この研修は、きょうと福祉人材育成認証制度の支援メニューです

第７２回京都府社会福祉法人経営者セミナー開催要綱
１ 趣旨
社会福祉法改正法案は、平成２７年度通常国会の衆議院で可決され、参議院で継続審議
となっているところですが、次期国会での成立が見込まれています。
この社会福祉法改正法案では社会福祉法人の制度改革が盛り込まれており、社会福祉法
人の存在意義を社会に示す好機と捉えることが出来ます。
私たちは、平成２８年度からの改正法施行に向け、法律の趣旨、改正内容を理解し、社
会が求める課題に対して、各社会福祉法人が主体的な取組みをすすめることが必要です。
また、今年度は京都府内においても虐待事例がメディアに取り上げられ大きな問題とな
っています。社会福祉に携わる者にとって、利用者の人権や尊厳を守ることは必要不可欠
なものです。
今回のセミナーでは、社会福祉法改正法案と虐待の防止について学び、社会福祉法人経
営者としての資質を高めることを目的に開催します。
２ 主催

京都府社会福祉法人経営者協議会

３ 共催

全国社会福祉法人経営者協議会
社会福祉法人 京都府社会福祉協議会
社会福祉法人 京都市社会福祉協議会

４ 日時

平成２８年２月９日(火)１３：００～１６：４０

５ 会場

京都タワーホテル９階「八閣」
〒622-8216 京都市下京区烏丸七条東塩小路町 721-1 TEL075-361-3212

６ 参加者の範囲
（１）社会福祉施設を経営する代表者及びそれに準じる方
（社会福祉法人、財団法人、宗教法人等の理事長、理事、監事、事務局長など）
（２）社会福祉施設長並びに施設長が推薦する職員
（３）その他関係団体・機関担当者
７ 定員 150 名程度
８ 参加費（今回は全国経営協と共催のため、全国経営協に加入されていない法人・施設
につきましては、参加費をいただくことになりました。御了承ください。
）
全国経営協会員法人（施設）
無料
京都府経営協のみ加入法人（施設） １,０００円
経営協会員外法人
３,０００円
※参加費は、当日受付にて徴収させていただきます。
※参加申し込み後、受講票をお送りしますので、当日、ご持参ください。
９ 日程
12:30～13:00 受付
13:00～13:10 オリエンテーション・開会あいさつ・京都地域福祉創生事業について
13:10～14:00 【講演１】
「利用者虐待の防止について」
講師 花園大学 社会福祉学部 社会福祉学科 教授 福富 昌城
14:00～14:15 休憩
14:15～15:45 【講演２】
「各法人における社会福祉法改正への対応～施行に向けた準備」
講師 全国社会福祉法人経営者協議会 研修委員会 委員長
社会福祉法人六親会常務理事 湯川 智美
15:45～16:00 【質疑応答】
16:00～16:15 休憩
16:15～16:40 【事業説明】
「社会福祉充実残額の具体的算定方法」
説明者 全国社会福祉法人経営者協議会 事務局
16:40 閉会
１０ 参加申込方法
別紙申込書に必要事項を御記入の上、全国社会福祉法人経営者協議会の事前アンケー
トと併せて、平成２８年１月１５日（金）までに、下記あて FAX にてお申込みくだ
さい。＊事前アンケートは参加者１名につき１枚の提出となります。
１１ 個人情報の取扱いについて
「参加申込書」に記載された個人情報は、当研修の適正かつ円滑な実施の目的のみに利
用させていただきます。なお、参加者名簿に種別・事業所名、社協名、氏名、職名を記載
いたします。

【京都府社会福祉法人経営者協議会事務局】
京都府社会福祉協議会内 第 72 回社会福祉法人経営者セミナー担当
TEL：075-252-6296／FAX：075-252-6312

第７２回社会福祉法人経営者セミナー（平成２８年２月９日開催）
参加申込書
法

人

名

京都府経営協

施

設

名

会員 ・ 会員外
〒

受講票送付先
住
所
電 話 ／ FA X
申込み担当者名

№

参加者名

1

2

3

4

5
必要事項を記入し、下記まで FAX にてお申込みください
（着信確認の TEL をお願いします）
。

申込み先 FAX：075-252-6312
申込み締め切り 平成２８年１月１５日（金）
【京都府社会福祉法人経営者協議会事務局】
京都府社会福祉協議会内 第 72 回社会福祉法人経営者セミナー担当
TEL：075-252-6296／FAX：075-252-6312

役職

【講師プロフィール】
湯川 智美（ゆかわ

さとみ）

最終学歴
淑徳大学社会学研究科 社会福祉学博士前期課程 修了
主な経歴
昭和５２年 故元外務大臣木村俊夫衆議院議員会館事務所 勤務
昭和５７年～病院勤務、医療ソーシャルワーカー・医事科長
主に病院開設業務に携わり、有床診療所事務長職を経て、
平成 ６年 社会福祉法人六親会設立に携わる。法人理事に就任。
（現在、常務理事）
平成 ７年 特別養護老人ホームプレーゲ本埜開設 施設長就任。
（平成 26 年 6 月退任）
平成１９年 淑徳大学総合福祉学部兼任講師 現在に至る。
平成２２年 日本医科大学看護専門学校非常勤講師 現在に至る。
主な要職（現在）
・千葉県地域福祉支援計画策定・推進協議会委員、副委員長
・千葉県福祉人材確保・定着推進協議会委員
・千葉県人権施策推進委員会委員
・成田市保健福祉審議会委員
・印西市民生委員推薦会委員
・（社福）全国社会福祉協議会出版部「月刊福祉」編集委員会委員
・
（社福）全国社会福祉協議会「福祉サービスの質向上推進委員会・共通基準等部会」委員
・
（社福）全国社会福祉協議会「中高年者層の介護職への就業促進に向けた調査研究事業検
討委員会」座長
・（社福）全国社会福祉協議会中央福祉学院
研修運営委員会委員
福祉職員キャリアパス対応生涯研修過程運営委員会委員
福祉施設長専門講座運営委員会委員
・全国社会福祉施設経営者協議会協議員、研修委員会委員長
・(一般財団)保健福祉広報協会（HCR）監事
・（社福）千葉県社会福祉協議会政策調整委員会委員
・千葉県社会福祉施設経営者協議会常任協議員、経営対策部会長
・総務省消防庁予防行政のあり方に関する検討会委員
・
（一般財団）日本防火・防災協会評議員
・認定社会福祉士認証・認定機構認証審査員
・
（一般社団）日本社会福祉教育学校連盟 専門職大学院第三者評価委員会委員
など

福富 昌城（ふくとみ まさき）
＜専門分野＞ ソーシャルワーク、ケアマネジメント、高齢者福祉
＜研究領域・テーマ＞ 要介護高齢者のケアマネジメント実践、
認知症高齢者の家族支援、
高齢者虐待ケースの支援
＜略歴＞
1988 年 3 月 同志社大学大学院文学研究科社会福祉学専攻修了
1987 年 4 月 社会福祉法人聖徳園、枚方ホームケアセンター勤務（ソーシャルワーカー）
1997 年 4 月 滋賀文化短期大学人間福祉学科専任講師
2000 年 4 月 滋賀文化短期大学人間福祉学科助教授
2001 年 4 月 花園大学社会福祉学部専任講師
2003 年 4 月 花園大学社会福祉学部助教授
2006 年 4 月 花園大学社会福祉学部教授（現在に至る）
＜学位＞ 文学修士 同志社大学 1988 年 3 月
＜所属学会＞
日本社会福祉学会学会員
同志社大学社会福祉学会学会員
日本介護福祉学会会員
日本介護福祉教育学会会員
日本福祉教育・ボランティア学習学会会員
日本ケアマネジメント学会会員、理事
日本高齢者虐待防止学会会員
＜その他活動＞
日本社会福祉士会会員
京都社会福祉士会会長
京都市高齢者虐待事例研究会座長
向日市高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会会長
神戸市中央区高齢者虐待防止ネットワーク委員
＜主な著書・論文等＞
『在宅生活を支えるケアマネジメント』
（単著）（中央法規出版、2000 年）
『ホームヘルパーのためのスーパービジョン』（共著）（ミネルヴァ書房、2002 年）
『ケアマネジメント』
（共著）
（中央法規出版、2002 年）
『三訂介護支援専門員実務研修テキスト』（共著）
（長寿社会開発センター、2007 年）
『相談援助の理論と方法Ⅰ』
『相談援助の理論と方法Ⅱ』
（共著）
（中央法規出版 2009 年）
『相談援助演習』
（共著）
（中央法規出版、2009 年）
『介護支援専門員専門のためのスキルアップテキスト【専門研修課程Ⅱ対応版】』
（共編
著）
（中央法規出版、2010 年）
「施設ケアプランの現状と課題」
（単著）
（『花園大学社会福祉学部研究紀要』第 11 号、
花園大学、2003 年）
「介護保険制度 4 年での施設ケアプランの課題」
（単著）
『花園大学社会福祉学部研究紀
要』第 13 号、花園大学、2004 年）
「高齢者虐待とソーシャルワーク実践の課題」
（単著）
（『紀要』第 5 号、京都保育福祉専
門学院、2004 年）
「要介護高齢者の在宅ケアにおけるアセスメントからプランニングへの展開過程に関す
る調査研究」
（共著）
（
『ソーシャルワークにおけるアセスメントと援助計画に関する理論
的・実践的研究（第二報）
』2005 年）

「要介護高齢者の在宅ケアにおけるアセスメントからプランニングへの展開過程に関す
る調査研究－認知症高齢者のケアマネジメントに焦点をあてて－」
（共著）
（
『ソーシャル
ワークにおけるアセスメントと援助計画に関する理論的・実践的研究（第三報）』2006
年 3 月）
「要介護高齢者の在宅ケアにおけるアセスメントからプランニングへの展開過程に関す
る調査研究－社会資源とのリンキングに焦点を当てて－」
（共著）
（
『ソーシャルワークの
特性に関する実証的研究－ケアマネジメントとの関連をもとに－（第一報）
』2007 年）
「ケアマネジメントにおけるモニタリングの手法」
（単著）
（『花園大学社会福祉学部研究
紀要』第 15 号、花園大学、2007 年）
「利用者主体の支援を阻害する要因に対するケアマネジャーの対処プロセスに関する研
究」
（共著）
（
『在宅と施設、介護と医療の連携を実現するためのケアマネジメントのあり
方に関する研究報告書』医療経済研究機構、2008 年）
「ケアする人のケアを考える」
（単著）（
『花園大学社会福祉学部研究紀要』第 17 号、花
園大学、2009 年）
「相談援助実習における巡回指導の役割と課題－週 1 回体制の巡回指導の事例研究－」
（共著）
（
『花園大学社会福祉学部研究紀要』第 18 号、花園大学、2010 年）

