
平成22年度 社会福祉トップセミナー

テーマ わが国の福祉を人々の生きる希望、生きる力に

１．趣旨  

わが国は、経済の低迷が続き、財政状況も厳しい中で、社会保障・社会福祉は、

財源・機能の両面から見直しが迫られている。貧困、格差は、身近に取り上げられ

る社会問題であり、無縁死、孤立、自殺者の増加、地域におけるゴミ屋敷といった

事象も含め、不安が人々の間に広がり、生きる希望、生きる力を低下させている。

政府の打ち出した「新成長戦略」では、「強い経済」「強い財政」「強い社会保

障」を一体的に実現し、20年近く続く閉塞状況を打破したいとしているが、少子高

齢社会を克服する日本モデルの確立には、税改正も含めた財源問題や、種々の見直

しや政策の建て直しが必要であり、その全体像は未だ示されていない。

本会においては、昨年設置した政策委員会において、現在「全社協 福祉ビジョ

ン2010」の作成に取り組み、わが国の社会保障制度・社会福祉制度のあり様と今後

の社会福祉関係者の役割を明らかにし、福祉の増進を図ろうとしているところであ

る。

そこで、本セミナーは、わが国の今後の社会保障・社会福祉制度の方向や課題、

現在の生活課題がある人々の生活像、それへの支援の取り組みについて焦点をあて、

社会福祉のトップリーダー層が参集し、今後の社会保障・社会福祉制度のあり様を

考えるとともに、社会福祉関係者の役割を確認し、今後の方向性を展望することを

目的として開催する。

２．主催  社会福祉法人 全国社会福祉協議会

３．後援  厚生労働省（申請中）

４．日程  平成22年9月21日（火）～9月22日（水）

５．会場  全社協・灘尾ホール

       〒100-8980 東京都千代田区霞が関3－3－2 新霞が関ビルLB階

       ℡03-3851-7889 FAX03-3580-5721 （政策企画部 広報室）

６．対象  ①都道府県・指定都市・市区町村社会福祉協議会役員・幹部職員

      ②社会福祉施設等の役員・幹部職員

③都道府県・指定都市・市区町村行政幹部職員

④その他社会福祉関係者・学識経験者

７．定員  300名

８．参加費 15,000円（1名につき）



９．参加申込受付・締め切り 平成22年9月7日＜火＞必着（先着順）

１０．日程・内容
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第１日目 9月21日(火)
12:30～      受付
13:15       開会
13:15～13:30    基調報告「全社協 福祉ビジョン2010」のめざすもの

全国社会福祉協議会副会長 小林 和弘
13:30～14:15（45分）講演Ⅰ 「社会福祉の動向」
                講師  厚生労働省 社会・援護局長（調整中）
  
14:15～14:30（15分）休憩
14:30～15:45（75分）講演Ⅱ 「新たな社会保障の制度設計～保育政策を中心に」
                講師 駒村 康平氏

（慶応義塾大学経済学部教授）
15:45～16:00（15分）休憩
16:00～17:15（75分）講演Ⅲ 「社会保障制度の今後とその財源～消費税、地方住民

税を中心に」
                講師 宮島 洋 氏

（早稲田大学法学学術院・法学部教授）

第２日目 9月22日(水)

9:00～12:00（180分）シンポジウム
          「新たな支えを要する人々の生活像と私たちの挑戦」
          ＜シンポジスト＞ 板垣 淑子 氏

（ＮＨＫ報道局社会番組部ディレクター）
稲葉 剛 氏
（ＮＰＯ法人自立生活サポートセンタ

ー・もやい理事長）
勝部 麗子 氏
（社会福祉法人豊中市社会福祉協議会地
福祉課長）

清水 康之 氏
（ＮＰＯ法人自殺対策支援センターライ
フリンク代表）

  浦野 正男 氏
          （本会政策委員会幹事/全国社会福祉施設

経営者協議会常任協議員／社会福祉法
人中心会理事長）

＜コメンテーター＞岩田 正美 氏
（日本女子大学教授）

12:00～12:15（15分） 総括・閉会 全国社会福祉協議会常務理事 川井 一心



１１．申込み方法

（１） 同封の「参加・宿泊申込書」に必要事項をご記入のうえ､｢名鉄観光サービス㈱新霞

が関支店｣へ FAX にてお申し込みください(添書不要)。参加券等につきましては､セミナ

ー１週間前を目途にご送付いたします｡

（２） 宿泊の手配を希望される方は､参加と合わせて申込書の必要事項にご記入くださ

い。

（３） 参加取り消しのご連絡についても､｢名鉄観光サービス㈱新霞が関支店｣へ FAX にて

ご連絡くださいますようお願いいたします。

（４） 参加費につきましては、入金後ならびに 9 月 17 日（金）以降の取り消しについては、

資料の送付をもって代えさせていただきますので､あらかじめご承知おきください。

１２．個人情報の取り扱いについて

本セミナーの申込者に関する個人情報は、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、下記により適切に取り扱うこととし、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、本会ホームページに掲載しております

（http://www.shakyo.or.jp/）。

（１）「参加申込書」に記載された個人情報は、本セミナーに係る企画、参加券等の送付、

参加者名簿の作成・管理等、本セミナー関連のみの目的で使用させていただきます。

（２）参加者相互の交流、情報交換を円滑に行うことを目的として、参加者名簿を作成し、

当日、参加者に配布します。参加者名簿には、都道府県名、ご氏名、所属機関、所属

機関の種別、役職を掲載します。

１３．申込・問合先

【参加申込先及び宿泊等に関するお問い合わせ】

名鉄観光サービス㈱新霞が関支店（担当：下枝、川合）

〒100-0013 東京都千代田区霞が関３－３－２ 新霞が関ビル

ＴＥＬ．０３－３５９５－１１２１  ＦＡＸ．０３－３５９５－１１１９

【セミナーの内容等に関するお問い合わせ】

社会福祉法人全国社会福祉協議会 政策企画部 広報室

担当：朝田、大久保、山下

〒100-8980 東京都千代田区霞が関３－３－２ 新霞が関ビル

ＴＥＬ.０３－３５８１－７８８９  ＦＡＸ.０３－３５８０－５７２１



お申込み先 名鉄観光サービス株式会社 ＦＡＸ：０３-３５９５-１１１９ （添書は不要です）

平成２２年度 社会福祉トップセミナー
【参加・宿泊申込書】９月２１日(火)～２２日(水)開催
○必要事項をご記入のうえ､｢名鉄観光サービス㈱新霞が関支店｣宛に FAX にてご送付ください。

○複数の方がご参加される場合は､用紙をコピーしてご利用ください。

お申込日（  月  日）

都道府県 連絡担当者
参加者と異なる場合ご記入ください

所属機関
種 類

（番号に○印を

お付け下さい）

１．社協 ２．行政 ３．福祉事務所

４．大学・専門学校 ５．施設（老人）

６．施設（障害） ７．施設（児童）

８．施設（その他）９．施設（法人本部）

10. その他

フリガナ

参加者氏名
役 職

住 所
(書類の送付先と

なります)

〒   -         ※郵便番号・住所は正しくご記入下さい

                          ※上記所属機関と異なる場合はその旨もご記入下さい

TEL:            FAX:

※宿泊お申込みご希望の方は希望欄・禁煙有無欄に○印、宿泊希望日に内容をご記入ください。

ホテル名 料 金 住所・アクセス
希

望

↓
宿泊希望日

禁煙・喫煙

希望

新橋愛宕山東急イン（南館）

（シングルルーム）
１２，７００円

東京都港区愛宕 1-6-6

地下鉄銀座線虎ノ門駅徒歩７分

（会場より徒歩約 15分です）

９月  日

より 泊

１禁煙希望

・

２喫煙希望

三井ガーデンホテル四谷

（シングルルーム）
１０，５００円

東京都新宿区四谷 1-24

地下鉄丸の内線四谷駅徒歩３分

（会場より地下鉄移動 2駅約 15

分です）

９月  日

より 泊

１禁煙希望

・

２喫煙希望

※宿泊をご希望ない方（参加のみの方）も上記内容をご記入の上お申込みください。

※お部屋数に限りがございますので、先着順とさせていただきます。

※上記宿泊料金は １名様１泊朝食付 税・サービス料込みの料金です。

※禁煙・喫煙の有無はご希望に添えない場合もございます。ご了承ください。

※お申込の方には参加券と合わせて開催の１週間程前に、宿泊案内書・ホテル地図をお送り致します。

※お申込書の控えはお取置きください。

※お申込締切日 ９月７日（火）までにお申込ください。（先着順での受付になります）

◎宿泊につきましては下記料率にて取消料を申し受けます。

取消日 7 日～3日前 前々日・前 日 当 日
無連絡不泊

研修開始後

宿泊取消料 ３０％ ４０％ ５０％ １００％

～参加・宿泊のお申込み・お問合せ先～

名鉄観光サービス㈱新霞が関支店（担当：下枝・川合）

〒100-0013 東京都千代田区霞が関３－３－２新霞が関ビル

ＴＥＬ.０３－３５９５－１１２１ ＦＡＸ.０３－３５９５－１１１９

営業時間 平日 9：30～17：30 土・日・祝は休業日です。


