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《ごあいさつ》 

当学科会は、昨年の 11月 1日（土）灘尾ホールにて、設立記念大会・シンポジウムを

開催し学識者や施設経営者をはじめ、多くの皆様にご参加・ご賛同いただきました。 

今年も昨年に続き、11月 7日（土）、8日（日）社会福祉法人浴風会（7日：浴風会コミ

ュニティホール、8日：浴風会認知症介護研究・研修東京センター）にて、第一回福祉

法人経営学会大会・シンポジウム（7日）、分科会・施設見学（8日）を開催いたします。

＊詳細は下記のプログラム参照 

開催にあたり学術講演は、経営戦略(企業の持続的成長) 、ベンチャー経営を専門

分野とし、日本におけるファミリービジネスの第一人者である後藤俊夫先生にご講演し

ていただきます。後藤先生は東京大学卒業後、ハーバード大学ビジネススクールにて

MBAを取得し、現在は日本経済大学・経営学部長としてご活躍されています。 

基調講演は、厚生労働省年金局長（前社会・援護局長） 鈴木俊彦先生をお招きし

て「福祉改革と今後の社会福祉法人」と題し、ご講演していただきます。 

鈴木先生は、福祉サービスの基盤整備などの政策を通して、社会福祉の推進に関

わる幅広い分野でご活躍されています。 

記念講演は、経営管理手法であるアメーバ経営の考案者の京セラ株式会社稲盛和

夫名誉会長とともに JAL再生に貢献し、現在は企業・医療施設等へのアメーバ経営の

導入・発展に尽力されており、当学会の副会長でもある KCCSマネジメントコンサルティ

ング株式会社特別顧問 森田直行先生にご講演していただきます。 

シンポジウムは、メインテーマを「社会福祉法人が生き残るには」とし、サブテーマは

「社会福祉法人改革と地域貢献への展開」として、司会を学校法人敬心学園理事長の

小林光俊先生にお願いし、聖隷福祉事業団法人本部常務理事 津幡佳伸先生、日

本社会事業大学特任教授 宮島渡先生、社会福祉法人長岡福祉協会高齢者総合ケ

アセンターこぶし園看護部長 吉井靖子先生に議論していただきます。 

また、8日（日）分科会は 7つのテーマで開催し、それぞれの専門分野から発表をし

ていただき、ディスカッションが行われます。 

我々福祉法人経営学会は、21世紀の新しい時代に対応した福祉法人の経営管理、

多様な連携を視野に入れた経営戦略、福祉教育・研修事業等の情報提供、調査研究

及び企画開発を推進し、わが国における福祉法人の経営に関する学術研究の発展を

図ることを使命と考え積極的に社会貢献を目指していく所存です。 

今年も昨年同様、私どもの活動に賛同する方々の積極的なご参加をお待ちしており

ます。 

 

 

 



■一日目 

《開催日時及び場所》 

日時：平成 27年 11月 7日（土）13:00～17:20（受付 11:30～） 

場所：社会福祉法人浴風会認知症介護研究・研修東京センター 

住所：東京都杉並区高井戸西 1-12-1 

地図：http://www.yokufuukai.or.jp/ 

 

《プログラム》  

総合司会 川崎貞 

◇京極髙宣会長挨拶・進行 

時間 13：00～13：10 

 

◇学術講演  

時間 13：10～13：40 

司会 松井泰則  立教大学経営学部 教授 

演者 後藤俊夫  日本経済大学大学院 教授 

      テーマ   「戦後改革と近代経営の導入」 

 

◇基調講演 

時間 13：40～14：20 

司会 高岡國士  社会福祉法人成光苑 理事長 

演者 鈴木俊彦  厚生労働省年金局 局長（前社会・援護局 局長） 

      テーマ   「福祉改革と今後の社会福祉法人」 

 

◇記念講演 

時間 14：20～15：00 

司会 柴田悟一  横浜商科大学 前学長 

演者 森田直行  KCCSマネジメントコンサルティング株式会社特別顧問 

テーマ     「JALの立て直しはどうして成功したか？」 

 

◇休憩 15：00～15：20（浴風会 90周年記念のビデオを流す） 

 

 

http://www.yokufuukai.or.jp/


◇シンポジウム 

時間 15：20～17：20 

座長 露口長    社会福祉法人浴風会 専務理事 

司会 小林光俊  学校法人敬心学園 理事長 

メインテーマ 「社会福祉法人が生き残るには」 

サブテーマ 「社会福祉法人改革と地域貢献への展開」 

シンポジスト  

津幡佳伸  聖隷福祉事業団法人本部 常務理事 

宮島渡    日本社会事業大学 特任教授 

吉井靖子  社会福祉法人 長岡福祉協会  

高齢者総合ケアセンターこぶし園 看護部長 

 

◇懇親会  

露口長 浴風会専務理事挨拶 

場所：第三南陽園 1F レストラン 

司会：川崎貞    社会福祉法人浴風会 本部事務局参事 

助手：小村良子   社会福祉法人浴風会 本部事務局 

時間：17：40～19：00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■二日目 

《開催日時及び場所》 

日時：平成 27年 11月 8日（日）10:00～17:00（受付 9:00～） 

場所：社会福祉法人浴風会認知症介護研究・研修東京センター 

住所：東京都杉並区高井戸西 1-12-1 

地図：http://www.yokufuukai.or.jp/ 

 

《プログラム》 

◇分科会午前の部 

 時間 10：00～12：00 

＊分科会 1～4 より１つ選択下さい 

 

分科会 1 

 座長  京極髙宣  社会福祉法人浴風会 理事長 

 司会  千葉正展  福祉医療機構 経営サポートセンター グループリーダー 

 テーマ 本部機能 

 パネリスト 

津幡佳伸  聖隷福祉事業団法人本部 常務理事 

露口長    社会福祉法人浴風会 専務理事 

      薮本 剛   社会福祉法人こうほうえん 法人本部経営統括部次長 

 

分科会 2 

座長 香取眞恵子 社会福祉法人奉優会 理事長 

司会 宮島敏    社会福祉法人浴風会 本部事務局研修企画部部長 

テーマ 研修・人材確保 

パネリスト 

鎌田裕子  聖隷福祉事業団法人本部 人材開発部部長 

林和彦    日本大学大学院法学研究科講師・弁護士 

      田中愽一  公益社団法人 日本介護福祉士養成施設協会 参与 

 

分科会 3 

座長  森田直行  KCCSマネジメントコンサルティング株式会社 特別顧問 

司会  藤井 祐三 社会福祉法人天竜厚生会 理事 

http://www.yokufuukai.or.jp/


テーマ シンクタンクの活用 

パネリスト 

山崎壮和  社会福祉法人楽晴会 晴ヶ丘老人ホーム園長 

福岡利恭  社会福祉法人慶成会 経営管理部部長 

薄井照人  株式会社川原経営総合センター 常務取締役 

 

分科会 4 

座長  山崎忠顯  社会福祉法人後志報恩会 理事長 

司会  北本佳子  昭和女子大学 教授 

テーマ コンプライアンス 

パネリスト 

浅田英治  KCCSマネジメントコンサルティング株式会社代表取締役社長 

浅井敏男  社会福祉法人浴風会 本部事務局総務部長 

朝比奈昭夫 社会福祉法人こうほうえん 法人本部経営統括部長 

 

◇昼休憩 12：00～13：00 

＊理事会 12：00～12：30 昼の休憩中に実施 

 

◇施設見学 

 時間 13：00～14：20 

 場所 ①高齢者保健医療総合センター：浴風会病院、老健くぬぎ（先導：日置）  

②特別養護老人ホーム（先導：百瀬） ③養護老人ホーム（先導：江波戸） 

＊①～③より１つ選択して下さい 

 

◇分科会午後の部 

 時間 14：20～16：20 

＊分科会 5～7 より１つ選択下さい 

分科会 5 

座長  須藤康夫   MS＆AD基礎研究所株式会社 顧問 

司会  服部万里子  株式会社服部メディカル研究所 所長 

テーマ BCP 

パネリスト 

      英由佳     社会福祉法人東京都社会福祉協議会 大規模災害対策検討委員会臨時委員 

      鈴木信宏   社会福祉法人ライフケア赤井江 事務長 

      宮島敏     社会福祉法人浴風会 本部事務局研修企画部部長 

 



分科会 6 

座長  松井泰則  立教大学経営学部 教授 

司会  武居敏    社会福祉法人松渓会 理事長 

テーマ 会計 

パネリスト 

      前川邦生  大東文化大学 名誉教授 

      挽文子   一橋大学大学院商学研究科 教授 

      浅川正仁  社会福祉法人浴風会 本部事務局財務部長 

 

分科会 7 

座長  川西基雄  社会福祉法人サンシャイン会 理事長 

司会  江波戸一敏 社会福祉法人浴風会 常務理事 

テーマ 地域貢献 

パネリスト 

       足立聖子  社会福祉法人伸こう福祉会 理事長 

服部安子  社会福祉法人浴風会 ケアスクール校長 

寺谷隆子  JHC板橋会 理事長 

◇休憩 16：20～16：30 

 

◇全体総会 16：30～17：00  

＊新体制、次期大会会場等の説明 

 

参加費：福祉法人経営学会  会員 5,000円 

                    非会員 10,000円 

＊法人会員及び賛助会員になっている団体の職員・社員は、参加者すべて会員参加

費となります。 

＊参加希望の方は、福祉法人経営学会 HP トップページの大会参加申込より、お申込

みいただき（直接入力及び FAX記載後送信）、下記宛てに参加費をお振込みくださ

い。＊お振込確認後、受付済となります。 

福祉法人経営学会 HP トップページ：http://fhkg.sppd.ne.jp/index.shtml 

大会参加申込 URL：http://fhkg.sppd.ne.jp/taikai.shtml 

会員登録申込 URL：http://fhkg.sppd.ne.jp/kaiin.html 

お振込先 

みずほ銀行 渋谷支店：店番 210 普通 口座番号：1637061 

口座名義 ：福祉法人経営学会  

振込手数料は申込者負担となりますのでご了承下さい。 

http://fhkg.sppd.ne.jp/index.shtml
http://fhkg.sppd.ne.jp/taikai.shtml
http://fhkg.sppd.ne.jp/kaiin.html


＊定員になり次第締め切らせていただきますのでお早めに申し込み下さい。 

＊都合によりプログラムが変更になる可能性がありますのでご了承ください。 

＊11月 7日（土）懇親会を開催しますので、ぜひご参加いただけると幸いです。 

懇親会参加費：4,000円 

懇親会参加希望の方は、第一回福祉法人経営学会大会・シンポジウムの参加費と

あわせて上記宛てに参加費をお振込みください。＊お振込確認後、受付済となりま

す。お振込先は上記の大会・シンポジウム参加費と同じです。 

＊11月 8日（日）お弁当をご希望される方は、第一回福祉法人経営学会大会・シンポ

ジウムの参加費とあわせて上記宛にお弁当代（1,200円）をお振込み下さい。 

 

 

 

 

 


