
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１．趣 旨 

昨今、社会福祉法人に対するさまざまな指摘が相次ぐなか、その経営状況を正しく伝

えるためにもこれまで以上に公開を意識した財務諸表等の作成を進めていかなければな

りません。加えて、社会福祉法人に対する正しい理解と支持を得るためには、財務諸表

にとどまらない積極的な情報公開（発信）が必要であり、各法人が主体的に取り組んで

いくべき課題でもあります。  

このような課題意識のもと、急きょ、以下により全国４会場においてセミナーを開催

することにいたしました。 

本セミナーは、社会福祉法人をめぐるさまざまな指摘の背景やそれらへの対応につい

て、ならびに、とりわけ財務諸表の作成・公開にあたっての実務、留意すべき点等につ

いての理解を深めることを目的に開催します。 

 

 

２．主 催 

  全国社会福祉協議会・社会福祉施設協議会連絡会 

 

 

３．期日・会場 

  仙台会場 ４月７日（月）  仙台国際ホテル「平成の間」 

〒980-0021 仙台市青葉区中央 4-6-1 

TEL.022-268-1111 

東京会場 ４月 16 日（水） TOC 有明コンベンションホール「WEST GOLD20」 

〒135-0063 江東区有明 3-5-7 

TEL. 03-5500-3535 

大阪会場 ４月 14 日（月） ホテル大阪ベイタワー「ベイタワーホール」 

〒552-0007 大阪市港区弁天 1-2-1 

TEL.06-6577-1111 

福岡会場 ４月８日（火）  南近代ビル「２階 会議室」 

〒812-0016 福岡市博多区博多駅南 4-2-10 

TEL.092-431-4343 

※ いずれも、13：00 開講、17：00 閉講 

 

 

 

【緊急開催】 全社協・社会福祉施設協議会連絡会    

 社会福祉法人経営セミナー 

 「戦略的な情報公開に向けた備え」 

 ～社会福祉法人への正しい理解と支持のために～ 

 開 催 要 綱  



４．参加対象・定員 

  全社協・社会福祉施設協議会連絡会構成種別協議会の会員法人・施設等の役職員 

  各会場とも 3００名（定員になり次第、締め切ります） 

 

 

５．参加費 

  参加者１名につき、４，０００円（資料代込） 

 

 

６．プログラム 
           

12:00 13:00  13:05                       14:05 14:20                       17:00 

 

 

 

 

 

 

□講義１ 13:05～14:05（60 分） 

 「社会福祉法人はいま何をなすべきか」 

  ・社会福祉法人・福祉施設に対するさまざまな指摘とその背景について 

  ・国民、地域社会から必要とされる社会福祉法人のあり方 

・社会福祉法人・福祉施設に求められる取り組み等について、など 

講師：独立行政法人福祉医療機構 経営支援室経営企画課長 千葉 正展 氏 

 

□講義２ 14:20～17:00（160 分） 

 「積極的な情報公開に向けた実務」   

  ・制度改正の要点 

  ・平成 25 年度決算の留意事項 

  ・新会計基準移行のポイントと情報開示に向けた実務 

  ・財務諸表のチェックポイント 

 ・社会福祉法人に求められる情報公開の取り組み、など 

   講師：太陽 ASG 有限責任監査法人 特別顧問 公認会計士 柗井 久 氏 

 

 

７．申し込み方法 

（１） 参加のお申し込みは、同封の「参加申込書」に必要事項をご記入のうえ、名鉄

観光サービス株式会社 新霞が関支店まで FAX にて お送りください。３名様以

上でご参加の場合は、「参加申込書」をコピーしてご使用ください。   

なお、各会場とも定員になり次第締め切ります。 

  （２） 参加費は、後日、名鉄観光サービス株式会社 新霞が関支店よりご請求申しあ

げます。 

      なお、参加費のお振込み先につきましては、後日、FAX にてご案内申しあげ

ます。 

  （３） ご送金いただきました参加費はご返金をいたしかねますので、ご了承ください。

（セミナー資料を送付申し上げます） 

 

受付 

 

開会 

 

 

講義１ 

「社会福祉法人はいま 

何をなすべきか」 

 

 

 

休憩 

 

講義２ 

「積極的な情報公開に向けた実務」 

 

閉会 



 

 

【講座の参加申し込み先、参加・宿泊関係お問い合わせ先】 

 名鉄観光サービス株式会社 新霞が関支店 

〒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〔担当：下枝・岸浪・澁澤〕 

 

 

【セミナーに関するお問い合わせ先、お問い合わせ先】 

 全社協・社会福祉施設協議会連絡会 事務局 

 〒100-8980 東京都千代田区霞が関 3-3-2 新霞が関ビル 

 社会福祉法人 全国社会福祉協議会 法人振興部内 

TEL.03-3581-7819 FAX.03-3581-7928  

～個人情報の取扱いについて～  

本講座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） 本講座にかかる参加申込みの受付及び宿泊手配等につきましては、名鉄観光サービス（株） 新霞が関支店と個人情

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いたします。  

（２） 「参加・宿泊申込書」に記載された個人情報は、本講座にかかる企画、参加券等各種資料の送付、参加者名簿の作

成・管理等、本講座事業関連のみの目的で使用し、他の目的で使用することはありません。  

（３） なお、当日配布資料の名簿には、参加者氏名、法人(施設)名、役職を掲載させていただきます。  

 



 

 

◆ 参加のご案内 ◆ 
 

 

１．参 加 費   お一人様 4,000 円  

 

 

２．開催日程・会場  

【仙台会場】平成 26 年 4 月 7 日(月) 仙台国際ホテル 

【福岡会場】平成 26 年 4 月 8 日(火) 南近代ビル 会議室 

【大阪会場】平成 26 年 4 月 14 日(月) ホテル大阪ベイタワー 

【東京会場】平成 26 年 4 月 16 日(水) TOC 有明コンベンションホール 

 

 

３．参加取消（キャンセル）について 

ご送金いただきました参加費は原則としてご返金できません。 

資料の送付をもって代えさせていただきます。 

 

   

４．お申込みの方法及びお問合わせについて 

①申込書に必要事項をご記入の上、ＦＡＸにて 名鉄観光サービス株式会社 新霞が関支店宛にお申込みください。 

②原紙は控えとして必ずお取り置きくださいますようお願いいたします。 

③申込締切    各会場とも定員になり次第締め切ります。 
④お申込いただいた方には、3 営業日以内に FAX にて「参加券および振込先のご案内」をお送りいたします。 

⑤返信 FAX が届き次第、参加費のお振込み手続きをお願い申し上げます。 

⑥お振込手数料はお客様のご負担にてお願い申し上げます。 

 

 

 

【個人情報保護の取り扱いについて】 

・本セミナーにつきましては、「名鉄観光サービス㈱新霞が関支店」と個人情報保護における取扱契約を交

わし、同社に上記の業務を委託しております。 

・「参加（宿泊）申込書」に記載された個人情報は、運営管理の目的のみに利用させていただきます。 

なお、本研修会の要覧には都道府県・法人名・施設名・役職・氏名を掲載させていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



名鉄観光サービス株式会社新霞が関支店行 FAX：０３-３５９５-１１１９（添書は不要です） 

「社会福祉法人経営セミナー」 参加申込書 
     （  枚中  枚） 

※参加される会場の□に必ず V 印をお付けください。 

※全ての項目にご案内を確認の上、もれなくご記入ください。 

□【仙台会場】４月 ７日（月） 仙台国際ホテル 

□【福岡会場】４月 ８日（火） 南近代ビル 

□【大阪会場】４月１４日（月） ホテル大阪ベイタワー 

□【東京会場】４月１６日（水） TOC 有明コンベンションホール 

 

都道府県 

 

           

法人名 社会福祉法人  

施設名  

連絡担当者  施設種別  

所在地 

〒    －                   ※郵便番号・住所は正確にご記入ください 
 

 

ＴＥＬ: 

      ＦＡＸ: 

フ リ ガ ナ 

役職名 参加費用 
参 加 者 氏 名 

 

  

参加費 4,000 円  ×    名  

 

  ＝ 合計費用      円 

 

 

 
 

備考欄 

※内容に変更・取消が発生した場合は、その旨こちらにご記入の上再度ＦＡＸにてお送りください。 

※ ３名様以上参加ご希望の場合は、コピーをお取りいただき、ご使用ください。その際、用紙右上に申込枚数をご記入ください。 

※ 本申込書に記載の都道府県・法人名・施設名・役職・氏名が本セミナーの資料に掲載されることを予めご了承の上、お申込みください。 

※ 変更・取消の場合は、上記上書き訂正の上、その旨備考欄にご記入いただきまして、再度ＦＡＸをお送りください。 

【問合せ先】 
＜セミナー内容について＞    全社協・社会福祉施設協議会連絡会 事務局 

〒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 

＜申込先（参加）について＞   名鉄観光サービス株式会社 新霞が関支店（担当：下枝
しもえだ

・岸浪・澁澤） 

〒100-0013  東京都千代田区霞が関 3-3-2  新霞が関ビル ロビー階 

TEL：03-3595-1121      FAX：03-3595-1119  
※営業時間：平日 9：30～17：30 土・日・祝日は休業 

お申込締切：各会場とも定員になり次第、締め切ります。 
※名鉄観光記入欄（ＦＡＸにてお申込後、3 営業日以内に下記□に v を入れ、ご返信させていただきます） 

□ お申込みをお受けいたしました。 

□ 会場先着順により満員のため、別会場をご検討ください。 

□ その他（                     ） 
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