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9/22「新型コロナウイルス感染症対策に係

る緊急要望書」にもとづく政府交渉を行いま
した！ 

9月 22日午後、「新型コロナ感染症対策に係る緊急要望書にもとづく政府

交渉を行いました。感染したら施設に留め置かず必要な人が入院できる医療

体制の整備をはじめ、一定の医療体制のある療養先の確保、ワクチンのエッ

センシャルワーカーの優先接種、自治体間格差の解消、PCR検査の拡充に

ついて。また、職員のワクチン副反応や感染後の後遺症の問題、かかりまし

経費、職員配置の最低基準や基本報酬・公定価格の問題指摘まで、幅広い

問題と現状について、保育・障害・高齢の各分野から発言がありました。 

同じ福祉事業であるのに分野や事業種別、自治体間によってワクチン接種状況や

PCR検査などに大きな格差があることも明らかになりました。以前の交渉で、子どもは感

染リスクが低いと言っていたが保育園や学校で増加している状況から定期検査が必

要と求めると、感染は増加しているが重症化は高齢者等

より低いのでとやはり定期検査は否定。9月で終わる加

算については現場のかかりまし経費は継続状態、加算

の継続を強く求める声があり、厚労省もこれについては

現在検討中で決まり次第通達するとのことでした。 

時間が足らないほどの活発な政府交渉となりました。現場の実態や声が

国に届いていることを切に願います。参加いただいた皆様ありがとうござ

いました。 

 

 
コロナ・実態・事例ニュースを発
行！！ 

 コロナをめぐり今現場で何が起きてい
るのか。全国から寄せられる声や実態を
ニュースで発信しています。「いつ感染者
が出るのか常に不安。依然として感染リ
スクの高い環境下、働く職員のやる気だけではもたない。」「 定期的
なＰＣＲ検査の実施、保育所基準の改善、職員の処遇改善！」（ニュ
ースより） 

お手紙大作戦！！岸田総理と野田大臣に手紙を出しました！ 
社会福祉経営全国会議は、岸田新政権発足に
あたり、子どもの問題の解決に向けて、だれ
もが安心して子を産み育てられる社会的枠
組みの実現の一環として、公的制度としての
保育所経営の立場から窮状を訴える手紙を、
岸田文雄内閣総理大臣と野田聖子少子化担
当大臣宛に送りました。 

https://www.f-zenkoku.net/topics/1013/ 
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第 55回障害者の生活と権利

を守る全国集会・中央行動 

（社会福祉事業の政府交渉） 
 
●全国集会１１月２３日（火曜祝日）
１３～１６時（接続開始は 12 時半） 

●政府交渉１１月 24 日（水）、26 日
（金）、29 日（月） 

 

★11 月 24 日(水) 

10:00～12:00 ①障害者医療 

13:00～15:00 ②介護・障害福祉 

15:15～17:15 ③社会福祉事業 

↑↑↑ここに参加します！ 

 

●申込フォーム 

 https://forms.gle/UXm4qefSYvFCnsX

e6 

●参加資料代 ２０００円（障害者・学
生は 1000 円） 

9/10ワクチン接種状況のアンケート結

果報告と要望項目の事前学習会を実

施。ワクチン接種の自治体間格差、障

害分野の遅れなど明らかになった。 

 声をあげる 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.f-zenkoku.net%2Ftopics%2F1013%2F%3Ffbclid%3DIwAR1QXxWxAdvZe2crPnFFT1AstugfH25uft35EFXeoliXcAtXkpmIqAYDbzc&h=AT22gAQn10ImhiF5UBrNkgKxdtH4rKZOS5TcyHbFrt014D-6KshnFJhSQkKQVINoWZuu6YrdeesqSJ7iRGUkBwgvVVQh6YrPoxD23uM400Sp5XyE7efs0jU3OpUJnfATvyqI&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1GZxy0OWT1bqf1W1JYlNCwI4o724t-2ylsXdXWSP8471aKkbU65y1BaD_9mm9A-K2Y4CJB-4m3fk-ge8TPdaxKooB5WbbSa8sa4ZE7OzU2AvPKhl7PDtNJ2ccGEINrn97MDBk7rttQvv70QgMqUJDke6hxGcSASQqtkAjfOgfiZPOKr4tRU3RsyIjirCLeio70Wg
https://forms.gle/UXm4qefSYvFCnsXe6
https://forms.gle/UXm4qefSYvFCnsXe6
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8/31・9/2社会福祉事業経営セミナー 
(社会保障制度・基礎編)報告 
テーマは「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〜」講師は山崎光弘氏（全国会議

政策運動委員会）。二日間にわたる、たいへんボリュウムのあるセミナーとな

りました。 

社会福祉事業経営を担う者として、自法人の事業計画や将来構想を検討するにあたり社

会保障制度と現在の社会保障をめぐる情勢を理解することは必須であると語られました。こ

のセミナーが分野をこえて学び、権利としての社会保障・社会福祉の実現のために闘う一

助となるよう次年度以降も基礎研修に位置付けていきます。 
 
＜参加者の感想・紹介＞・自由主義と新自由主義のちがいを初めて知りました。新自由主義で富裕層や大企業が優遇
されてきた経過と、日本の再分配率の低さ、福祉が切り捨てられてきた根本のしくみが学べました。ありがとうございまし
た。・最低限の当たり前の暮らしができる再分配機能、本来あるべき社会保障制度の再分配について、諸外国比較や諸資
料（財務省データ）等で確認することができてとても勉強になりました。・ 経済政策と社会保障制度は表裏一体だと、何度
も山﨑先生がおっしゃっていたことが少しですが理解できたような気がします。 

2021年度 

管理職養成学校開講！ 
次代の管理職をともに育てる画期的な学

校です。8 月 26 日開校式から 1 月の修了式
までの半年間、毎月の講座と途中の自主ゼ
ミ、課題やプレゼンの準備などたいへん濃
密な学校生活となります。今期は山形から
島根まで各地各分野からの 18 名が受講。自
身の変革だけでなく職場や法人、地域の変
革につながる成長が期待されます。 
学校の様子は学校ニュースをご覧くださ

い。 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.f-zenkoku.net/news/901/ 

（学校ニュース） 

 学ぶ 

リバイバル財務管理研修（基礎編・応用編） 
・基礎編 9/15(水)、応用編 10/20(水)の録画動画の配信です。 
・YouTube 限定公開 11/22まで 
・講師：山本匡人氏（税理士・大阪中央会計事務所） 
「経営職・管理職として求められる財務管理」 
申込フォーム 
https://forms.gle/EgVU5SSVUiYEQ161A 
・受講料(お一人）：一般 16,000 円、会員 8,000 円 
 

労務管理研修 
・12 月 15 日（水）13:30～16:30 
・講師：井村佐都美 氏（特定社会保険労務士） 
「労務管理の基本・働き方改革への対応・質問への回答」 
申込フォーム 
https://forms.gle/xwJmUva8iVgqMaAB9 
・受講料(お一人）：一般 8,000 円、会員 4,000 円 
 
・開催日以降の申込者にはリバイバル研修として YouTube限定公
開動画として配信します。 
・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」 
（通信欄に研修名と受講者名を必ず記入ください） 
 
 
 
 
 
 
 

2021 年度経営実態調査報告会 
11月 29日(月)13:30～16:30 

2021年経営実態調査にご協力をありがとうござ
いました。今年の経営実態調査、決算書からの分析
結果報告会(zoom)を開催します。経営分析・財務
分析、次年度予算や中長期の事業計画を立てる参
考になります。ふるってご参加ください。 
申込フォーム： 
https://forms.gle/TjLPrFdv7ZGPcqW98 
参加費：一般(非会員)お一人 8,000円 

会員お一人 4,000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」 
（通信欄に研修名と受講者名を必ず記入ください） 
 

浜岡政好校長 

「法人業務担当者情報交換会」 

（会員企画）やってます！ 
 
目まぐるしく変わる制度や法改正への対応、本部業務

のあり方や機能、業務改善への取り組みなど、法人業務
を中心に担っている方々ならではの悩みや情報を交流
しています。 
・開催日：9/1(終了)、12/1、3/2⇒共通（水）10～12 時 
・対象：会員の法人業務・本部業務担当者 
・参加申込 
https://forms.gle/uTHSb6f2L6xS8ZeT9 
・参加費：無料 
・9/1 の報告と資料はホームページの会員ページに掲載 

 経営力UP 

https://www.f-zenkoku.net/news/901/
https://forms.gle/EgVU5SSVUiYEQ161A
https://forms.gle/xwJmUva8iVgqMaAB9
https://forms.gle/TjLPrFdv7ZGPcqW98
https://forms.gle/uTHSb6f2L6xS8ZeT9
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ブロック活動スローガン「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！」 

今年は、各ブロック活動が活発に展開されています。 

★ブロック会議：会員が集う会議  ★ブロック地域交流会：会員以外も広く呼びかける交流会 

北海道・東北ブロック 

4/23に地域交流会、8/20・10/22にブロック

会議を開催。コロナの感染状況や施設での対応策な

ど交流し、仲間を広げるためのWEB訪問にも取り

組んでいます。次

回ブロック会議

は、12月１７日

（金）１０時３０分か

ら。身近なつなが

りが心強いです！ 

関東ブロック 

 8/6・8/25にブロック会議、

9/22に地域交流会を開催。

交流会では多摩福祉会理事長

の垣内氏が「民主経営の模索 

理事長の悩みと経営実践」と題してミニ学習会。他の

ブロックからも参加があるほど大好評。HPの会員ペ

ージに動画を紹介しています。ご覧ください。次回ブ

ロック会議は 11月 8日（月）14時からです。

11/24政府交渉要望について話し合います。  

東海・北信越ブロック 

 8/19・8/30にブロック会議、

9/16に地域交流会を開催。ブ

ロック会議では各分野から情

勢報告をし、地域交流会でも

分野をこえた地域連携がよびか

けられました。会員拡大とともに経営実践交流、小さ

な法人の困りごとに応えていく取組みをしていこう

と話し合われました。次回ブロック地域交流会は 1

月 31日（月）13時 30分からです。  

関西ブロック 

 9/3・9/9にブロック会議、兵庫では独自の集いを

3回開催。１２月全国福祉経営研究交流会 in兵庫の

成功に向けて奮闘中の兵庫。「本

気の仲間づくり」を合言葉に会員

拡大と全国交流会への参加を呼

びかけるために法人訪問に取組み

中。今後は、ブロック世話人会でブ

ロック活動等について検討してい

きます。 

中国・四国ブロック 

8/3ブロック会議、8/25ブロック地域交流会を

開催。交流会では石倉康次先生（立命館大学）がミニ

学習会として「コロナ禍のもとで働く福祉労働調査か

ら」と題して総合社会福祉研究所と福祉保育労の共

同調査報告からお話をいただきました。「やりがい搾

取」と云われる福祉労働の

現状や労働組合のあるなし

で変わる労働実態などたい

へん興味深い内容でした。  

九州・沖縄ブロック 

 6/30・7/26・１０/１４にブロック会議、9/8にブロ

ック地域交流会を開催しました。地域性から自然災

害、平和についてなどブロックな

らではの課題が話されます。地域

交流会では茨木会長が「全国会

議のめざすもの」、各分野から情

勢が報告されました。次回ブロッ

ク会議は 1月 20日（木）14時

からです。 

 つながる 

経営サポートのお知らせ：全国会議は、労務・
財務・法務の専門家と顧問契約をしています。
経営上の相談がありましたら全国会議事務局
までご連絡ください。（会員法人対象） 

正会員法人の理事長のメールアドレス登録：希望される正会員法
人の理事長にはお知らせメールを無料でお送りすることになりまし
た。希望される正会員法人は下記フォームにてメールアドレスを記入
ください。（すでにお送りしているところは回答不要です。） 

回答フォーム https://forms.gle/LG5upPrjpeFpaJwF6 

https://forms.gle/LG5upPrjpeFpaJwF6
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社会福祉経営全国会議の入会ご案内動画

と活動紹介パンフレットができました！ 
全国会議を知っていただくツールとしてご活用くださ

い。全国会議ホームページから視聴できます。パンフレ

ットもダウンロードできます。 

https://www.f-zenkoku.net/ 

    

 

 

全国会議の活動報告 

最近の動き 
・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 
・9/3 政策運動委員会、関西ブロック会議 
・9/4.5 施設経営・管理者・主任セミナー 
・9/6.7 管理職養成学校下見与謝野町事前訪問 
・9/7 エアコン工事 
・9/8 九州・沖縄ブロック地域交流会 
・9/9 関西ブロック会議 
・9/10 コロナ要望書事前学習会、業務執行理事会 
・9/13 研修委員会、全国福祉経営研究交流会 in 兵
庫実行委員会 
・9/15 財務管理研修（基礎編） 
・9/16 東海・北信越ブロック地域交流会 
・9/21 管理職養成学校第 1 講座、社会福祉研究交
流集会実行委員会 
・9/22 関東ブロック地域交流会、政府交渉 
・9/27 保育部会コロナ経験交流学習会、企画委員会 
・9/30 同友会人材確保部会「夢かなひろば」経験を
聞く⇒関西ブロックに呼びかけ 
・10/1 政策運動委員会 
・10/4 管理職養成学校事務局会議 
・10/7 事務局会議 
・10/8 業務執行理事会 
・10/13 調査研究部会 
・10/14 九州・沖縄ブロック会議 
・10/18 研修委員会 
・1019 関西ブロック兵庫のつどい 
・10/20 財務管理研修応用編 
・10/22 北海道・東北ブロック会議 
・10/25 管理職養成学校事務局会議、企画委員会 
・1026 東海・北信越ブロック役員会 

当面の予定 
・10/28 管理職養成学校第 2 講座 
・11/4 事務局会議 
・11/5 政策運動委員会、業務執行理事会 
・11/10 調査研究部会 
・11/15 全国福祉経営研究交流会 in 兵庫実行委員会 
・11/17 研修委員会 
・11/22 企画委員会 
・11/23.24 障全協全国集会・中央行動（政府交渉） 
・11/25.26 管理職養成学校第 3 講座一泊研修 
・11/29 経営実態調査報告会 
 
 

第 1回全国福祉経営研究交流会 in兵庫 
2021 年 12 月 9 日(木)～10 日(金) 

「憲法をよりどころに、だれ一人をも取り残さない社会福祉制度を 

築こう！～コロナ禍から見えてきた公的保障の問題と課題～」 

  会場：舞子ビラ神戸（現地参加定員達成）、オンライン(zoom)併用 
🌸参加費：お一人 円 11,000 円  🌸申込フォーム：https://forms.gle/j8DSQ9Hu485MwdiE7  
１日目 

・オープニング「土曜日の天使たち」 

・基調提案  

・基調シンポジウム ３分野より 

・基調講演 岡崎祐司氏（佛教大学） 

障害者作業所の授産商品を活用！ 
全国会議主催の研修や交流会でお世話になった方への

お礼に仲間たちが心を込めて作った商品を活用し、とて

も喜ばれています。 

コロナ禍で、作業所の仲間たちの仕事も収入も激減。地

域の作業所の授産製品購入にご協力ください。 

ご希望の商品や地域の障害者施設のご紹介は事務局ま

でご連絡ください。会員法人の施設をご紹介します。 

2 日目 

・分科会 

・記念講演 二宮厚美氏 

（神戸大学） 

・閉会集会 

分科会テーマ 

①社会福祉事業入門講座 ②社会福祉

法人改革と経営課題 ③職員の確保と定

着・育成 ④コロナ対策や自然災害の経

験から ⑤福祉実践と経営課題 ⑥社会

福祉法人の経営機能 

クッキーやジュースなど、様々
な商品があります 

https://www.f-zenkoku.net/
https://forms.gle/j8DSQ9Hu485MwdiE7

