
経営士として知っておきたい
社会保障の仕組みと
これからについて

経営士として知っておきたい
社会保障の仕組みと
これからについて

KFK

介護福祉経営士 活動レポート Vol.3介護福祉経営士 活動レポート Vol.3

C O N T E N T S

一般社団法人日本介護福祉経営人材教育協会 事務局
☎ 03-3256-0571　http://www.nkfk.jp
制作：株式会社日本医療企画
編集・発行人：林　諄
〒101-0042　東京都千代田区神田東松下町17番地
もとみやビル３階

介護の魅力と価値を高めるのはあなたです

●合格者の声
●2017年度
「介護福祉経営士」
資格認定試験案内

4
●全国介護福祉総合
フェスティバル開催決定
●「介護福祉のみらい」
作文コンクール

5
●今月の「介護ビジョン」
●今月の書籍紹介

6
INFORMATION

7
イベント掲示板

8

お問い合わせ先

経営士として自分の働く業界を知っておこう！
社会保障ゼミ
経営士として自分の働く業界を知っておこう！
社会保障ゼミ

2017

3.15
No.33

News

介 護 福 祉 経 営 士
ニ ュ ー ス

北海道支部編 北海道支部編

介護福祉経営士
活動レポート Vol.3

2



2_介護福祉経営士ニュース

合格者が1,000人を超え、介護福祉業界を盛り上げる介護福祉経営士。
さまざまな業種が集い意見を交わす研究会こそ、介護福祉経営士活動の醍醐味といえる。
今回は社会保障システムをゼミ形式で学んだ北海道支部の活動をレポートする。

Vol.3

介護福祉経営士
活動レポート

北海道支部
編

経営士として自分の働く業界を知っておこう！
社会保障ゼミ

経営士として知っておきたい
社会保障の仕組みと
これからについて

経営士として知っておきたい
社会保障の仕組みと
これからについて



　日本介護福祉経営人材教育協会北海道支部は、
2016年11月25日から全4回（月1回）にわたり「社会保
障ゼミ」を開催した。介護福祉経営士はもちろん医療経
営士や福祉関連企業の一般参加者など、さまざまな顔
ぶれが揃った本ゼミは、社会保障システムへの理解を深
めることはもちろん、その枠組みのなかで、医療・介護分
野の行く末、そして10年、50年後の日本の将来像などを
学ぶ内容となっている。特徴的なのは、課題図書をもと
に発表担当者と質問担当者を設定し、議論するといった
大学講義さながらの“ゼミ形式”を採用し、受講者（ゼミ
生）が主体的・積極的に関わることで、知識や考える力
を育成するねらいがある。
　企画したのは、これまで同支部で開催した「ミドルマ
ネジャーゼミ」等の講師を務めてきた神内秀之介氏
（介護福祉経営士1級。N＆B care and management 
laboratory）。「事業所や企業の管理者として活躍する
ミドルマネジャーは、基礎知識として社会保障の仕組み
は絶対に知っておくべきです。少子高齢化が進行し、あ
らゆる環境変化のなかで厳しさを増す福祉業界におい
て、この枠組みを知らなければ生き残りは難しい。ステー

クホルダーとも共有できる知識を学べるゼミにしたいと
考えました」と神内氏。
　課題図書には、社会保障システムの根本を学ぶこと
ができる入門書といえる『ちょっと気になる社会保障』
（権丈善一著、勁草書房）、ノーベル経済賞受賞のス
ティグリッツ教授が新たな世界経済のあり方を説く『こ
れから始まる「新しい世界経済」の教科書』（ジョセフ・
E. スティグリッツ著、徳間書店）の2冊を活用。社会保障
の財源はどのような方式があるか、所得再分配のルール
とは何か、年金を知ることで社会保障の理解が深まるこ
と、将来の現役世代のために今何をすべきなのか̶̶。
各回とも限られた時間のなかで、ゼミ生らは真剣に耳を
傾け、積極的に議論を交わした。
　2017年2月17日の最終回では、通常授業の後に特
別講義も実施。社会保障費給付費の推移をはじめ、医
療・介護・社会保障における制度改革の変遷などを改め
て整理。さらなる知識補給を図った。
　4月からは、本ゼミに続く「社会保障ゼミⅡ」も開催を
予定している。早くも参加表明をしているゼミ生も多く、
さらなる盛り上がりが期待できそうだ。

介護福祉経営士ニュース_3KFKNews

ゼミ生の

声
●自分が知らない知識を得られる貴重な経験でした。皆さんのモチベーションに感化されて楽し
い時間を過ごすことができました。
●事業計画を立てるうえで、政策をはじめとした先を見据えることの大切さを改めて感じました。
●このゼミを通して、少しでも視野を広げることができるよう頑張りたいと思いました。
●参加して勉強することの楽しさを思い出しました。

【社会保障ゼミのプログラム】

第 1 回

2016年11月25日（金）
社会保障全般に関するオリエンテーション
社会保障にまつわるetc…

少子化と社会保障／
社会保障は何のため？誰のため？／
社会保険と税／社会保険と民間保険

保険のリスクヘッジ機能／長生きリスク／
年金実質価値証明／
民間保険、社会保険、税の違い／
社会保障の3機能

建設的な社会保障議論／世代間問題／
社会保障規模の国際比較と財源／
社会保障改革／まとめ
特別講義

第 2 回

2016年12月16日（金）

第 3 回

2017年 1 月20日（金）

第 4 回

2017年 2 月17日（金）
北海道支部研究会では毎回活動報告集を
制作している。本ゼミのものは現在制作中

ゼミ生の発表に対して総括する神内氏
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合格者の声
研修事業等を通じて
地域の「福祉の心」を育てたい

2017年度 「介護福祉経営士」資格認定試験のご案内

下道 直樹

人のため地域のために
介護福祉業界に飛び込む

　私は、現在、特別養護老人ホームの法人本部に勤務して
います。仕事内容は会計事務や利用者の送迎のほか、介護
職員初任者研修の事務局を務め、また介護士も兼務してい
ました。新年度からは生活相談員として勤務することとなり
ます。
　以前は営業職で約10年働いてきました。そんな私が畑違
いの介護福祉業界に飛び込んだのは、これからの時代、介
護サービス事業に対する需要はますます大きくなると考え
たことに加えて、人のためになり、地域に貢献できる仕事だ
と思ったからです。
　もともと人と関わることが好きなので、利用者の皆さんと
関わり合いながら、楽しく仕事ができることに喜びを感じて
います。

将来のためになると思い
「介護福祉経営士2級」にチャレンジ

　現職に就いて2年ほど経過し、どんどん資格取得にチャレ
ンジしたいと意欲をもっていたころ、「介護福祉経営士」をイ
ンターネットで知りました。介護関連の資格は経験年数など
受験資格が定められたものが多く、私にはそこがネックと
なっていたのですが、「介護福祉経営士2級」は受験要件も
特になく、必ず将来のためになると思いチャレンジしました。
受験勉強中は、仕事と勉強、さらに他の資格の勉強が重な
り苦労しましたが、「介護福祉経営士2級」の勉強期間とし
て10カ月ほどを見込んで、長期的なスケジュールを組み、焦

ることなく進めました。受験勉強を通して、介護福祉の全体
像と、組織をマネジメントしていくために必要な視点につい
て学ぶことができたと感じています。介護福祉士国家試験を
受験するにあたっても、「介護福祉経営士2級」の取得は強
みになったと感じます。

介護福祉経営士の視点をもって
「福祉の心」を育てていきたい

　今後は、利用者のQOLだけではなく、利用者のご家族や
職員とその家族など、介護に関わる人たち皆さんのQOL向
上につながるような職場を目指したいです。そもそも利用者
だけにQOLという言葉を使っていることもおかしいと思って
います。これは日ごろ感じている違和感の一つですが、この
ような違和感や疑問などをそのままにせず、一つひとつ解決
していくことが必要だと感じています。そのためには、介護福
祉経営士の視点が不可欠と考えています。
　また、介護福祉や医療業界に限らずですが、不可解な事
件や政治とカネの問題など、世の中ではおかしいことが増え
てきたように思っています。
　「福祉の心」をもった人、お互いに支え合うことができる
人が増えれば、世の中や介護福祉業界はもっと良くなるの
ではないかと思います。
　「福祉の心」を育てる教育の充実を目指して、私自身は介
護職員初任者研修での特別カリキュラムの追加や、地域の
学校で開催する職場説明会等で情報発信を行っています。
しかし、私一人では教育の改革はできません。法人の研修
事業等を通じ、地域の「福祉の心」を育てる活動をさらに進
めていきたいと思います。

社会福祉法人みちのく大寿会
特別養護老人ホーム久慈平荘
介護福祉経営士2級

●したみち・なおき

受  験  料 8,000円（税込） 40問出題問数

出題形式 多肢選択式、マークシート記入

札幌・仙台・東京・名古屋・金沢・大阪・福岡

受験資格

試験会場（予定）

年齢、学歴、国籍等の制約はありません
（成年被後見人および被保佐人でないこと）

60分試験時間

「介護福祉経営士」資格認定試験（一般社団法人日本介護福祉経
営人材教育協会）の2017年度試験日程は下記の通り。

実践編　全11巻
価格：25,710円（税込）

介護福祉経営士

1級試験 準拠

■「介護福祉経営士2級」資格認定試験概要

基礎編　全10巻
価格：23,660円（税込）

介護福祉経営士

2級試験 準拠介護福祉
経営士テキスト
のご案内

2017年

7月9日（日）
2017年

11月12日（日）
2018年

3月18日（日）
「介護福祉経営士2級」は年齢、学歴、国籍等の制約や保有資格、介護職の経験の
有無にかかわらず受験することができる。「1級」は、「介護福祉経営士2級」の資
格認定を受けること。
試験に関する情報は、同会ホームページ（http://www.nkfk.jp/）にて随時公開
していく。

第14回 2級 第15回 2級第13回 2級 第4回 1級
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開催決定

地域社会における新たな介護文化の創造・発展を求めて
̶̶今こそ必要な世代間の相互理解と融合

第2回

全国介護福祉総合フェスティバル in 横浜

「介護福祉のみらい」作文コンクール

母から学んだこと
群大分県立佐伯豊南高等学校 福祉科 2年　志賀 友美

Vol.5
優秀賞作品掲載

　一般社団法人日本介護福祉経営人材教育協会は、将来を担う小学生、中学生、高校生に、介護福祉の大切さを知り、
未来について考える機会をもってもらうことを目的に、2016年に「介護福祉のみらい」作文コンクールを実施しました。
　今号より、高校生の部で優秀賞を受賞した作品を掲載します。

　私の家には認知症の祖父がいます。私は祖父を見るとイラ
イラしていました。口が悪くて、ご飯はボロボロこぼして、尿の
臭いがして、いつも私の邪魔をしてイライラしていました。で
も、今は違います。福祉科に入り、実習に行って学んだことが
ありました。私の家には介護施設で働いている母がいます。母
は家事もし、祖父もほぼ一人で見ているような状態です。私の
祖父はとても口が悪く乱暴です。
　母は、祖父に優しく「ご飯食べよ。」と言います。
　祖父の返しは「そげんことお前に言われるすじあいない。」
と強く言います。
　とても困り果てた母の顔を見て、私は何もできません。母の
顔は疲れています。前よりやせました。母はご飯を食べた後、
片づけもせずに寝ます。
　それを見て父は、「ダラしねぇのぉ。」とあきれたように言う

のです。父は、祖父の面倒ははっきり言って見てないし、俺は
見れないと断言しています。私も部活で疲れているからと言っ
て祖父の面倒もあまり見ないし、手伝いもしてないです。でも
母は家事をこなし、仕事し、祖父の面倒を見ているのです。そ
れがどんなに大変なことか福祉科に入り実習に行って気づき
ました。私はそのことを父に話しました。
　すると父は、「お母さんが一番すごい。」とつぶやきました。
福祉科に入ったからこそ母の存在の大きさがわかったし、感
謝の心でいっぱいです。私も部活や学校で疲れているけど、
祖父の面倒を見て、手伝いをしていきたいと思いました。そし
て、私の夢は介護福祉士です。母は介護福祉士ではありませ
んが、立派な「介護福祉士」だと思います。少しでも楽をさせ
てあげれるように、少しでも母に近づけるように日々の生活の
中から頑張っていきたいです。

KFKNews

2017年

8月4・5日
開催!

来年度の「全国介護福祉総合フェスティバル」開催が決定！
詳細は決定次第、当会ホームページ等にてご案内いたします。
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地域のパートナーと
手を組もう

本試験重要項目を厳選
出題頻出ポイントを徹底解説

詳しくは

●毎月20日発行
●定価：1,296円（税込）
●定期購読料：15,552円（税込）

介護ビジョン

2017年版ケアマネジャー試験対策
頻出80ポイント重点解説集

“在宅介護”を支える

特集

今月の
わ かる・使 える・明 日 が 見 える

人・モ ノ・カ ネ・情 報 を
網 羅 し た
介 護 経 営 月 刊 誌

　「病院から在宅へ」という流れが進むなか、在宅
現場での介護事業所の果たすべき役割はより重視
されていくと考えられる。その一方で、「提供サービ
ス以外の支え方がわからない」という事業者の声も
ある。ここでは、在宅生活を支える商品の販売や相
談などを行っている薬局やまちの保健室の取り組
みを紹介する。地域の頼れるパートナーが近隣に
いないかを探すきっかけにしてもらいたい。
　高瀬比左子氏（未来をつくるkaigoカフェ代表）
がホストを務める対談「地域づくりは人づくり」は今
回で最終回。NHK『プロフェッショナル仕事の流
儀』にも出演し話題の加藤忠相氏（株式会社あお
いけあ代表取締役社長）を迎える。

注目の!

今月の
書籍紹介

野島 正典 監修
（高齢社会権利擁護研究所所長）

■定価：本体価格3,500円+税
■ 体裁：B5判
■ ISBN：978-4-86439-556-4

2017年3月号
（2017年2月20日発売）

検 索

　本書は、「試験に出題された重要箇所」「試験問題になりやすいと思われる重要箇所」をピッ

クアップし、最重要ポイントを80項目のテーマに集約し、学習しやすく工夫を凝らしました。

　テーマごとに、図表化・イラスト化することで頻出・基本内容の理解度アップを図る「まとめ

ページ」と、その内容を補完し、プラスαの知識が得られる「問題ページ」で構成しています。本

書を活用すれば、日常忙しい皆さんが、「ケアマネジャー試験の基本」を無駄なく効率よく学習

することができます。試験直前の復習、整理にも大いに役立つでしょう。

2017年
4月発行



介護福祉経営士ニュース_7

失敗しない外国人介護人材の
活用法についてセミナーを開催

I NFORMAT ION

KFKNews

式会社日本医療企画は、２月９日日本医療企画もと

みやセミナールーム（東京都千代田区）で「失敗し

ない! 外国人介護人材の現場活用方法～中国の介護事情

と、外国人技能実習制度の中身について～」を開催した。

　まず、日本企業振興協同組合の三好貴士課長が登壇。外

国人技能実習制度の概要や、実習実施機関になるために必

要なことなどを、同組合がこれまで受け入れた技能実習生と

のやり取りなどを例示しながら解説した。「技能実習制度は

発展途上国の人材育成が目的であり、人材不足を補う人員

ではない点に注意が必要」と釘を刺した。

　続いて、サムライソウル国際介護研究所の中川浩彰所長

が、特に中国人に焦点を当てて外国人介護人材の育成方

法について講演を行った。高齢化の進展が著しい中国で

は、雨後の筍のように介護施設が建設されているが、その一

方で質が追いついていない点を強調。特に課題となっている

のが、介護人材の教育の不備だという。株

理 事 会 、支 部 、事 務 局 か ら の お 知 ら せ を お 伝 えし ま す

「質の高い介護を提供する人材を増やすことで、介護職の魅力も高めた
い」と話す中川浩彰所長

千葉県で２カ所目となる看護小規模多機能型
居宅介護内覧会を開催

ントケア・ホールディング株式会社の子会社で、千

葉県で展開するセントケア千葉株式会社は２月１

日、千葉県松戸市に「セントケア看護小規模松戸」をオープ

ンした。これに先立ち、１月17～18、20～21日の４日間、内

覧会を開催。

　同施設は、同社が運営する看護小規模多機能型居宅介

護施設として千葉県内では２カ所目となる。

　施設の概要説明の後、宿泊用の個室や機械運動、浴室

などの各部屋を見学。見学後は、同施設が提供するソフト

食の試食も行われた。参加者は、１食分の献立を常食とソ

フト食を比較しながら食べ、常食と変わらない見た目や味

に、高い関心を示していた。特に、焼き魚に添えられた甘酢

生姜のソフト食は「味がガリのようで食べやすい」と高評価

だった。利用者の好物の一品として生姜や漬物を食事に提

供することが難しいと感じていた参加者は、興味深くフード

担当者の説明に耳を傾けていた。セ

周辺地域の同社の訪問介護の事業所やグループホームと連携していく
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介護福祉経営士に必要な知識や情報が得られるイベントを、支部の研究
会を中心に紹介。スキルを磨き、経営士同士が切磋琢磨できる場として
人気の研究会も多いので、ぜひ参加しよう。

医療経営士・介護福祉経営士 関西支部合同研究会
坪ゼミ　医療・介護現場の問題解決法

株式会社日本医療企画 関西支社
TEL.06-7660-1761

医療や介護の現場で日々発生するさまざまな問題を科学的な考え方・手法に
よって解決することは、問題再発を防ぐだけでなく仕事の効率を上げ、現場改
善にチカラを発揮する。本ゼミでは仕事の質を向上させるための基本を学ぶ。

■日時：2017年2月18日（土）、3月18日（土）、4月15日（土）、5月20日（土）
　　　 全4回14：00～17：20
■講師：坪茂典氏（社会医療法人愛仁会本部介護福祉事業部長、

社会福祉法人愛和会本部統括部長）
■会場：新日本有限責任監査法人大阪事務所セミナールーム

（大阪府大阪市北区角田町8番1号 梅田阪急ビルオフィスタワー37階）
■参加費：協会会員全4回10,000円　各回参加3,000円
■定員：50名※定員になり次第、締切。
■主催：一般社団法人日本介護福祉経営人材教育協会、

一般社団法人日本医療経営実践協会

お問い合わせ

関西支部

地域医療構想時代 選ばれる病院づくり
本当に求められる地域連携

株式会社日本医療企画 九州支社
TEL.092-418-2828

ソーシャルワーカーの立場から、ソーシャルワークの土壌づくり、院内連携、
院外連携を構築し、ケアマネジャーも巻き込んだ地域連携を実践している講
師を招き、本当に求められる地域連携について考える。

■日時：2017年3月23日（木）18：00～20：00
■講師：久保茂樹氏（医療法人悠紀会病院地域連携室ソーシャルワーカー）
■会場：日本医療企画九州支社（福岡県福岡市博多区博多駅南1-3-6-5階）
■受講料：一般3,000円、医療経営実践協会正会員1,000円
■定員：15名※事前申込のこと。
■共催：日本医療経営実践協会九州支部、株式会社日本医療企画

お問い合わせ

経営企画と広報を考える会
（3日目　経営計画の立案と広報）

株式会社日本医療企画 九州支社
TEL.092-418-2828

地域医療で担うべき役割の明確化や地域づくりへの参画など医療機関が抱
える課題を解決するためには、経営企画室と広報との協調が求められる。本
会では、両者の協調により成功した事例をもつ医療機関から講師を迎え、経
営企画と広報が担うべき実践活動について考える。

■日時：2017年3月25日（土）14：00～16：00
■講師：秋吉裕美氏（製鉄記念八幡病院経営企画室・係長）
■会場：日本医療企画九州支社セミナールーム

（福岡県福岡市博多区博多駅南1丁目3-6 第三博多偕成ビル5階）
■参加費：単回参加8,000円
■定員：15名（事前申込が必要）
■主催：株式会社日本医療企画
■後援：日本医療経営実践協会九州支部

お問い合わせ

日本医療企画日本医療企画

2018年介護保険法改正ポイント最新解説と
環境変化を追い風に変える“勝ち組”
“新時代型”介護経営戦略

介護事業経営研究会 三重北中部支部事務局
堤会計事務所 内
TEL.0594-25-0371

2018年介護保険法改正のポイントや国策の動きについてわかりやすく解説。
また、これからの介護経営に求められる大きな発想転換と心構えや他業界の
事例から次代の成功のポイントを解説する。

■日時：2017年3月23日（木）13：30～16：45
■講師：原田匡氏（株式会社ケアビジネスパートナーズ代表取締役）
■会場：桑名市民会館3階　第3会議室（三重県桑名市中央町3丁目20）
■受講料：一般3,000円、C-MAS会会員2,000円
■定員：30名※定員になり次第、締切。
■主催：介護事業経営研究会 三重北中部支部事務局

お問い合わせ

ヘルスケア・レストラン特別セミナー
結果を出せる減塩指導セミナー
「減塩指導」をベースに循環器疾患・腎症における減塩療法や新たな国家戦
略としての『減塩』の重要性について解説する。そのほか、効果的に減塩指導
を行って透析予防のアウトカムを出している施設の先駆事例も紹介。

■日時：2017年4月1日（土）13：00～16：20
■内容：講演1：松本洋氏（日本慢性疾患重症化予防学会理事）

講演2：近藤誠哉氏（臼杵市医師会立コスモス病院内科部長）
講演3：川手由香氏（京都桂病院栄養科）
実演・試食：大塚食品株式会社

■会場：ATC HALL コンベンションルーム
　　　 （大阪府大阪市住之江区南港北2-1-10 ATC O's南6F）
■参加費：無料
■定員：150名※定員になり次第、締切。
■主催：ヘルスケア・レストラン（日本医療企画）
■協賛：大塚食品株式会社

株式会社日本医療企画
TEL.03-3256-2885

お問い合わせ

介護事業経営研究
会

日本栄養経営実践協会北海道支部設立記念セミナー
栄養部門が変われば病院・施設が変わる！

株式会社日本医療企画 北海道支社
TEL.011-223-5125

今、管理栄養士には、美味しくて心身が癒される食事の提供はもちろん、適切
な栄養管理で治療にいかに貢献し、経営の一翼を担えるかが求められてい
る。スキルや知識を最大限発揮し、活躍するためには何が必要かを共に考え、
理解を深める。

■日時：2017年3月25日（土）13：30～16：15
■内容：
　基調講演：児玉佳之氏

（医療法人社団佳生会こだま在宅内科緩和ケアクリニック院長）
　特別講演：佐藤亮介氏

（社会福祉法人函館厚生院函館五稜郭病院 管理栄養士）　ほか
■会場：TKP札幌ビジネスセンター赤れんが前

（北海道札幌市中央区北4条西6丁目1 毎日札幌会館5F）
■受講料：一般3,500円　ほか
■定員：100名※一定の人数に達しない場合は中止することがあります。
■主催：日本栄養経営実践協会北海道支部、株式会社日本医療企画北海道支社
■後援：一般社団法人日本栄養経営実践協会

お問い合わせ

日本栄養経営実践
協会 北海道支部

日本医療経営実践
協会 九州支部


