで人物とスポットを探し、
スタンプを５つ集める
・トイレや大ホールの中などにはいません。
・アプリに届いた情報を頼りに声かけをして、スタンプをも

らいましょう。スポットの場合はスタンプが置かれている
ので、自分で押してください。

・スタンプを５つ集めたら、会場受付に行くと参加賞がもら
えます。

参加賞あり！

両日、終日開催予定
健康・介護予防ゾーン

●移動式フィットネスクラブ
「フィットネスエクスプレス」
提供：セントラルスポーツ株式会社
場所：屋外特設会場（県庁通り）
「フィットネスエクスプレス」は、全国200カ所以上でスポー
ツクラブを運営・指導しているセントラルスポーツ株式会
社が、スポーツ指導のサービスをお届けする業界初の移動
式のフィットネスクラブです。企業や自治体からの要望に
応じて出張し、スポーツの力で多くの方々に健康をお届け
します。1回につき約15分のサーキットトレーニングレッ
スンを受けられます。

●リフレッシュ・スペース
「ドクターエア」体験コーナー
提供：株式会社ドリームファクトリー
場所： 受付＝大ホール入口、

体験コーナー＝健康ゾーン
もっと豊かに過ごしていただくことをめざす、「癒し・運動・
美容」から健康にアプローチするトータルボディケアブラン
ドです。健康意識を感覚的・直感的に刺激する新感覚の「セ
ルフコンディショニングツール」、シンプル＆スタイリッ
シュで「人に見せたくなる・人に教えたくなる」スマートデ
ザイン。カテゴリを問わない新発想の製品にふれて、体験
できます。ぜひお試しください。

Android用 iPhone用
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スタンプ
カード


