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　全国介護福祉総合フェスティバルは「介護の状況を
少しでも良い方向に変えていこう」「社会全体で介護に
取り組もう」という趣旨で2016年より毎年開催されてい
る。フェスティバルでは介護福祉経営士が中心となり、
専門家や介護現場で働く人々による多様かつ多面的な
見地から介護の諸問題が議論されてきた。
　第1回の大阪大会では「みんなで考えよう地域の介護
福祉の現状と未来」をテーマに、シンポジウム「福祉と医
療・看護がまちづくりに果たす役割」をはじめとする各種
イベントに加え、「お笑い介護道場」、映画「つむぐもの
（2016年公開）」の試写会及びトークショウなど、様々
な角度から介護をとらえる試みが行われた。
　第2回の横浜大会では「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」をテーマに、特別対談として井上千
津子氏、上野千鶴子氏による「Ｗチヅ子が介護の今を
斬る！ 介護職の社会的地位確立に向けて――仕事の原
動力と哲学」を開催したほか、座談会「地域社会におけ
る介護福祉経営士の役割――地域包括ケアシステムの
推進力として何をすべきか」をはじめとする様々な座談
会・講演会が行われた。また、「VR認知症体験会」など
の体験コーナーも設け、介護福祉の今を知ることのでき
る場として好評を博した。
　第3回の福岡大会では「国際化が進む日本の介護～
国境を超えた介護文化の連携をめざして～」をテーマ
に、パネルディスカッション「アジアを舞台とする日本型
介護の可能性」「日本の介護の国際化、介護産業の将
来像」等が行われた。また、寝たきり芸人あそどっぐ氏、
自撮りおばあちゃん西本喜美子氏による「マイストー

リー～私の人生の歩き方」、航空会社の株式会社ス
ターフライヤー、葉っぱビジネスで地域活性化につなげ
たことで知られる株式会社いろどりの経営者による講演
など、盛りだくさんのプログラムが行われた。

　第４回となる埼玉大会では、「渋沢栄一に学ぶ介護
福祉経営の未来～今、急がれる経営基盤の確立と人材
育成～」をテーマに、幅広い視座から介護福祉を取り巻
く諸問題について考える場を提供する。
　「日本資本主義の父」として知られる渋沢栄一氏の孫
で、97歳の今もエッセイストとして活躍する鮫島純子氏
による基調講演のほか、パネルディスカッションでは渋沢
栄一氏の仕事ぶりから介護福祉分野における経営基盤
の確立と人材育成のあり方を掘り下げていく。
　実業家としての感覚を活かしながら、社会福祉事業
に関わってきた渋沢栄一氏の視点から、介護福祉の今
を読み解いたとき、介護福祉の未来につながる新たな
扉が開くはずである。
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2017年 横浜大会 「VR認知症体験会」の様子

地域の介護福祉の今を考える

「日本資本主義の父」
渋沢栄一とは

　天保11（1840）年に武蔵野国榛沢郡血洗島村（現：埼玉県深谷市血洗
島）に生まれる。幕臣として徳川慶喜に仕えたのち、大蔵省に出仕。退官後に
第一国立銀行（現：みずほ銀行）の設立指導や、東京証券取引所、麒麟麦酒
（現：キリンホールディングス）、東洋紡績（現：東洋紡）など多くの企業の設立
にかかわった。その一方で、日本赤十字社や東京慈恵会などの設立にかかわ
るほか、養育院（現：東京都健康長寿医療センター）初代院長、中央慈善協
会（現：全国社会福祉協議会）初代会長を歴任するなど、社会福祉事業にも
深く関わるなど、日本の社会福祉の発展にも大きく寄与している。
　渋沢栄一氏は２０代のころに渡欧、そこで身に着けたビジネスマインドを十
全に発揮し、日本に近代ビジネスを根付かせたが、社会福祉にかかわるきっ
かけもまた、欧州で貴族による慈善事業を見た経験を元にしているといわれ
ている。
　そして渋沢栄一氏はそこからさらに一歩踏み込み、孤児や病人、生活困窮
者を哀れみから救済するのではなく、社会の役に立つ人材の育成の先行投
資として社会福祉事業を進めた。今日、渋沢栄一氏が単なる実業家ではなく
社会企業家として評価が高いのも頷ける話である。

＊年譜については、島田昌和著『渋沢栄一 社会企業家の先駆者』（岩波新書）、大竹まこと著『渋沢栄一の福祉思想―英国との対比からその特質を探る―』（ミネルヴァ書房）
より、編集部一部抜粋、再構成

渋沢栄一年譜

西暦 和暦 年齢 主な出来事 日本と
世界の動き

1840年 天保11年 0 2月13日、現在の埼玉県
深谷市血洗島に生まれる

アヘン戦争勃発

1858年 安政5年 18 従妹ちよ（尾高惇忠の妹）と
結婚

日米修好通商条約、
安政の大獄

1864年 元治1年 24 一橋慶喜に仕える 外国艦隊下関を
砲撃

1867年 慶応3年 27 徳川昭武に従ってフランス
へ出立（パリ万博使節団）

大政奉還、
王政復古

1868年 明治1年 28 明治維新によりフランスより
帰国、静岡で慶喜に面会

戊辰戦争
（1868～69）

1869年 明治2年 29
静岡藩に商法会所設立
明治政府に仕え、民部省租
税正となる

東京遷都、
東京・横浜間に
電信開通

1872年 明治5年 32
大蔵少輔事務取扱
東京会議所ならびに
養老院を設立

新橋、横浜間鉄
道開通
国立銀行条例制定

1873年 明治6年 33

大蔵省を辞める
第一国立銀行開業・総監役
抄紙会社創立（後に王子製
紙会社・取締役会長）

国立銀行条例発布、
地租改正条例布告

1877年 明治10年 37 拓善会を組織
三井家の相談役となる

西南戦争

西暦 和暦 年齢 主な出来事 日本と
世界の動き

1878年 明治11年 38 東京商法会議所創立・会頭

1879年 明治12年 39 東京海上保険会社を設立

1880年 明治13年 40 博愛社創立・社員
（後に日本赤十字社・常議員）

（後に東京商業会議所・会頭）

1881年 明治14年 41 日本鉄道会社を設立

1885年 明治18年 45

日本郵船会社設立
（後に取締役）
東京養育院院長
東京瓦斯会社創立（創立
委員長、後に取締役会長）

内閣制度制定

1913年 大正2年 73
日本結核予防協会創立・
副会頭（後に会頭）
日本実業協会創立・会長

1914年 大正3年 74 高千穂高等商業学校開校 第一次世界大戦

1915年 大正4年 75 渋沢同族株式会社を設立

1916年 大正5年 76 実業界の第一線から
完全に引退

1923年 大正12年 83 大震災善後会創立・副会長 関東大震災

1929年 昭和4年 89 中央盲人福祉協会創立・会長 世界恐慌はじまる

1931年 昭和6年 91 11月11日　死去 満州事変

全国介護福祉総合フェスティバル
in さいたま
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　約500に及ぶ会社を立ち上げた「日本の資本主義の父」渋沢栄一氏は、福祉、教

育など600を超える社会事業にもかかわりました。こうした多彩な活動の根底には

「合本主義」、より多くの出資者が企業設立に参画して利益を分け合い、そして社会

発展に必要な人材と資本を合せて事業を推進していく、という考え方が貫かれていま

す。つまり、民間の経営の力で、時代が求める要請に応え、課題を解決することが、国

力を高める大きな原動力となったのです。

　翻って介護保険制度施行から20年目を迎え、日本の介護福祉は大きな転機を迎え

ています。深刻化が進む人材不足、高齢者の急増に反比例して逼迫する財政、それら

を解消するための制度改革が繰り返されていますが、抜本的な解決には至っており

ません。

　地域の参画を促し、地域に利益を還元すること。介護福祉の発展に必要な人材教

育を豊かにしていくこと。このような新しい介護福祉を実現するのは、官の力ではなく

民間力です。超高齢社会の課題を解決し、新しい社会的価値を創造していくために

は、私たちは今こそ渋沢栄一氏がなしえた実業の生き様に学ぶ必要があるのではな

いでしょうか。

　「介護の状況を少しでも良い方向に変えていこう」「社会全体で介護に取り組もう」

との主旨で開催してまいりました本大会は、世界最速のスピードで高齢化が進む埼

玉県で第4回を迎えることとなりました。「渋沢栄一に学ぶ介護福祉経営の未来」を

テーマに、幅広い視座から介護福祉を取り巻く諸問題の解決策をめぐる対話が深ま

り、「介護福祉経営士」の活躍する場が広がる機会となることを祈念します。

一般社団法人日本介護福祉経営人材教育協会
第4回全国介護福祉総合フェスティバル in さいたま　実行委員会

開催主旨

4_介護福祉経営士ニュース



開催プログラム

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

基調講演

なぜ介護現場は人材が
定着しないのか？

座談会
埼玉県立大学、埼玉医科大学、
城西大学薬学部、日本工業大学工学部

4大学出身者パネルディスカッション

SAIPE（彩の国連携力応援プロジェクト）コラボ企画

外国人介護人材の現状と課題

パネルディスカッション
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

2019年9月6日（金）・7日（土）

座談会

スペシャル対談

鮫島さんは、渋沢栄一氏の孫として生まれ、78歳でエッセイストとして
デビューし、著書が話題を呼んでいる。ドラッガーが崇拝したという渋
沢栄一氏は、500余の事業を興しながら財閥をつくらず、人を育て助け
ることを楽しんだ――という。儲けたお金を社会に還元する実業家の
生き様から、これからの日本を支えていく介護経営のあり方を学ぶ。

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

開催日

埼玉会館（さいたま市浦和区）
〒330-8518 埼玉県さいたま市
浦和区高砂3-1-4

会　場

一般社団法人日本介護福祉経営人材教育協会主　催

演者：鮫島純子氏（97歳のエッセイスト／渋沢栄一の孫）

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

社会に必要とされているさまざまな課題に取り組み、民間人の発
想でインフラとなる事業を創りあげてきた、資本主義の祖・渋沢栄
一氏の生きざまに、介護福祉を生業とする私たちは何を学びとるべ
きなのだろうか。

そのほか、「介護ICTミーティングinさいたま」「看護職・介護職のための読書会」「未来をつくるKAIGOカフェ」「介護の働
き方改革～ベテランズが介護を変える、地域を変える！」「みまもりあいプロジェクト～埼玉会館 de かくれんぼ」「ゆめ旅
KAIGO! 2020 コラボ企画『高齢者と一緒に外出・外食を楽しもう』」「フィットネス・エキスプレス試乗体験会」など楽し
みながら学べるイベントを多数開催予定

9月6日（金）

座長：川渕孝一（一般社団法人日本介護福祉経営人材教育協会理事）

黒澤貞夫（一般社団法人介護福祉指導教育推進機構代表理事）
時田　純（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）

小平　達夫（富山短期大学准教授）
井口健一郎（社会福祉法人小田原福祉会 人財開発センター長）　ほか

9月7日（土）

パネルディスカッション

※一部抜粋。敬称略。タイトル、出演者は予告なく変更する場合がございます。　※最新のプログラムはホームページをご確認ください。

公式ＷＥＢサイトで
事前参加登録、
最新情報掲載中！
http://www.nkfk.jp/kaigofes2019/

旧中山道
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受講資格者

■受講地／実施法人・実施施設／日程（会場によって異なります）

受講料

対馬 徳昭氏

地域特集

今月の
地域のニーズをすくい上げ
地域から超高齢社会を支えていくための
視点を具体的事例とともに掲載

　地域包括ケアシステムの仕組みを初めて構築し
た社会福祉法人ノテ福祉会を軸に、学校法人や医
療法人、農業生産法人など多角的な事業を展開
するつしま医療福祉グループ。枠にとらわれない斬
新な発想の源泉はどこにあるのか。対馬徳昭代表
の福祉や人材育成にかける思いをインタビュアー
として平間康宣氏が介護福祉経営士の観点から
リポートする。

アウトカム評価は有効か
「介護サービスの質評価」が
介護現場をこう変える！　

トップに聞く

第 ２ 特 集

つしま医療福祉グループ 代表
対馬 徳昭 氏

介護福祉経営士 実践研修のお知らせ

　「介護福祉経営士2級」資格から「介護福祉経営士1級」
資格への等級変更に必須の研修です。「介護福祉経営士
1級」に必要な経営課題についての観察能力、分析能力を
養うことを目的に行います。研修は、協会が認定した受講
地・実施施設で行われ、①講義、②視察、③演習を体験し
た後、さらに④事後課題を作成します。課題を抽出・分析
し、経営戦略を立案する取り組みが経験できます。

【インタビュアー】
平間 康宣氏
医療法人仁友会仁友会
本部本部長
介護福祉経営士1級

●毎月20日発行
●定価：1,296円（税込）
●定期購読料：15,552円（税込）
※会員価格は12,444円（税込）

2019年8月号
（2019年7月20日発売）

詳しくは 介護ビジョン 検 索

受付中

「介護福祉経営士1級」資格認定試験（筆記試験）合格者、
または「介護福祉経営士1級」資格保持者

21,600円（介護福祉経営士1級資格保持者は12,960円）

社会福祉法人アルペン会
（富山県富山市）

北信越 2019年6月2日（日）
※終了しました

※受講地は、希望の場所を選択できます。

社会福祉法人愛和会
特別養護老人ホーム豊中あいわ苑
（大阪府豊中市）

関　西 2019年10月5日（土）

社会福祉法人九州キリスト教社会福祉事業団
中津総合ケアセンターいずみの園
（大分県中津市）

九　州 2019年9月～11月 予定

社会福祉法人せんねん村
（愛知県西尾市）

東　海 2019年9月～11月 予定

社会福祉法人小田原福祉会
潤生園在宅介護総合センターれんげの里
（神奈川県小田原市）

関　東 2019年10月26日（土）

調整中北海道

受講地 実施法人・実施施設 日  程

2019年9月～11月 予定

一般社団法人
日本介護福祉経営人材教育協会
TEL：03-3256-0571

※受講料入金締切日は実践研修実施日の1カ月前（前月の同じ日）まで。

お問合せ

実地指導の“新運用指針”が策定
その意味と介護事業者に
求められるものは何か? 
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多岐にわたる試験範囲を1日の集中講義でわかりやすく解説
試験対策講座を受けてすぐに受験できる！
その場ですぐに合否を判定を受けられる！

CBT方式とは……
試験に関する詳細はホームページで
ご確認いただけます。
（J-Testingのサイトにてご確認ください）

http://j-testing.jp/Reserve/Certification/Detail/1079

CBTとはComputer Based
Testingの略称で、問題用紙や
マークシートなどの紙を使わず、
パソコンで受験する方式の

テストです。

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

｢新介護職員処遇改善加算」を着実に取得し
強固な人材育成制度の基盤として活かす

東支部は、2019年7月4日（木）、介護福祉経営士・医

療経営士・栄養経営士 関東支部合同研究会を開

催。講師に今中英二氏（株式会社 ウエルビー）を招き、「8

月末の提出期限迫る！！『新介護職員処遇改善加算』を事

業所経営にどう活かすか」をテーマにセミナーを開催した。

　今中氏は「“経験・技能のある介護職員の月8万円の賃金

改善”を標ぼうするこの加算は確実に取得すべき」としたうえ

で、「経験・技能のある職員像の明確化が重要」だと指摘。

　過去10年の流れを振り返ることで、「月8万円」のハード

ルの高さを改めて強調し、加算取得のためのテクニックだ

けでなく、事業所それぞれの人材育成制度の見直し・強化

を行っていくことが必要だと説いた。

　グループワークでは参加者同士の意見交換が活発に行

われた。参加者からは他事業所と現場レベルの情報交換

ができ、有意義だったとの声も上がり、盛況のうちに幕を閉

じた。

関

「第4回全国介護福祉総合フェスティバル
in さいたま」の会場で

の実施を予定しています！！

介護福祉経営士試験対策講座と
「介護福祉経営士2級」資格認定試験

フェスティバル会場での
受験のメリット

Attention
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イ ベ ント 掲 示 板介
護 福

祉 経
営 士 が

知って お き た い！
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。

■日時：2019年7月26日（金）、8月23日（金）、9月27日（金） 各回18：30～20：00（全3回）
■講師：神内秀之介氏（N＆B care and welfare management laboratory代表、
　　　  介護福祉経営士1級、スマート介護士（basic)）
■会場：日本医療企画北海道支社セミナールーム
　　　  （北海道札幌市中央区南1条西6丁目15-1 札幌あおばビル201）
■受講料：協会会員（全3回）10，000円、（各回）4,000円
　　　　  一般（全3回）12,000円、（各回）5,000円  ※税込
■定員：15名
■共催：株式会社日本医療企画

事業所は環境変化に対応し発展し続けていかなければならない。その要となる
人材はミドルマネジャーだ！ 職場の司令塔であるミドルマネジャーが日々の業
務に追われ、本来求められる職場全体の管理や、部下指導・育成が疎かになる
ことは、事業所の現場力や人材育成力を低下させ、競争力の減退を招きかねな
い重大な問題である。今回の養成ゼミでは、ミドルマネジャーとして必要な考え
方・視点の基礎を3回にわたり修得する。

株式会社日本医療企画 北海道支社
TEL：011-223-5125

お問い合わせ

ミドルマネジャー養成ゼミ2019
北海道支部

■日時：2019年7月27日（土）、8月24日（土）、9月23日（月・祝）
　　　  各回14：00～17：00（全3回）
■講師：石井富美氏（多摩大学医療・介護ソリューション研究所副所長）
■会場：日本医療企画セミナールーム
　　　 （東京都千代田区神田岩本町4-14 神田平成ビル5階）
■受講料：協会会員（全3回）9,000円、（各回）4,000円
　　　　  一般（全3回）12,000円、（各回）5,000円 ※税込
■定員：30名 ※定員になり次第、締め切り

3回の講義およびグループワークを通して、経営企画部門に必要とされるマネジ
メント力を身につける。

株式会社日本医療企画 関東支社
TEL：03-3256-2885

お問い合わせ

医療経営士はじめの一歩！
『経営企画部門のマネジメント』を身につける 石井ゼミ

関東支部

■日時：2019年11月9日（土） 13：00～18：15、10日（日） 8：30～16：30
■会場：ホテルメルパルク仙台（宮城県仙台市宮城野区榴岡5-6-51）
■参加登録：事前に大会特設ページより登録が必要
　　　　　  「第8回全国医療経営士実践研究大会　仙台大会」で検索
■参加費：事前登録期間9月30日までに参加登録すると、
　　　　  割引料金にてご参加いただけます。
　<9月30日までに参加登録した場合>
　両日参加：会員9,000円、一般15,000円 ／ 1日参加：会員5,000円、一般9,000円
　<10月1日以降に参加登録した場合>
　両日参加：会員14,000円、一般20,000円 ／ 1日参加：会員8,000円、一般12,000円
　※介護福祉経営士は会員価格を適用する

「地域を動かす医療経営士の現場力̶̶ 新たな『企画』『提案』『実践』が医療
を変える！」をテーマに、仙台市にて開催する。また、第1回（2018年度）「医療
経営に関する研究助成」も同時開催。

大会運営事務局
一般社団法人日本医療経営実践協会
TEL：03-5296-1933

お問い合わせ

第8回「全国医療経営士実践研究大会」
仙台大会

日本医療経営実践協
会

■日時：2019年5月11日（土）、7月13日（土）、9月7日（土） 14：00～17：00（各回共通）
　　　  ※終了後懇親会を予定（費用別途4,000円程度）
■講師：石井富美氏（多摩大学医療・介護ソリューション研究所副所長）
■会場：久保田本店貸会議室（仙台市青葉区一番町4-4-33）
■受講料：協会会員（全3回）12,000円、（各回）5,000円
　　　　  一般（全3回）27,000円、（各回）10,000円 ※税込
　　　　 ※会員の方が一般（非会員）の方をお連れの場合、その方も会員価格となります。
■定員：30名 ※定員になり次第、締め切り
■共催：株式会社日本医療企画、日本介護福祉経営人材教育協会東北支部、
　　　  日本医療経営実践協会東北支部、日本栄養経営実践協会関東支部東北支局

全国で開催中の“石井ゼミ”。今回は、『採用される企画提案を立てよう』をテー
マに「新規事業企画や業務改善提案書の作成」から「上長や他部門に向けたプ
レゼンテーション（模擬プレゼン・発表）」まで、より実践的な内容を予定。

株式会社日本医療企画 東北支社
TEL：022-281-8536

お問い合わせ

ともに学び、ともに考え、ともに成長する“石井ゼミ”in東北
採用される企画提案を立てよう！

東北支部

■日時：2019年7月15日（月・祝）、8月24日（土）、第3回・第4回は日程調整中
■講師：種子田美穂子氏（大牟田市役所保健福祉部健康長寿支援課コンチネンス
　　　  アドバイザー、NPO法人日本コンチネンス協会九州支部副支部長）
■会場：第三博多偕成ビル4階 大会議室（福岡県福岡市博多区博多駅南1-3-6）
■受講料：協会会員4,000円、一般5,000円 ※税込
■定員：50名

排泄ケアにチームで取り組むことの意義や具体的な方法、排尿・排便障害のア
セスメントとケア方法、そして自立支援に向けた具体的な手法、認知症患者の
排泄ケアについて、全4回にて開催。

日本介護福祉経営人材教育協会 九州支部
（株式会社日本医療企画 九州支社 内）
TEL：092-418-2828

お問い合わせ

看護師のためのチームで取り組む排泄ケア
九州支部

■日時：2019年9月13日（金） 13：30～16：30
■講師：村上正泰氏（山形大学大学院医学系研究科医療政策学講座教授）
　　　 三本松武志氏（シップヘルスケアリサーチ＆コンサルティング株式会社
　　　　　　　　　   ソリューション2部エグゼクティブマネージャー）
■会場：アイーナ いわて県民情報交流センター
　　　 （岩手県盛岡市盛岡駅西通1丁目7番1号）
■参加費：無料
■定員：80名 ※定員になり次第、締め切り

全国的に少子高齢化、人口減少への対応が急がれるなか、東北地域における
人口減少に伴うこれからの医療経営・介護経営の戦略を提案する。

株式会社日本医療企画 東北支社
TEL：022-281-8536

お問い合わせ

東北地域の医療の流れを読み解き
実務に活かす

日本医療企画


