
第 32回全国社会福祉法人経営者大会 

開催要項 

『国民の負託に応える社会福祉法人経営とは』 

 

１．趣 旨 

本会は、今年度から「全国社会福祉法人経営者協議会」へと組織名称を変更し、これまで

の施設経営ではなく、法人を主体とした自律的な経営の確保および一層の基盤強化とともに、

法人経営者の役割の確実な遂行を図るべく「アクションプラン 2015」（社会福祉法人行動指

針）に基づく事業展開を進めている。 

社会福祉法人をめぐっては、その財務のあり方や法人経営の透明性、新たな福祉課題へ

の取り組み状況等について厳しい指摘が相次いでおり、その存在意義があらためて問われると

ころとなっている。 

一方で、増え続ける生活保護受給者をはじめとする生活困窮者の生活支援が喫緊の社会

的課題となり「生活困窮者自立支援法」の制定に向けた動きのほか、社会保障と税の一体改

革のもと、介護保険制度の見直しや子ども・子育て支援新制度の施行準備が進められてい

る。 

法人制度創設以前から、地域のさまざまな生活課題に対して先駆的・開拓的な実践を重

ねてきた社会福祉法人であるが、今後とも福祉サービスの主たる担い手として人びとから信任

を得るためには、その高い公益性を踏まえた法人経営の「見える化」を図り、安定的かつ質の

高い福祉サービスの提供とともに、生活困窮者支援をはじめとする新たな課題への積極的な

取り組み等の実践を通じた理解を浸透していかなければならない。 

本大会は、社会福祉法人関係者が一堂に会し、真に国民の負託に応えうる、時代に即した

法人経営のあり方を明らかにするとともに、その実現に向けた実践の共有化を図り、もって社

会福祉法人経営の質向上に資することを目的に開催する。 

 

２．主 催    全国社会福祉協議会・全国社会福祉法人経営者協議会 

香川県社会福祉協議会・香川県社会福祉法人経営者協議会 
 

３．後 援     厚生労働省、香川県、高松市 （予定） 
 

４．期 日      平成 25年 9月 19日（木）、20日（金） 

 

５．会 場    メイン会場：サンポートホール高松 大ホール 

（〒760-0019 高松市サンポート 2-1 TEL：087-825-5000） 

 分科会会場：サンポートホール高松、高松シンボルタワー、あなぶきホール 

 懇親会会場：ＪＲホテルクレメント高松 

 



６．参加人数  経営協会員等 1,500名 

 

７．参加費 経営協会員法人からの参加者  1名あたり 25,000円 

  非会員法人等からの参加者  1名あたり 35,000円 

 

８．懇親会費 1名あたり 10,000円（自由参加） 

 

９．大会日程・プログラム 

10:00  10:40  11:30   12:15   13:15                 17:00  18:00 19:30 
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1日目  ９月 19日（木） 
 

〇開会式（10:00～10:35） 

 ・主催者挨拶   全国社会福祉協議会            会長  斎藤 十朗 

全国社会福祉法人経営者協議会    会長  高岡 國士 

香川県社会福祉法人経営者協議会   会長  小松  守 

 ・来賓挨拶    厚生労働大臣        田村 憲久 氏 

（予定）    香川県知事          浜田 恵造 氏 

 

〇基調報告（10:40～11:30） 

「社会福祉法人が取り組むべき課題と全国経営協の取り組み」 

全国社会福祉法人経営者協議会  会長   高岡  國士 

 

○研究報告（11:30～12:15） 

「社会福祉法人の財務のあり方と経営情報の公開について」 

全国社会福祉法人経営者協議会  副会長   武居 敏 

 



 

〇分科会（13:15～17:15） 

 

第 1分科会 介護分野 

【第 1部】講義「社会保障制度改革国民会議報告について」《70分》  

講 師：神奈川県立保健福祉大学 名誉教授  山崎 泰彦氏 

 

【第 2部】セッション「介護事業を経営する社会福祉法人のこれからの役割」《150分》 

登壇者調整中 

 

 

第 2分科会 障害分野 

【第 1部】講義 「障害者保健福祉の現状と課題」《75分》 

講 師：立教大学コミュニティ福祉学部教授 平野 方紹 氏 

 

【第 2部】鼎談 「地域移行の時代における障害者施設の経営のあり方」《150分》 

登壇者 辺見 聡 氏（厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長） 

 平野 方紹 氏 

 雄谷 良成（障害者施設経営委員会委員／石川県・佛子園理事長） 

進行 久木元 司 （障害者施設経営委員会副委員長／鹿児島県・常盤会理事長） 

 

 

第 3分科会 保育分野 

【第 1部】講義「現在の保育所をめぐる制度の状勢について」《90分》 

【第 2部】セッション「制度改革の行方と、社会福祉法人が求められる 

これからの保育所経営のあり方を考える」《135分》 

登壇者調整中 

 

 

第 4分科会 経営改善方策の実践 

事例報告・セッション 

「経営力強化と改善に向けた取り組み～経営の改善に向けた実践対応とポイント」 

  ※会員法人による経営改善の取り組み事例を報告頂き、実践のポイントを共有する。 

〈進 行〉 谷村 誠 （経営対策委員会副委員長） 

   〈コメンテーター〉 小林 雄二郎 氏（㈱エイデル研究所経営支援部部長） 

 

 

第 5分科会 公益的取り組みの実践 

事例報告・セッション 

「公益的取り組みの実践～社会福祉法人が実践する生活困窮者への支援～」 

  ※会員法人による生活困窮者支援等の公益的取り組みの事例を報告頂き、実践の

ポイントを共有し、各地域で社会福祉法人に求められる取り組みについて考える。 

 

 

〇懇親会（18:00～20:00） ＪＲホテルクレメント高松 



 2日目  ９月 20日（金） 
 
〇大会シンポジウム（9:00～11:15） 

「社会が求める社会福祉法人経営を実現するために」 

社会福祉法人制度は、社会福祉の純粋性と公共性を高めるため、それまでの社団法人・

財団法人よりも高い公益性を有する法人格を設けるために創設されたものである。 

昨今、株式会社や NPO をはじめとする多様な主体の参入が進むとともに、公益法人制度

改革の進展や社会医療法人制度の創設、さらには医療法人制度の見直しに向けた議論も

始まろうとする中、社会福祉法人の公益性があらためて問われている。 

社会福祉法人は、その組織と事業の双方に高い公益性が求められており、引き続き福祉

サービスの主たる担い手として社会からの信頼と支持を得るためには法人経営の質を高めて

いかなければならない。 

本シンポジウムでは、今日の社会状況に即した法人経営を実現するために求められる経

営者の役割とともに、今後の法人経営のあり方を明らかにする。 

 

シンポジスト 元 大阪大学大学院人間科学研究科教授  堤 修三 氏 

（依頼・調整中） 社会福祉法人 天竜厚生会理事長     山本 たつ子 氏 

厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長  友藤 智朗 氏 

全国社会福祉法人経営者協議会 副会長   磯 彰格 氏 

進  行   全国社会福祉法人経営者協議会 総務委員長 浦野 正男氏 

 

○特別講演（11:30～12:30） 

「3・11から考える～いまわたしたちが問われていること～」（仮題） 

赤坂 憲雄 氏 （学習院大学 教授）  

《略歴》東京都出身。学習院大学教授。福島県立博物館館長。専門は東北文化論と日

本思想史。「東北学」を掲げて、地域学の可能性を問いかけてきたが、東日本大

震災を経て、被災地から東北学の第二ステージを探りはじめている。主な著書に、

『異人論序説』（ちくま学芸文庫）、『山の精神史』（小学館ライブラリー）、『東西／

南北考』（岩波新書）、『東北学／忘れられた東北』（講談社学術文庫）『内なる他

者のフォークロア』『岡本太郎の見た日本』（岩波書店）『３・１１から考える この国

のかたち』（新潮選書）ほか多数。 

 

〇大会総括（12:30～12:40） 

全国社会福祉法人経営者協議会 副会長 篠原 正治 

 

〇次回開催県挨拶（12:40～12:45） 

福島県社会福祉法人経営者協議会 会長  星 光一郎 氏 

 

10．参加申込み 
 同封の別冊「参加・宿泊等のご案内」をご参照の上、ＦＡＸまたはインターネットからお

申込みください。 

 

11．参加申込み締切 

平成 25年 8月 29 日（木） ※ただし、定員になり次第締め切らせていただきます。 



 

12．懇親会について 
ご希望者のみの参加となります。参加を希望される方は、参加申込と合わせてお申込みく

ださい。 

・参加費 ： 1名あたり 10,000円 

 

13．参加費等のお支払い方法 
大会参加費・懇親会参加費等は、９月 5 日頃に参加券とともにお送りする請求書により

お支払いください。なお、インターネットによる参加申込みの場合は、オンラインでのク

レジット精算も可能です。 

 

14．参加取り消しについて 
 ○９月 10 日（火）までに参加取り消しのご連絡をいただいた方には、参加費をご返金いた

しますが、それ以後の場合には、参加費の返金はいたしません。資料送付をもってかえさ

せていただきますので、あらかじめご了承ください。 

 ○宿泊・懇親会等については、別途変更・取消料が発生します。詳細は別添「参加・宿泊等

のご案内」をご参照ください。 

 

15．宿泊等の斡旋について 
  宿泊等の手配については、別添「参加・宿泊等のご案内」をご参照のうえ、参加申込みに

併せて、トップツアー株式会社 東京法人西事業部第 2営業部「第 32回全国社会福祉法人経

営者大会」係宛に直接お申込みください。 

 

16．個人情報の取扱いについて 
 本大会の参加者にかかる個人情報は、本会「個人情報の保護に関する方針（プライバシーポ

リシー）」に基づき適切に取り扱うこととしており、他の目的で使用することはありません。

なお、本会プライバシーポリシーはホームページに掲載しています。 

（http://www.keieikyo.gr.jp/privacy_main.html） 

（1）本大会にかかる参加申込みの受付及び宿泊手配につきましては、トップツアー㈱ 東京法

人西事業部と個人情報の適正な取扱いについて契約を交わした上で同社に業務を委託しま

す。 

（2）参加申込書等に記載された都道府県、法人名、役職、参加者氏名については、当日配布

資料の名簿に掲載すると共に、参加案内・取りまとめ等のために各都道府県経営協事務局に

も提供いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉法人 全国社会福祉協議会 

全国社会福祉法人経営者協議会 

〒100-8980 東京都千代田区霞が関 3-3-2 新霞が関ビル 

Tel. 03-3581-7819  Fax. 03-3581-7928 

お申込み先・お問い合わせ先 

トップツアー株式会社 

 東京法人西事業部第２営業部 

「第 32回全国社会福祉法人経営者大会」係 

Tel. 03-5766-0099  Fax. 03-5766-0264 

※営業時間 平日 9：10～18：00（土・日・祝日休業） 

大会の内容に関するお問い合わせ先 

全国社会福祉法人経営者協議会 事務局 

全国社会福祉協議会 法人振興部内 

Tel. 03-3581-7819 Fax. 03-3581-7928 

E-mail: keieikyo@shakyo.or.jp 


