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一般社団法人 社会福祉経営全国会議 

2022年度定時社員総会 

5月 27日（金）13:30～16:30 
開催方法：オンライン＋会場（ウインクあいち） 

※会場は感染対策のため役員・スタッフ含めて 50名以内 

正会員・準会員のみなさまへのお願い 

・定時社員総会にご出席ください。 

・議決については、正会員（法人単位）のみ１議決権

を持っています。正会員法人から複数名の総会出

席は可能です。 

・正会員が欠席の場合は委任状を提出してくださ

い。 

・総会の招集通知、委任状、２０２２年度会費振込用

紙を 5 月初旬に郵送予定です。議案書は 5 月 20

日頃メールにて送信します。 

・出欠の返事はGフォームにてお願いします。 

https://forms.gle/iHep54ZXWhdQ7MR76 

主な議事内容 

・2021年度事業報告・決算報告 

・２０２２年度事業計画・収支予算 

・討論  ・採択 

全国会議 3年目、2022年度スタート！ 
 「声をあげ・学び・つながる」活動を土台に、組織としての基盤強化、組織拡大に本腰を入れて取
り組む3年目に突入です。引き続き、皆さまと力を合わせて権利としての社会福祉を追求していき

たいと思います。今年度もどうぞよろしくお願いいたします。 

社福経営トップセミナー2022 
事業経営問題の本質を問う！ 

  事業経営の困窮化をもたらす本質 

的な問題は何なのか。今回は、社会 

福祉・社会保障の財源、憲法にもと 

づく税について浦野広明氏をお招き 

し学びます。ぜひご参加ください。 

5 月 27 日(金)10:00～12:30 
●講演 

テーマ「社会福祉と財源問題」 

講師：浦野広明氏（税理士・立正大学法制研究所特別研

究員・不公平な税制をただす会共同代表 

●各分野から「今日的経営課題」報告 

●参加費：会員 8000 円、一般 16000 円 

●申込フォーム（詳細説明） 

https://forms.gle/viLm9YmZtg9s6ohF8 

 

 2022年度管理職養成学校 
受講者募集中！4月末〆切！ 

●開講日：2022年 8月 25日～2023年 1月 26日 （詳
細は要項パンフレット） 
●目標：①権利としての社会福祉・社会保障の追求と事
業の推進を目指す、社会福祉経営の担い手を育成しま
す。②見極める力、見通す力、戦略を組み立てる力、実
行する力を重視し、管理職に求められる知識、技術、資
質を育てます。 
●対象：会員法人の新人管理職と管理職予定者、法人経
営の基本的な視点を学びたい管理職 
●募集定員：21名 
●費用：一人 100,000円 
 
 
 
 
パンフレット・申込用紙は、こちらからダウンロード
してください。 
https://www.f-zenkoku.net/events/1235/ 
 

2022 年度社会福祉事業経営セミナー 

①入門編を企画中 

②社会保障制度基礎研修 

前編 2022 年 8 月 31 日(水)14:00～16:30 

後編 2022 年 9 月 2 日(金)14:00～16:30 

③財務管理研修  

基礎編 2022 年 9 月 21 日(水)13:30～16:30 

応用編 2022年10月19日(水)13:30～16:30 

④労務管理研修  

基礎編 2022年12月21日(水)13:30～16:30 

応用編 2023 年 1 月 18 日(水)13:30～16:30 

★すべての日程等が決まりましたら一括申込も可能とす

るご案内をいたします。 

学校の様子がわかるニュース 
https://www.f-zenkoku.net/news/901/ 

 

https://forms.gle/iHep54ZXWhdQ7MR76
https://forms.gle/viLm9YmZtg9s6ohF8
https://www.f-zenkoku.net/events/1235/
https://www.f-zenkoku.net/news/901/
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全国会議の活動報告 
・3/1 関東ブロック会議 
・3/2 法人本部業務担当者情報交換会、京都会議 
・3/3 全国事務局会議 
・3/4 政策運動委員会 
・3/7 京都（障害）懇談会 
・3/9 調査研究部会 
・3/10 緊急要望記者会見 
・3/11 業務執行理事会 
・3/15 九州・沖縄ブロック会議 
・3/16 研修委員会 
・3/17 トップセミナー講師浦野氏と打合せ 
・3/23 管理職養成学校事務局会議 
・3/28 管理職養成学校講師会、企画委員会 
・3/31 全国理事会 
・4/1 政策運動委員会 
・4/7 全国事務局会議 
・4/8 ツイッターデモ、業務執行理事会 
・4/11 政府交渉 
当面の予定 
・4/13 調査研究部会 
・4/15 北海道東北ブロック会議 
・4/20 研修委員会 
・4/22 管理職養成学校事務局会議、福祉のひろば
編集企画会議 
・4/23 夢をかなえる福祉のひろば 
・4/27 企画委員会 
・4/28 養成学校アフターフォロー企画 
・5/6 政策運動委員会、理事会 
・5/11 調査研究部会 
・5/12 全国事務局会議 

コロナ第６波で何が起きていたのか！ 

福祉施設の実態と救済措置を訴えています。 

新型コロナ感染症第 6 波は、社会福祉事業に大きな影
響をあたえ、施設・事業所の経営の維持・継続が困難に
なっています。全国会議では現場の実態を聞き取りなが
ら、2 月 15 日政府に緊急要望書を提出、さらに 3 月 10
日に厚生労働省記者会において記者会見、4 月 8 日ツイ
ッターデモ、4月 11日政府交渉に取り組みました。 
 その間、現場の声を「コロナ・実態・事例ニュース」
で発信し、積極的に国会議員・マスコミ関係への働きか
けも行いました。現在、感染拡大は増加に転じ第 7 波が
懸念されています。支援現場の実態と経営損失は災害級
といわれている障害者施設への救済をはじめ、利用者と
職員、そして福祉事業の継続を守るため引き続き声をあ
げていきたいと思います。 
 

4/8ツイッターデモ「 #国
は福祉施設・利用者・職員

をコロナから守って」を
付けて発信。多くのご協
力をありがとうございま

した。 

主な関連報道の紹介 
3/22 ABC 放送キャスト 

https://www.youtube.com/watch?v=DW9k-54HPEU 

3/28 朝日新聞（事前にデジタル版） 

https://www.asahi.com/amp/articles/ASQ3M0G8KQ3

KUTFL00P.html 

4/3毎日新聞（事前にデジタル版） 

https://mainichi.jp/articles/20220402/k00/00m/040/0

75000c 

4/7 読売テレビ 

https://www.ytv.co.jp/press/kansai/142517.html 

 

 ●コロナ第 7 波に備えて！第 6
波、福祉の現場で何が起きていた
のか！緊急アンケート！ 
https://forms.gle/4hRNCpgE3J
3MUP38A 
 
 
 
 
 
 

5/27社員総会を会員 200法人達成で 

迎えましょう（会員の皆さまへのお願い） 

国への要望活動、その声の束は大きく太く！ 

その活動を支える基盤の強化が緊急課題です。 

（１）入会をすすめたい法人をご紹介ください。 

（２）全国会議パンフ、紹介動画などを活用し、また SNS 等の

発信で、全国会議の存在を知らせてください。 

（３）研究者、関係者に準会員になるよう働きかけてください。 

（４）各ブロック・地域で取り組みを具体化してください。 

詳しくはホームページをご覧ください！ 

https://www.f-zenkoku.net/topics/1181/ 

 

コロナ・実態・事例ニュースで報告します 

 

4/23福祉就職フェア「夢をか

なえる福祉のひろば」in大阪 

「社会福祉の仕事」の魅力を伝え
たい！全国会議も協力して初企
画。 
この経験を全国版に発展させた
いと計画中！ 
ぜひ、のぞいてみてください！ 
https://www.f-
zenkoku.net/topics/1166/ 
 

ABC 放送 

https://www.youtube.com/watch?v=DW9k-54HPEU
https://www.asahi.com/amp/articles/ASQ3M0G8KQ3KUTFL00P.html
https://www.asahi.com/amp/articles/ASQ3M0G8KQ3KUTFL00P.html
https://mainichi.jp/articles/20220402/k00/00m/040/075000c
https://mainichi.jp/articles/20220402/k00/00m/040/075000c
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ytv.co.jp%2Fpress%2Fkansai%2F142517.html%3Ffbclid%3DIwAR3YKHTUFxx0QwXQ57KB9vDdGa6rM-1zFFka3l5imDMwaeO8GZANm6ca5nM&h=AT2tblLZqO8PQVxc60mb_AwEYTbbN5M9AnDxH0Ovp7hJqH5svdtDNuF1KKyqdWxoP1HoSClIK_3-Pv5SG0keu-zhhcv66vvv7N3NRkVXPUdqmMFY6PhpBLc50Y8PQuIuOQThestd6Pk-7oU-Qixm&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1xBEpfls2TDz6AtZHKS8FDu8e8kM4KjVoF9ubL06m8hDDiDHZQjNqYtezaMnhLl9yuzlrKtrBmAnhej5oPbnC2Vr7wyBQTPQg7S0CDK3NqSwitLWAQ2eA706Z-KBz445C-ZGioYniR6ujtwss787gl7zlVK_YXhZ4t43dfLwbUBqVtV4fd617N7qNeJF_XSuWAA7DECYQHw9O7ldSIzJJ0by2ebw
https://forms.gle/4hRNCpgE3J3MUP38A
https://forms.gle/4hRNCpgE3J3MUP38A
https://www.f-zenkoku.net/topics/1181/
https://www.f-zenkoku.net/topics/1166/
https://www.f-zenkoku.net/topics/1166/

