
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 主 催  東京都社会福祉協議会 社会福祉法人経営者協議会  

２ 共 催  全国社会福祉法人経営者協議会 

３ 後 援  全国社会福祉協議会・社会福祉施設協議会連絡会 

４ 日 時  令和２年２月５日（水）13時 00 分～16 時 30 分（受付：12 時 30 分～） 

５ 会 場  あいおいニッセイ同和損保新宿ビル 地下１階ホール 

         住所：渋谷区代々木３－２５－３（別添地図参照） 

６ 参加対象 東京都民を利用対象とする社会福祉施設・事業所を経営する社会福祉法人等の役職員 

７ 参加費  １名につき５，０００円 

（但し、全国経営協に会員加入している法人は無料となります） 

 

※「全国経営協 加入法人」とは、東京都社会福祉協議会の会費とは別に、全国経営協の年会費をお支

払いただき、全国経営協の活動に参加している法人を指しています。 

〇全国経営協では、本セミナー開催に伴い入会キャンペーンを実施しております。現在未加入法人で、

この機会に加入を希望される場合、今年度の会費及び本セミナーの参加費は無料となります。 

加入を希望される場合は、同封されている「入会申込書【キャンペーン専用】」に必要事項をご記

入の上、東京都社会福祉協議会事務局（詳細は末尾）宛てにお送りください。 

 

2040 年の人口減少社会を見据え、特に労働力人口の減少のなかで、社会福祉法人の経営者には、

厳しい人材確保競争に勝ち抜くために、経営・マネジメントの手腕を発揮し、事業を継続・展開させ

ていくことが求められています。 

また、現在、国が推進している働き方改革については、関連法令の遵守はもちろんのこと、人びと

の生活を支えることを生業としてきた社会福祉法人として、積極的に、働きやすくやりがいの感じら

れる職場づくりに取り組んでいく必要があります。そして、令和の時代を迎えた今、より一層各法人

が主体性をもち自律的な経営に努め、もって地域社会からの期待に応える必要があります。 

そこで、東京都社会福祉協議会 社会福祉法人経営者協議会では、全国社会福祉法人経営者協議会と

の共催により、「社会福祉法人の事業展開等のあり方など、社会福祉法人をめぐる最新動向とともに、

特に会員法人の関心の高い人材確保をテーマに、経営協として考えるべき人材確保のポイントや働き

方改革への対応（2020 年 4 月施行の項目を中心に）の解説」や、さらには、「保育所経営法人の課

題を中心に据えたプログラムも企画し、すべての社会福祉法人経営者が押さえておくべきポイントや

着眼点について理解を深め、将来を見据え、地域に根ざした法人経営の確立に資する」ことを目的に

標記セミナーを開催いたします。ぜひ多くの皆様のご参加をお待ちしております。 

 

本セミナーは、全国経営協との共催であること、また本会社会福祉法人経営者協議会予算からの執行だけでな

く、当日資料の印刷経費等において全国経営協からの負担金もあること、そして、講師も全国経営協の役員等

より派遣されるなどの都合上、全国経営協に会員加入しているか否かによって、参加費の額の設定が異なって

おります。予めご了解ください。 

東京都社会福祉協議会 社会福祉法人経営者協議会主催    

経営協セミナー（後期） 開催要項 

開催主旨 



 

〇本入会キャンペーンによって、全国経営協に入会された法人は、翌年度中の退会はできません。予

めご了承ください。 

＊全国経営協の詳細につきましては、ホームページを参照ください。https://www.keieikyo.com/index.html 

 

＊【参考】令和元年度の全国経営協の会費基準 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 募集人員  200名〔予定〕（先着順、但し、１法人につき、原則５名以内） 

※参加申込み状況が多数の場合は、募集人員を上記人数より拡大することもあり得ます。 

９ 内 容  ＊セミナーの内容は、直近の制度動向等により、一部変更の可能性があります。 

（１）13 時 00分～13 時 10 分  挨拶・事務連絡等   

（２）13 時 10分～14 時 40 分  講義（90 分） 

「経営者が主導する働き方の改革と人材確保 

‐社会福祉法人経営をめぐる動向も含めて‐」 

講師：全国経営協  地域共生社会推進委員会 副委員長 

社会福祉法人 常盤会（鹿児島県）理事長 久木元 司氏（予定） 

【主な内容】 

・社会福祉法人の合併・事業譲渡・連携法人制度等に関する国の最新動向を解説！ 

・法人経営にとって、最も重要な「人材」をテーマとし、経営者として求められる取

組と、人材確保・育成・定着のポイントについて 等 

【キーワード】 

社会福祉法人の事業展開（新たな連携法人制度）等の最新動向 

人材の確保・育成・定着のポイント 

不合理な待遇差解消（同一労働・同一賃金）対応のポイント 

（３）14 時 50分～15 時 20 分    講義（30 分） 

「明日の法人経営を考える～保育所経営法人を中心に（仮）」 

講師：全国経営協  地域共生社会推進委員会 副委員長 

社会福祉法人 常盤会（鹿児島県）理事長 久木元 司氏（予定） 

【主な内容】 

・保育所の経営実践を用いながら、マネジメントのポイントを解説！ 

・最新の制度動向を踏まえた経営課題や、地域における公益的な取組のヒント 等 

（４）15 時 20分～15 時 40 分    説明（20 分） 

「全国青年会取組報告・入会 PR」 

説明：東京都社会福祉協議会 社会福祉法人経営者協議会 東京都経営青年会 

（５）15 時 50分～16 時 30 分   説明（40 分） 

「お答えします！よくあるちょっと教えて！経営協」 

説明：全国経営協 事務局（全国社会福祉協議会 法人振興部） 

①会費基本額（前年度事業活動収入額２億円超～１０億円未満の法人）   ６０，０００円 

②小規模特例（前年度事業活動収入額２億円未満の法人）          ３０，０００円 

③大規模特例（前年度事業活動収入額１０億円超の法人）         １００，０００円 

 

※前年度事業活動収入額：法人全体の資金収支計算書（第１号の１様式）の「事業活動収入計」の金額 

※東京都の場合、これまで全国経営協から各都道府県経営協に支弁される組織活動費〔１法人あたり

15,000 円を基準×全国経営協 会員法人数〕（令和元年度の組織活動費は 16,000 円〔組織活動費の額は

年度によって額が変更になることがあり得ます〕）を、本会 社会福祉法人経営者協議会の会計では収入せず、

全国経営協各会員法人の会費額に還元してまいりましたが、令和元年度につきましても当面の措置として同

様の対応を継続しております。 
⇒元年度の実質請求金額：会費基本額（44,000 円）、小規模法人（14,000 円）、大規模法人（84,000 円） 

 

https://www.keieikyo.com/index.html


 

【主な内容】 

・「ちょっと教えて！経営協」に寄せられる質問のなかから、問い合わせの多い項目を 

ピックアップ。 

・保育所、措置施設、養護老人ホーム、軽費老人ホームなど、各分野の制度動向や全 

国経営協の検討状況、指導監査など分野を横断するテーマについて、経営協の今後

の取組とともに説明。 

  閉会  16時 30 分 

  

10 参加申込み方法 

① 参加申込書に必要事項をご記入の上、令和 2 年 1 月２４日（金）までに、『「（株）アイフィ

ス」経営協セミナー（後期）研修係』へＦＡＸでご送信ください。なお、お申込みは原則と

して先着順となりますが、定員が超えたこと等の理由によりお申込みをお受けできない場合

は、事前にご連絡いたします。 

② 全参加申込者のうち、全国経営協に加入されていない法人からの参加申込者につきましては、

事前にセミナー参加費の請求書をお送りしますので、指定期日までに請求書に記載の口座にお

振込みください。 

③ 事前に参加券を送付いたします（令和２年１月 29 日前後を予定）ので、セミナー当日、ご

持参ください（当日資料と引き換えになります）。 

④ 参加申込み状況によっては、会場の御席を、「机がない椅子のみ席」とする場合もありますの

で、予めご了解ください。 

11 その他  

①本セミナーで知り得た申込者の個人情報は、本セミナー運営管理の目的にのみ利用させていた

だきます。 

 

12 参加申込連絡先・申込内容変更連絡先 

 

「（株）アイフィス」経営協セミナー（前期）研修係  担当 玉城、遠藤 

〒112-0005 文京区水道２－１０－１３ 

（TEL: ０３－５３９５－１２０２ FAX: ０３－５３９５－１２０６） 

 

13 その他連絡先 

東京都社会福祉協議会 福祉部 経営支援担当 高橋 

   〒162-8953 東京都新宿区神楽河岸１－１ 

   TEL.03-3268-7192  FAX.03-3268-0635  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

＜会場案内図＞ 

あいおいニッセイ同和損保新宿ビル 地下１階ホール 
住所：渋谷区代々木３－２５－３ 

交通：ＪＲ線・小田急線 新宿駅・南口より徒歩１３分 

都営新宿線・京王新線 新宿駅・★０１出口より徒歩６分 

都営大江戸線 都庁前駅・★Ａ４出口より徒歩８分 

 

バス ：新宿 WEバス《西ルート》１００円/約１０分） 

      ① 新宿駅西口（２１番乗り場）･･･京王百貨店前 

         ↓ 

      ④ 西参道 

      ⑤ プレッソイン新宿前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

※裏面は「参加申込書」になっております。 



 

 

ＦＡＸ 03-5395-1206  

「（株）アイフィス」経営協セミナー（前期）研修係 行 

東社協 社会福祉法人経営者協議会 主催 

「経営協セミナー(後期)」  
（2/5開催） 

参加申込書 
 

○日 時  令和２年２月５日（水） 13時 00 分～16 時 30 分（受付：12 時 30 分～） 

○会 場  あいおいニッセイ同和損保新宿ビル 地下１階ホール 

         住所：渋谷区代々木３－２５－３ 

○参加費  １名につき 5，０００円 

（但し、全国経営協に会員加入している法人は無料となります） 

○定員    200 名〔予定〕（先着順、但し、１法人につき、原則５名以内） 

 

 

法人名                                

 

 

連絡先（所在地） 

〒 

 

ＴＥＬ ＦＡＸ 

参加者氏名 所属施設・部署等 役職名 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

＊申込締切：1月 24 日（金）まで 

経営 0124 


