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ブロック活動活発に！ブロック会議・地域交流会、各地で開催！ 
「つながろう！思いや悩みを語り合おう！その思いを国に伝えよう！」をスローガンに各地でブロック活動

が展開されています。会員のみなさま、これから全国会議を知ろうとお考えのみなさま、ぜひご参加くだ

さい。  

■ブロック会議の様子 

会員法人が地域で分野をこえて初顔合わせ。 

法人経営の現状や、保育・高齢・障害の各分野の 

課題を互いに報告し、「それ同じだ！」等と共感し 

交流。地域によって話題は災害やコロナ対応、平 

和活動等、差し迫った課題の違いが見えてきます。 

権利としての福祉、福祉の公的責任を追及する立場 

で問題を共有し経営課題を相談できる存在が身近に 

できることはとても心強いことだと実感。 

■ブロックごとで魅力的な地域交流会を企画 

ミニ学習会を組み合わせた地域交流会が各地で予定 

されています。（テーマと講師） 

・8/25中国・四国：「コロナ禍のもとで働く福祉労 

働調査から」石倉康次氏 

・9/8九州・沖縄：「社福法人制度改革・真の目的と 

私たちの課題」茨木範宏氏 

7/28「骨太の方針 2021・春の建議にみ
る社会保障制度の行方」情勢学習会を行
いました! 
56名が参加。 

講師の山崎光弘さんに 

社会保障制度を取り巻 

く国の考えやねらいを 

骨太方針だけでは隠れている部分も建議をひもときな

がらお話いただきました。8/31.9/2により深めた「社

会福祉事業経営セミナー(社会保障制度・基礎編)」の

開催を予定しています。引き続きぜひご参加くだい。 
●参加者感想アンケートより一部ご紹介 
・info２８を読んでから研修に参加しましたが、とても分
かりやすく国の巧みな文章表現に少し圧倒されました。 
・現場は、非正規化と経験のない人の採用やメンタル面で
配慮が必要な職員も増えてきている。その中で、人を大切
にする社会福祉法人の経営と実践、運動を進めていくには、
学びと実践が必要ですね。 

★リバイバル申込 https://forms.gle/v8sr16ieUJibvxSu7 

 

7/15「法人本部設置と機能・経験
交流会」を開催！ 
「法人本部設置と機能」アンケート結果について

事務局より報告。宮城厚生福祉会と静岡福祉会か

ら法人本部設置に至る経過とその意義について

具体的な経験を報告。活発な質疑応答も含め大変

有意義な交流会になりました。 

法人本部が事務実務の集中点だけでなく、実践の

方向性をも巻き込み、法人や経営の主軸となる存

在であることを強く感じました。 

参加者は 70 名。 

★ホームページ（会員ページ）で録画動画を 8/16

～31 の期間、限定公開します。 

全てオンライン（zoom）。出欠確認・参加申込みフォーム
は ホ ー ム ペ ー ジ で 確 認 く だ さ い 。 https://www.f-
zenkoku.net/ 

 

ブロック活動 ブロック会議 地域交流会

（8月以降の活動） 対象：会員 対象：会員・非会員

内容：会員交流等 内容：学習と交流

北海度・東北 8/20(金)10:30 今冬予定

8/6(金)14:00

8/25(水)10:00

8/19(木)10:00

8/30(月)13:30

9/3（金）14:00

9/9（木）10:30

中国・四国 8/3(火)10:00 8/25(水)14:00

九州・沖縄 10/14(木)14:00 9/8(水)14:00

関東 9/22(水)10:00

東海・北信越 9/16(木)13:30

関西 未定

はい 

いいえ 

https://forms.gle/v8sr16ieUJibvxSu7
https://www.f-zenkoku.net/
https://www.f-zenkoku.net/
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全国会議の活動報告 
最近の動き 
・7/9 第 2 回理事会 

・7/13 社会福祉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、政策運動委員会 

・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 

・8/3 中国・四国ブロック会議 

・8/5 事務局会議、管理職養成学校事務局会議 

・8/6 政策運動委員会、関東ブロック会議 
当面の予定 
・8/7 沖縄・平和のオンライン学習会   

・8/11 調査研究部会 

・8/12～13 全国会議事務所夏休み 

・8/17 社会福祉交流集会実行委員会 

・8/18 研修委員会 

・8/19 東海・北信越ブロック会議 

・8/20 北海道・東北ブロック会議 

・8/23 管理職養成学校事務局会議、企画委員会 

・8/25 関東ブロック会議、中国・四国ブロック地域

交流会 

・8/26 管理職養成学校開校式 

・8/27 第 3 回理事会 

・8/28～29 第 26 回社会福祉研究交流集会 in 京都 

・8/30 東海・北信越ブロック会議 

・8/31 社会福祉事業セミナー前編 

・9/1 法人本部担当者情報交換会 

・9/2 事務局会議、社会福祉事業セミナー後編 

 
昨年この経営実態調査に回答され、結果返しとしての経

営実態調査報告・個別の決算分析表を受け取った会員法人
から大変好評を得て、「全国会議に入って一番のメリット」
とまで言われた取組みです。個別の決算分析表を理事会・
評議員会で共有し、次年度の事業計画や予算作成に活かさ
れた法人も多かったと聞いています。 
今年度も多数のご回答をいただきますようお願いいた

します。 
※アンケートは会員・非会員問わず対象です。ただし、個
別の分析表はアンケートに回答いただいた正会員法人が
対象となります。ご了承ください。 
この機会にぜひご入会をお願いいたします。 
 
・経営実態調査内容  経営実態調査（71 設問） 
・調査集約方法    ライムサーベイ（インターネット

による回答集約） 
・調査回答期限    2021 年 9 月 10 日（金）締め切り 
・経営実態報告会   2021 年 11 月 29 日（月）に開催 
・2021 年度版 経営実態調査 調査票（アンケート） 
http://sosyaken.sakura.ne.jp/limesurvey/index.php/1
65448 

8/31・9/2 社福事業経営セミナー
（社会保障制度・基礎編） 

社会福祉事業経営者として学んでおくべき社会保障制度につ

いてセミナーを企画しました。基礎編とありますが、たいへん充

実した内容となっています。ぜひご参加ください。 

社会福祉事業経営セミナー（社会保障制度・基礎編） 

「新自由主義的社会保障政策の課題～改めて公的責任・企業

責任等の意義を問い直す～」 

日程・内容 

・第 1 回(前編）8 月 31 日(火)14:00～16:30 

テーマ「社会保障制度の変遷～公的責任から国民の助け合い

へ、新型感染症問題を踏まえて考える～」 

・第 2 回(後編）9 月 2 日(木)14:00～16:30 

テーマ「新自由主義施策に起因する貧困と歳入問題」 

講師：山崎光弘氏（一般社団法人社会福祉経営全国会議・政

策運動委員会、日本障害者センター） 

対象：法人経営職、施設・事業の管理職、管理職候補者 

参加費：全国会議会員お一人 8,000 円（2 回セット）、非会員お

一人 12,000 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「8/31・9/2 社会福祉事業経営セミナー」と 「参加

者の氏名」をお書きください。） 

申込フォーム https://forms.gle/zt1JAPSgVuFz8YG68 
 

第 1回全国福祉経営研究交流会 in 兵庫 

12月 9日(木)、10日(金)   

会場：舞子ビラ神戸、オンライン(zoom)併用 

申込受付開始：https://forms.gle/j8DSQ9Hu485MwdiE7 

2021 年度の基礎研修のご案内です！ 

9/15・10/20財務管理研修 2021 
基礎編 9 月 15 日（水）13 時 30 分～16 時 30 分 
応用編 10 月 20 日（水）13 時 30 分～16 時 30 分  
（※研修は基礎編・応用編セットです。） 
講師：税理士 山本 匡人 氏 
税理士法人中央会計・（株）大阪中央会計事務所 共同代表 

講義内容：「経営職・管理職として求められる財務管
理について学びます」 
[基 礎 編]               

◆経営組織のあり方             

◆求められる経営管理能力            

◆会計業務の 3 つのポイント           

◆決算書類の読み方、分析            

 [応 用 編] 

◆中長期的な経営の視点をもつ 

～中長期的財務管理～ 

◆目標の進捗と最新の状況をつかむ 

～月次の財務管理～ 

受講料(資料代)： 一 般 お一人 16,000 円 
       全国会議会員 お一人 8,000 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「財務管理研修」と 「参加者の氏名」
をお書きください。） 

申込フォーム 
https: 
//forms.gle/Qf
hGDjUc79yXj
wAA7 
 
 

http://sosyaken.sakura.ne.jp/limesurvey/index.php/165448
http://sosyaken.sakura.ne.jp/limesurvey/index.php/165448
https://forms.gle/zt1JAPSgVuFz8YG68
https://forms.gle/j8DSQ9Hu485MwdiE7
https://forms.gle/QfhGDjUc79yXjwAA7
https://forms.gle/QfhGDjUc79yXjwAA7
https://forms.gle/QfhGDjUc79yXjwAA7
https://forms.gle/QfhGDjUc79yXjwAA7
https://forms.gle/QfhGDjUc79yXjwAA7

