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5月 28日 2021 年度定時社員総会が開催されました。ZOOM で全国から

94 名が参加。コロナ禍での会発足で、手探りの活動の一年でしたが、ようやく

会員が一堂に会し、権利としての社会福祉を目指す社会福祉事業経営者の全

国組織として存在意義を確信する総会となりました。 

ご来賓あいさつ

は、きょうされん理事

長斎藤なを子様、全国

経営懇事務局長森山幸

朗様、全日本民医連事

務局次長林泰則様から、あたたかい連帯と励ましの言葉をいただきました。 

総会議事は会長挨拶、2020 年度事業報告・会計報告、監事監査報告、

2021 年度事業計画・予算に加え、今夏の東京五輪中止を求める声明の特別提

案、そして、各地域、分野等から 7 名の発言討論を経て、全会一致で議案事項

が採択されました。 

討論では、7 月豪雨災害の経験を川岳福祉会光永了円さん、政府交渉につ

いてをさつき福祉会木村英雅さん、北海道東北ブロック交流会についてをやまが

た市民福祉会温井秀典さん、保育の分野から緑の丘福祉会難波忠清さん、12

月全国福祉経営研究交流会についておさなご福祉会徳永満理子さん、研究者から見る全国会議の意義について総合

社会福祉研究所石倉康次さんより発言をいただきました。 

2020年度はコロナ禍で制約される条件下でしたが積極的な政府への働きかけや学習・交流などに取り組んできま

した。2021年度は組織を大きくする、会員を目標の 200 法人に向けて広げるという重要な方針が確認されました。 

分野と地域をこえて社会福祉経営者が全国でつながり力を合わせて「権利としての社会福祉」を目指すこの組織と運動

の意義を再確認した社員総会となりま

した。2021 年度もともに頑張っていき

たいと思います。どうぞよろしくお願い

いたします。 

 

★総会議案書は、ホー

ムページ法人情報（そ

の他・資料）にありま

す。https://www.f-zenkoku.net/ 
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5 月 28 日・2021 年度定時社員総会！94 名参加！ 
権利としての社会福祉を目指す存在意義を確信！ 

会員拡大 200法人目標を重要方針に！ 

正会員：出席法人 69、委任状 45、
計 114 法人で総会成立。参加者
は準会員も含め総数 94 名。 

議題は全会一致で決議 

第 1 号議案 2020 年度事業報告 

第 2 号議案 2020 年度決算報告・

監事監査報告 

第 3 号議案 2021 年度事業計画 

第 4 号議案 2021 年度予算 

特別提案：声明「2021 年夏の東

京オリンピック・パラリンピックを

中止し、市民のいのちと暮らしを

守る新型コロナ対策の拡充を求

めます！」 

 

2021 年度事業計画 

Ⅰ 新型コロナウイルス感染拡大による非常事態が長期化する状況下に

おいて、社会福祉事業におけるその影響の実態を明らかにし、改善を

求める取り組みを継続します。 

Ⅱ 全国会議の活動を広く知らせ、会員 200法人達成に取り組みます。 

Ⅲ 基本的な事業活動を確立します。 

１．政策・運動  ２．次世代育成・研修  ３．経営サポート   

４．経営交流  ５．情報発信  ６．会の円滑な運営 

Ⅳ 2000 法人の組織化を目標にした中長期的な事業計画の検討を行い

ます。 

https://www.f-zenkoku.net/
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全国会議の活動報告 
最近の動き 
・6/7 顧問南大阪法律事務所訪問 
・6/8 北海道・東北ブロック会議 
・6/10 調査研究部会 
・6/11 業務執行理事会、福祉交流集会実行委員会  
・6/14 顧問中央会計事務所訪問 
・6/16 研修委員会 
・6/17 顧問井村社労士訪問 
・6/21 全国福祉経営研究交流会 in 兵庫実行委員会 

・6/24 福祉のひろば編集企画会議 
・6/28 リバイバル社福経営トップセミナーYouTube
配信開始～7/11 
・6/30 九州・沖縄ブロック会議、きょうされん web
訪問 
・7/1 全国会議事務局会議、管理職養成学校事務局
会議 
・7/2 政策運動委員会 
・7/4 夢をかなえる保育園ひろば参加 
当面の予定 
・7/5 企画委員会 
・7/9 第 2 回理事会 
・7/13 社会福祉研究交流集会実行委員会 
・7/14 調査研究部会 
・7/15 法人本部経験交流会 
・7/19 全国福祉経営研究交流会 in 兵庫実行委員会 

・7/21 研修委員会 
・7/26 九州・沖縄ブロック会議、企画委員会 
・7/28 骨太方針情勢学習会 
・7/29 福祉のひろば編集企画会議 
・8/2 経営実態調査アンケート開始 
・8/3 中国・四国ブロック会議 
・8/5 全国会議事務局会議 
・8/6 政策運動委員会 
・8/7 沖縄・平和のオンライン学習会 

学習会・交流会等ご案内 

① 「法人本部設置と機能・経験交流会」 

・日時：７/15(木)10～12 時 ZOOM 
・内容：「法人本部設置と機能」アンケート報告、「法人本部設
置の経過と意義」をテーマに経験報告 
・参加：会員・非会員    ・参加費：無料 
・申込フォーム        ・申込〆切：7/14      
https://forms.gle/spMnYWDRQmPCaWJa8 

 

② 「骨太方針 2021」情勢学習会 

・日時：7/28(水)15～17 時 ZOOM 
・テーマ：「骨太の方針 2021・春の建議にみる社会保障制度
の行方」 
・講師：山崎光弘さん(日本障害者センター、社会福祉経営全
国会議) 
・参加対象：全国会議会員・非会員 
・参加費：全国会議会員お一人 2000 円、非会員 4000 円 
・振込先：ゆうちょ振替口座 00970-5-212846 口座名義 一
般社団法人 社会福祉経営全国会議 
 （通信欄に「7/28 情勢学習会」と 「参加者の氏名」をお書き
ください。） 
・申込フォーム    ・申込〆切：7/28 
https://forms.gle/9AHgUeKyRQRX3u2YA 

 

③リバイバル「社福経営トップセミナー2021」 

・テーマ「社会福経営の行方を考える～現在の社会保障・社
会福祉施策で私たちが求める経営を維持できるのか～」 
第 1 回シンポジウム YouTube 配信（6/28～7/11) 

第 2 回講演 YouTube 配信（6/28～7/11)   

   期間中のお好きな時間帯にご覧ください。   

・対象：どなたでも 

・参加費：全国会議会員お一人 8000 円（2 回セット）、非会員
お一人 16000 円（2 回セット） 

・参加費振込先：ゆうちょ振替口座 00970-5-212846 口座
名義 一般社団法人 社会福祉経営全国会議 
（通信欄に「リバイバル経営トップセミナー」と 「参加者の氏
名」をお書きください。） 
・申込みフォーム      ・申込〆切：7/10 
https://forms.gle/KMFTuZJNR9xrAKvu9 
 

★全国会議の各種研修・取組みは日程が決まり次第

お知らせします。 

・社会保障・社会福祉をめぐる基礎的情勢学習会（連続講座）：8

月下旬～9 月上旬予定 

・管理職養成学校：8/26 開校式 

・財務管理研修（基礎編）：9/15(水）13～16 時←決定！ 
・財務管理研修（応用編）：10/20(水)13～16 時←決定！ 

・経営実態調査アンケート：8 月から開始 

・経営実態調査報告会（財務分析結果返し）：11 月下旬予定 

・労務管理研修：12 月中旬予定 

・その他、労働問題や課題別学習交流会、人材定着経験交流

会、小規模法人交流会等を検討中！ 

コロナ禍ですがWEB訪問に 
取り組んでいます！ 

ZOOMによる訪問活動 

を始めました。6/30はきょ 

うされんの役員の方々を訪 

問。共同・連帯のエールを 

いただきました。 

今後、全国会議を知っていただくための取組みと

して法人訪問も行っていきます！ 

ブロック活動のお知らせ 
※ブロック会議⇒対象は会員、時間は約 1 時間半 

※地域交流会⇒対象は会員・非会員問わず 

■九州・沖縄ブロック会議 7/26(月)10:00～ 

■中国・四国ブロック会議 8/3(月)10:00～ 

■北海道・東北ブロック会議 8/20(金)10:30～ 

●中国・四国地域交流会 8/25(水)14:00～16:00 

●九州・沖縄地域交流会 9/8(水)14:00～16:00 

関東、関西、東海・北信越の日程は調整中！ 

 

https://forms.gle/spMnYWDRQmPCaWJa8
https://forms.gle/9AHgUeKyRQRX3u2YA
https://forms.gle/KMFTuZJNR9xrAKvu9

