
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

趣 旨 

全国社会福祉法人経営青年会は、次代の社会福祉法人経営を担う人材の育成・資質向上に

努めることを目的に、活動を推進しています。 

地域共生社会の実現に向け、社会福祉法人はその主導的な役割を果たす必要があり、社会

からの信頼と期待に応えるため、地域における多様な生活課題、福祉ニーズに対応していくこと

が求められています。 

とくに、次代の法人を担う私たちは、時代の変化に対応しなが

ら、法人経営に関する研究と実践に取り組み、常に社会福祉法

人のあるべき姿を追求していくことが必要です。 

今大会は、目まぐるしく変化する時代の中で、私たちが多様性

に富んだ時代の先駆者として、持続可能な地域を創っていくため

の実践力を養うことを目的として開催します。 

 

主 催 
 

  全国社会福祉法人経営者協議会 全国社会福祉法人経営青年会  

福岡県社会福祉法人経営者協議会 福岡県社会福祉法人経営青年会 
 

期 日 
 

令和４年10月13日（木）～14日（金）〔初日受付12:00予定〕 

 

会 場 
 

オリエンタルホテル福岡 博多ステーション 「YAMAKASA」（大会メイン会場） 

（所在地：福岡県福岡市博多区博多駅中央街 4-23 TEL：092-461-0170（代）） 
 

 



定員・対象 
 

300名 
① 全国社会福祉法人経営青年会会員 

② 全国経営協会員法人及び本会会員が所属する法人の50歳未満の役職員で、当該法人の代

表者の承認のある方 

③ 上記以外で社会福祉法人に所属されている50歳未満の方 

 

参加費 ※下記金額には初日懇親会費を含みます。 
 

会 員  30,000円（参加対象①の方） 
非会員 35,000円（参加対象②③の方） 

 

申込方法 
 

参加申込と、宿泊のお申込みは、下記申込サイトまたはQRコードよりご登録ください。 

≪URL≫https://www.mwt-mice.com/events/keieiseinenkai221013 

 

➢ 申込締切日 令和４年9月22日（木） 

➢ 申込締切日よりも前に定員に達した場合は、事前の予告なく締切とさせていただきます。 

➢ 申込締切後でも席に余裕がある場合は、一定期間、参加受付可能となる場合があります

ので、事務局までご相談ください。 

➢ 申込時の注意点等は「参加・旅行プラン（宿泊）のご案内」をご確認ください。 

➢ 参加費入金後の参加取り消しは、原則として返金対応を致しかねます。 

 

個人情報の取り扱いについて 
 

本大会の申込者、参加者にかかる個人情報は、本会「個人情報の保護に関する方針（プライバシーポリ

シー）」に基づき、適切に取り扱うこととしており、他の目的で使用することはありません。なお、本会プライ

バシーポリシーはWebサイトに掲載しています。（https://www.zenkoku-skk.ne.jp/privacy/） 

①  本大会にかかる参加申込の受付及び宿泊手配等につきましては、名鉄観光サービス（株） MICE

センターと個人情報の適正な取扱いについて契約を交わした上で同社に業務を委託いたします。 

②  参加申込の際にご入力いただいた個人情報は、本大会にかかる企画、各種資料の送付、修了台

帳の作成・管理等、本会研修事業関連のみの目的で使用し、他の目的で使用することはありません。 

③  参加者相互の情報交換、交流を円滑に行うことを目的として「参加者名簿」を作成し、当日参加者

に配布します。参加者名簿には、都道府県、氏名、所属法人、所属施設・事業所を掲載させていただくこと

があります。 

 
 

内容に関する問い合わせ先＜事務局＞ 
 

全国社会福祉法人経営青年会 事務局 担当：相澤、坂佐井（さかさい） 

〒100-8980 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル４階 

社会福祉法人全国社会福祉協議会 法人振興部内 

TEL：03-3581-7819 FAX：03-3581-7928 

 

申込・宿泊に関する問い合わせ先 
 

名鉄観光サービス株式会社 MICEセンター 担当：下枝、冨永、柴田 

〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル ロビー階 

 Tel. 03-3595-1121 Fax. 03-3595-1119 受付時間：平日10：00～17：00 土日祝日休業 

https://www.mwt-mice.com/events/keieiseinenkai221013
https://www.zenkoku-skk.ne.jp/privacy/


大会プログラム ※内容が一部変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。 

１日目〔10月 13日（木）〕 

時間 内容・講師 

13:00～13:30 開会式 

13:30～13:40 会場設営 

13:40～14:40 

(60分) 

 

記念対談「未来について語る～2040年の都市と福祉～」 

  

 福岡県福岡市 市長 高島 宗一郎 氏 

 全国社会福祉法人経営青年会 会長 梅野 高明 

 

14:40～14:50 休 憩（10分間） 

14:50～15:50 

（60分） 

 

行政報告 「地域共生社会の実現に向けて」 

 

厚生労働省 社会・援護局 福祉基盤課長 宮下 雅行 氏（予定） 

 

15:50～16:00 休 憩（10分間） 

16:00～17:10 

（70分） 

 

講演１ 

「失敗を１％も恐れない経営術」 

 

 講師：トリゼンホールディングス株式会社 代表取締役社長 河津 善博 氏 

 

17:10～17:50 

（40分） 

大会 1日目終了 
※ホテルスタッフが、本会場（YAMAKASA）を「懇親会会場」にセッティングするた

め、一度、会場からご退出いただく必要があります。 

※参加者の皆さまにおかれましては、本時間帯にて、ホテルのチェックイン等をお済

ませいただき、開宴 5分前までに本会場にお戻りください。 

17:50～20：00 

（130分） 
懇親会（会場：「YAMAKASA」） 

 



  

２日目〔10月14日（金）〕 

時間 内容・講師 

9:30～10:50 

（80分） 

分科会  

◆第 1分科会 

＜テーマ＞ 

「次世代社会福祉法人の戦略構築法（Appreciative Inquiry）を考える 

       ～スタッフ個々の夢や希望から逆算する画期的アプローチ～」 

＜コメンテーター＞㈱ピュアテラックス 代表取締役 渥美 崇史 氏 

＜登壇者＞全国社会福祉法人経営青年会 制度・政策マネジメント委員会 

副委員長 萱垣 憲英 

委員    野田 大介 

＜司会進行＞制度・政策マネジメント委員会 委員長   園田 裕紹 

 

◆第 2分科会 

＜テーマ＞ 

 「都市部と地方からみる“令和”の時代に生き残る社会福祉法人」 

＜実践発表＞ 

 全国社会福祉法人経営青年会 事業運営マネジメント委員会 

委員    田宮 尚明 

＜トークセッション＞ 

 全国社会福祉法人経営青年会   副会長   保岡 伸聡 

 事業運営マネジメント委員会     副委員長 中石 圭  

       委員    武村 潤一     委員    児玉 哲郎 

＜司会進行＞ 

 事業運営マネジメント委員会     委員長   竹澤 結花 

 

◆第 3分科会 

 ＜テーマ＞「持続可能な組織づくり ～心理的安全性から斬る！～」 

 ＜コメンテーター＞ ㈱オフィス・ニーズ 代表 森西 美香 氏 

＜登壇者＞ 

 全国社会福祉法人経営青年会 組織・人材マネジメント委員会 

  副委員長 八田 早代    委員  真壁 洋道  

  委員    纐纈 正浩    委員  田中 賢介  

＜司会進行＞ 

 全国社会福祉法人経営青年会組織・人材マネジメント委員会 

委員長 坂本 和恵 

10:50～11:10 移 動 ・ 休 憩（20分間） 

11:10～12:10 

（60分） 

講演２ 

「地域を元気に！地域一丸となった地方創生の取組」 

    講師： 九州旅客鉄道株式会社 鉄道事業本部 

         担当部長兼営業課長 加藤 邦忠 氏 

12:10～12:25 

（15分） 

次期開催県挨拶・閉会挨拶 

 広島県社会福祉法人経営青年会 会長    藤井 尚三郎  

 全国社会福祉法人経営青年会   副会長   遠部 敦也  



講師プロフィール 
 

【記念対談】 高島 宗一郎（たかしま そういちろう）氏 

福岡県福岡市 市長 

2010年に福岡市長就任。2014年、2018年の選挙でいずれも史上最多得票

を獲得し再選、現在3期目。 

都市経営の基本戦略「都市の成長と生活の質の向上の好循環の創出」に

沿った様々な施策を展開。観光客数や立地企業数などが伸び、その結果、市

税収入や雇用が増加。住みやすさに対する市民評価、市政への信頼度も向上

し、世界で最も住みやすい都市ランキングでベストテンに選ばれた。 

特に創業支援に注力し、2014年3月には国家戦略特区を獲得。規制改革等

による新しい価値を生み出す環境づくりに精力的に取り組む。 

また、全国に先駆けてハンコレスを完了し、行政手続のオンライン化を進めるなど、次世代を見据えたデ

ジタル化の取組みも積極的に推進。『人と環境と都市活力の調和がとれたアジアのリーダー都市』の実現に

向けて、基本戦略に掲げる「好循環」を加速させるとともに、福岡市を次のステージへと押し上げるための

チャレンジ「FUKUOKA NEXT」を全力で推進中。 

 

 

【講演１】 河津 善博（かわつ よしひろ）氏 

トリゼンホールディングス株式会社 代表取締役社長 

1954年1月2日 福岡市博多区生まれ。西南学院高等学校卒業後は有限会

社とり善（現・トリゼンフーズ株式会社）へ1972年に入社し、鶏肉の卸売り、小売

りの現場に従事。 

1998年8月には同社代表取締役社長に就任。加工食品などの開発と並行し

て通販事業や飲食事業を展開、自社生産の銘柄鶏「華味鳥」のブランドを確

立させる。2015年10月には同社代表取締役会長に就任し、飲食店事業の新

規展開に取り組む他、鶏糞の有効活用の研究開発など、海洋・環境事業にお

いて精力的に活動している。 

2019年10月ホールディングス制に伴い、新設分社をし、トリゼンダイニング株

式会社、トリゼンオーシャンズ株式会社を設立。 

 

 

【講演２】 加藤 邦忠（かとう くにただ）氏 

九州旅客鉄道株式会社 鉄道事業本部 

担当部長兼営業課長  

1999年 JR九州に入社。西鹿児島駅、小倉駅にて駅業務を経験、その後、本

社の鉄道事業本部（営業部）に配属。営業部時代は、商品企画や列車の販売、

宣伝など鉄道部門の営業大部分を担当。 

再び現場に戻り、博多駅にて駅でのマネジメント業務を担当。 

2015年にはグループ会社であるJR九州リテールに出向し、コンビニエンス事

業や店舗開発を担う。 

2018年には鹿児島中央駅長を経て、2020年４月から営業部営業課に配属。 

趣味はマラソン（2021年 青島太平洋マラソン出場）。また、休日は息子の野球チームに帯同し、野球観戦

を楽しみにしている。モットーは、「前」。2015年に一般社団法人福岡青年会議所卒業。 

 



アクセス 

 （福岡県福岡市博多区博多駅中央街4-23） 

【ホームページ（アクセス）】 https://fukuoka.oriental-hotels.com/access/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
●JRをご利用の方 
  JR博多駅（筑紫口）より徒歩１分 
 
 
●地下鉄をご利用の方 
  地下鉄博多駅（筑紫口東４番出口）より直結 
 
 
●飛行機をご利用の方 
  福岡空港より車で約 10分 
  地下鉄［福岡空港］―［博多］約５分 
 

JR 博多駅 

https://fukuoka.oriental-hotels.com/access/

