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全国社会福祉法人
経営者大会

大会テーマ 新たな社会課題への挑戦！
～ふるさとを支える社会福祉法人～

主　　旨
全国社会福祉協議会・全国社会福祉法人経営者協議会
青森県社会福祉協議会・青森県社会福祉法人経営者協議会

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 全国社会福祉法人経営者協議会

本大会は、ソーシャルディスタンスの確保、こまめな換気、手指消毒の徹底など、
新型コロナウイルス感染拡大防止に最大限配慮したうえで開催いたします。

第41回

01 主　　催02

後　　援03

期　　日04

会　　場05

定　　員06

参  加  費07

懇親会費08

厚生労働省、青森県、青森市（依頼中）

令和 4年 9月15日（木）、16日（金）

リンクステーションホール青森

1,500名

全国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
※大会１日目の昼食を含む

1名あたり 12,000円（自由参加）
弘前城

個人情報の取扱いについて16
　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。　
（https://www.keieikyo.com/privacy/index.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、名鉄観光サービス株式会社と
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ております。

（2）参加申込書等に記載された都道府県、法人名、
役職、参加者氏名は、当日配布資料の名簿に掲

参加にあたっての留意事項

会場案内

お問合せ先

17
　本大会は、下記の新型コロナウイルス感染症予防
策を行い、開催いたします。
　あらかじめご了承いただき、ご参加をお願いいた
します。
【主催者として実施する感染症予防策】
（1）受付に飛沫防止スクリーンの設置、および会場

出入口にアルコール消毒液を設置いたします。
（2）会場係員の検温・体調チェックを実施するとと

もに、マスクを着用いたします。

開 催 要 項

　新型コロナ感染症の拡大、国際秩序の根幹
を揺るがす軍事侵攻、それらに起因する物価
上昇、災害の頻発化・激甚化など、いま、我
われは国内外の難局に直面しています。
　こうしたなか、国は、社会課題の解決に向
けた取組を官民協働で実行し、経済社会の構
造変化に対して、より強靭で持続可能な「新し
い資本主義」を起動するとしています。
　また、いわゆる2040年問題として、若年労
働力が不足することが指摘されていますが、
さらに少子高齢化・人口減少が進めば、福祉
ニーズでさえも縮小し、生活に不可欠なセー
フティネットや行政機能を維持することもで
きなくなり、最終的には消滅してしまう市町
村が生じる恐れがあります。
　もとより、ふるさとの未来なくして社会福
祉法人の存続はありません。
　本大会は、少子高齢・人口減少社会に立ち
向かいながら、新たな社会課題の解決に挑戦
する社会福祉法人の使命や役割を研究・協議
することを目的として開催します。

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。

住所：〒100-0013　東京都千代田区霞が関 3-3-2 新霞が関ビル内
TEL. 03-3595-1121　　FAX. 03-3595-1119　　E-mail  mice@mwt.co.jp

※営業時間　平日 9：30～ 17：30（土・日・祝日休業）

名鉄観光サービス株式会社  MICE センター
第 41 回全国社会福祉法人経営者大会係　まで
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開会のことば
　青森県社会福祉法人経営者協議会 ……………… 会長　今村　良司
主催者挨拶
　全国社会福祉法人経営者協議会 ………………… 会長　磯　　彰格
　全国社会福祉協議会 ……………………………… 会長　清家　　篤
　青森県社会福祉協議会 …………………………… 会長　高杉金之助
来賓挨拶
　厚生労働大臣 ………………………………………… 後藤　茂之　氏
　青森県知事 …………………………………………… 三村　申吾　氏
来賓紹介
　青森市長 ……………………………………………… 小野寺晃彦　氏

 　　　　　分科会名

1 人口減少社会と事業展開

2 人材確保・定着・育成

3 経営強化実践-多角化・多機能化

4 生活困窮や孤独・孤立への支援

5 BCMの推進（BCPと中長期計画）
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受付

開　会　式

基 調 報告

特別講演

分　科　会

懇　親　会

昼食・休憩
移動

「社会福祉法人をめぐる動向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　磯　　彰格

「持続可能な地域社会の創生（仮題）」
　前衆議院議長 ………………………………………… 大島　理森　氏

各分科会場へのご移動

●慶應義塾大学　教授 ……………………………………………権丈　善一　氏
　※全世代型社会保障構築会議構成員、公的価格評価検討委員会構成員
●全国経営協　制度・政策委員長 ………………………………宮田　裕司　　
●〈進行〉早稲田大学　人間科学学術院 人間科学部 教授 ……松原　由美　氏
　※他、登壇者調整中

8:30

9:00

11:00

12:10

12:20

12:30

受付

パネルディスカッション

記 念 講演

大会宣言

「常勝するチームをつくるマネジメント（仮題）」
　青森山田中学校　副校長
　青森山田高校サッカー部監督 …………………………黒田　剛　氏

全国社会福祉法人経営者協議会　副会長

次期開催県挨拶 兵庫県社会福祉法人経営者協議会 ……………… 会長　谷村　誠

※詳細は別途ホームページ等でご案内いたします

会場／ホテル青森「孔雀の間」

9月16日
金曜日

9月16日（金）2日目9月15日（木）1日目

大会日程・プログラム内容（予定）09

参加申込み10
　同封の別冊「参加・宿泊プラン等のご案内」を
ご参照の上、インターネットにてお申込みください。

参加取り消しについて14
　お申込み頂いた方法と同じ方法により、お手続き
ください。
　9月 6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。それ
以後の場合には、参加費の返金はせず、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、取消料の取扱いが異なり
ます。「参加・宿泊プラン等のご案内」をご参照ください。

宿泊等の斡旋について15
　宿泊等の手配について、参加申込みに併せてお申
込みいただくことが可能です。別添「参加・宿泊プ
ラン等のご案内」をご参照のうえ、名鉄観光サービ
ス株式会社 MICE センター「第 41 回全国社会福祉
法人経営者大会」係宛にお申込みください。

参加申込み締切11
令和 4年 8月 10 日（水）
※ただし、定員になり次第締め切らせていただきます。

懇親会について12
　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 12,000 円

参加費等のお支払い方法13
　8月 22日（月）頃に参加券とともにお送りする
請求書により、銀行振込にてお支払いください。

「ふくしの生産性を問う～新たな社会課題への挑戦に向けて」
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