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時刻 項目（担当） 内容 備考

日時 【スケジュール】
2022（令和4）年7月23日（土）午後１時30分から午後4時10分 第1部 13：35～14：45

会場 第2部 15：00～16：05
小牧市総合福祉施設ふれあいセンター 3階 大会議室

関係者及び役割分担 （敬称略、以下同じ） 【参加予定人数】（7/20現在）
出演者(12:00着） ふれあいセンター 31名
上田晴男講師、多比良明里、深田英生、石附こずえ 録画配信 100名

手話通訳（12:45着） あいち聴覚障害者センター 内藤由香里、村瀬直美 【感染予防対策の徹底】
・手指消毒

集合時間 ・検温
（8：30） 尾張北部権利擁護支援センター 山中、安藤、土屋、小川 ・発熱のある方、体調不良の
（9：00） 尾張北部権利擁護支援センター 可児 方の参加を遠慮いただく。
（11:00） パネリスト（多比良、石附、深田）、森
(11:15) 上田 控え室兼打合せ室
（11:30) 御手洗 会議室４

スタッフ役割分担

山中 総合進行責任者 可児 受付担当 兼 舞台転換 関係機関連絡先
兼 進行 兼 ＵＤトーク担当 あいち聴覚障害者センター

052-962-2511
安藤 CAM担当 小川 録画配信担当 兼 舞台転換 お弁当 えにし屋

兼 舞台担当 兼 ＵＤトーク担当 0568-56-5077

土屋 受付担当 御手洗 司会
兼 舞台転換
兼 ＵＤトーク担当 森 受付担当 （兼 舞台転換）
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項目（担当） 準備内容

施設備品 (受付) □机 2脚 □椅子 2脚
（舞台) □講演台 □マイクスタンド □スクリーン □椅子 2脚 (手話通訳）【2部用】□机3脚 □椅子5脚(1脚は上田先生待機用）

（ホール) □司会台 □机 脚 □椅子 脚
（配信) □机 6脚（配信用4／ UD用2） □椅子 7脚 （司会分含む）

センター準備品 □会場用座席表示（字幕の見やすい席） □講師控え室表示
(受付) □消毒液 大２ □消毒液受けタオル ２ □マスク 3０枚 □体温計 ２個

□受付名簿（事前申込分・当日分）各２部 □大きい字の資料 5部
□封筒 50部（講演会資料、アンケート、センターリーフレット、チラシ8/4,8/19,10/9、UDトーク案内、成年後見制度利用促進
計画(概要版)、第3次小牧市地域福祉計画･第3次小牧市地域福祉活動計画(概要版)、成年後見制度法務省民事局パンフレット）

□鉛筆 50本 □腕章 10枚 □当日ポスター 1０部 □アクリルスタンド（消毒液２/鉛筆/大きい字の資料）４枚
□アンケート回収箱 □文具（ビニールひも､マーカー､ボールペン５本、白紙、色上質紙、マジック、養生テープ、はさみ等）

(舞台） □ノートＰＣ □ポインタ □コードレスマイク 1本 □講師名前垂れ □ペットボトル水 1 □紙コップ 1
【2部用】 □有線マイク（進行） □モニター（パネリスト用）‥床置き □除菌シート

□アクリル仕切板（小）3枚 □マイク置タオル 4枚 □講師名前垂れ（上田先生、パネリスト、進行役）各２部
□消毒液(小) 3 □ペットボトル水 5 □紙コップ 5

（会場） □iPhone(音声入力用）1台 □字幕用モニター □手話通訳用モニター □手話通訳背景スクリーン
□プロジェクター １台 □ＩＣレコーダー

（録画配信） □ＵＳＢ（当日データ） □iPad 1台（ＵＤモニター用） □ビデオカメラ 4台 □SDカード32G 4枚
□AtemEX □ＳＳＤ □モニター □ノートPC 3台 □iPad 2台（UD修正用）
□予備の乾電池（単3,４×各２本） □録画配信セット １式 □クーラーボックス □保冷剤 □タオル

(控え室) □お茶ペットボトル 5本 □弁当（当日配達）5食

注意事項 ●携帯電話は、配信等に支障があるので、着信音等でないようにすること。
● Wi-Fiは多くの端末で使用すると回線スピードが落ちるので、指定された機器以外は使用しないこと。
【感染対策】
●入場時検温・マスク着用確認（マスク未着用者用にマスクを用意）
●入場時手指消毒（消毒液持参）
●座席は、間隔をあける
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2022年7月23日 権利擁護講演会進行要領

時刻 項目（担当） 内容 備考

舞 ①会場スクリーン
台
レ パワポ 手話
イ CAM3
ア
ウ
ト

字幕（ＵＤトーク）

ＰＪ１：Atemから出力

②字幕用モニター
iPadから出力

③手話通訳用モニター
ＰＣ①から出力

④第2部用モニター
ＰＣ①から出力

第2部
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2022年7月23日 権利擁護講演会進行要領

時刻 項目（担当） 内容 備考

8：30 集合、搬入 山中、安藤、土屋、小川（机・椅子）
9：00 可児 ・楽屋に『控え室』表示

（可児）
会場設営 (受付) ・受付 机2脚，椅子2脚

(舞台) ・第１部 上手前方に講演台 ＰＣ① 講師用
パソコン①、マウス、マイクスタンド、コードレスマイク、講師名前垂れ、 ＰＣ② 画面編集用

ＰＣ③ 字幕用
（会場） ・第２部(準備）上手袖に､椅子5､机３＋講師名前垂れ（進行・ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ／ﾊﾟﾈﾘｽﾄ）

・マイク ・マイク置用タオル・アクリル板 各机2 ・モニター（パネリスト用） 録画 １部 ２部
・消毒液(小) パネリスト机 CAM1 挨拶､講師 ﾊﾟﾈﾘｽﾄ
・手話通訳者用スクリーン ・控えの椅子２ ・立ち位置テープ CAM2 司会 進行ｺﾒﾝﾄ
・プロジェクター ・字幕用モニター ・手話通訳用モニター CAM3 手話 手話
・最前列右机浅野課長席 マイク準備 CAM4 会場全体
・机上に資料配付

マイク １部 ２部
(録画) ・ビデオカメラ、iPad桃の設置、録画準備 無線① 講師 パネリスト

② 質疑 司会･質疑
10：20 ｾﾝﾀｰ職員リハーサル ・人の動き、舞台転換の確認 有線① 司会 ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ

司会 → あいさつ → １部･講演 → 休憩（２部準備）→ ２部･パネルトーク ② 進行

10：35 上田講師お迎え ・小牧駅にてお迎え（安藤）

11：00 出演者･ｽﾀｯﾌ到着 ・出演者打合せ（山中）、受付打合せ（土屋､可児､森） ＵＤトーク修正
iPad 3台

11：15 講師到着 ・リハーサル。本番の動きの説明（山中）
・上田講師、パソコン操作の確認（小川）

弁当受取（可児） ・弁当受取 控え室(5個)、大会議室(６個) ＋お茶 お弁当 えにし屋
11個

11：30 出演者打合せ ・会議室４にて出演者打合せ（上田、多比良、深田、石附、山中）
・打合せ終了次第、昼食（12：30～）
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時刻 項目（担当） 内容 備考

11：30 御手洗到着 立ち位置確認

11：35 スタッフ昼食 ・各自大会議室の弁当､お茶を持って２階団体活動室へ移動、昼食
ＰＰ：タイトル

12：30 スタッフ準備 ・ＵＤトーク練習
受付最終チェック ・来場者は、ロビーでお待ちいただく

12：45 受付開始準備 ・受付係3名は受付待機（検温：森）
手話通訳、浅野課長到着次第、

12：50 手話通訳到着 ・手話通訳スタッフ打ち合わせ（山中） 会場へ案内
・立ち位置確認、カメラ調整（安藤）、画面調整（小川）

受付開始 ・受付係２名 名簿チェック、体温記入 手話通訳者
13：00 開場 内藤由香里様、村瀬直美様

13：20 録画開始 CAM1~４（安藤）、Atem（小川）
録音開始 ICレコーダ（小川）

13：20 講師ご案内（土屋） 上田講師スタンバイ（上手の椅子） 講師用 水､紙ｺｯﾌﾟ準備（小川）

13：25 あいさつ準備（深田） ・あいさつ 浅野課長、最前列右に着席スタンバイ

司会 （陰マイク）「まもなく2022年度 権利擁護講演会 を開会いたしますので、着席をお ＵＤトーク（土屋､可児､小川）
願いします。」

13：30 開会（司会） 「定刻となりましたので、ただいまから、尾張北部権利擁護支援センター主催２０２２
年度 権利擁護講演会を開催いたします。
本日は UD トークを使用して字幕を表示しています。お手元の資料にありますＵＤト

ークのアプリをお手持ちのスマートフォンにインストールいただき、本日の講演会用の
字幕（ＵＤトーク）ＱＲコードを読み取っていただくことで、お手元で字幕をご覧にな
ることができます。是非お試し下さい。
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2022年7月23日 権利擁護講演会進行要領

時刻 項目（担当） 内容 備考

司会 みなさまに開会前にお願いがございます。携帯電話につきまして、今一度手にとって
いただいて、マナーモードになっているか確認をお願いします。
なお、本日の講演会はオンライン録画配信のために会場に機材を設置しております。

お見苦しい点もございますが ご了承ください。
では、開会にあたり、関係市町を代表して、小牧市 福祉部 障がい福祉課 浅野課長 ＰＰ：浅野課長

様からあいさつをいただきます。浅野様お願いします。」 （ポインター）

13：32 小牧市 浅野課長 あいさつ（演台であいさつ）
ＰＰ：講演表紙

13：34 司会 「ありがとうございました。それでは、第１部講演『権利擁護って何？』に入らせてい （ポインター）
ただきます。本日の講師の上田晴男先生にご登壇いただきます。みなさん拍手でお迎え
ください。（登壇）上田晴男先生は全国各地の高齢・障害系福祉サービスを提供する法
人・施設や自治体などでスーパーバイザーとしてご活躍されておられます。本日はご多

13：35 講演（上田講師） 忙の中、ご講演に来ていただきました。詳しいご紹介は、お手元の資料をご覧ください。
では、上田先生よろしくお願いいたします。」

13：45 受付縮小 講師用 PCのパワポ送りは、手元で講師が行う。

14：00 受付片付け 受付１名のみ残り、２名は会場へ
質疑応答：無線マイク（安藤）

14：45 講演終了 アンケート回収箱設置
司会

「上田先生ありがとうございました。権利擁護について、とてもわかりやすくお話いた ＰＰ：休憩画面（ポインター）
だきました。今一度、上田晴男先生に大きな拍手をお送りください。」

（講師降壇）

休憩
司会 「ここから、1５分間の休憩とします。15時になりましたら、再開いたしますのでよろしく

お願いします。（時間は、山中が指示） お手洗いは後ろの出入り口から出られ、後方に
ございます。また、アンケートのご記入につきまして、ご協力をお願いいたします。」
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時刻 項目（担当） 内容 備考

14：45 舞台転換 ・机設置、演台移動(安藤、土屋、可児、小川)
・CAM1,2調整（安藤）
・マイク 無線１本：パネリスト、有線２本：進行、アドバイザー（土屋、小川）
・ペットボトル水、紙コップ 準備（土屋、可児、小川） ＰＰ：パネルトーク出演者名
・机上チェック アクリル板３、マイク置タオル３、パネリスト用消毒液 （ポインター）

14：58 パネリスト着席

司会 「まもなく第2部を開始いたします。お手数をおかけいたしますが、今一度お手元の携
帯電話がマナーモードになっているかご確認ください。」

15：00 司会 「それでは、第２部パネルトークを開始します。ここからは、進行役にマイクをお渡しいたし
ます。 よろしくお願いいたします。」

15：01 山中 第2部パネルトーク パワポ送りは、手元でパネリストが行う。 質疑応答：無線マイク（安藤）

16：05 司会 「まだまだ、お話をお伺いしたいところではございますが、そろそろお時間となりま ＰＰ：アンケート画面
したので、第2部を終えさせていただきます。
ご登壇いただきましたみなさま、どうもありがとうございました。どうぞ大きな拍手
でお送りください。」

登壇者 退場、控え室へ

閉会 「長時間にわたり、御参加ありがとうございました。
最後に、お渡しした封筒の中にございますピンク色の用紙のアンケートについて
ご協力をお願いします。今後、よりよい講演会とするためにも、ぜひとも、ご意見を
お寄せ下さいますようお願いいたします。
なお、本日の講演会は後日、録画配信をいたします。録画配信をご覧になりたい方

は、資料で御案内しておりますホームページからお申込ください。
以上をもちまして、2022年度権利擁護講演会を終了いたします。ご参加いただき、あ
りがとうございました。」
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時刻 項目（担当） 内容 備考

16：05 アンケート回収 受付にて回収（土屋、可児）

16：10 ＵＤトーク終了 ＵＤトーク終了、送信（小川）
録画停止 CAM(安藤）、Atem（小川）

片付け スタッフ全員で片付け
16：15

反省会
16：40 解散


