兵庫県社会福祉法人経営者協議会
平成2７年度２月臨時例会 開催要項
全国経営協「社会福祉法人制度改革対応セミナー」
社会福祉法改正法案が国会にて審議中（平成27 年通常国会で衆議院可決、参議院に
て継続審議）となっており、次期国会にて成立が図られる見通しとなっています。
同改正法案が成立すると、社会福祉法人にはその新しい制度への対応が求められるこ
ととなります。
全国経営協では、法改正を社会福祉法人の存在意義を社会に改めて示す好機と捉え、
スピード感とエビデンス・戦略をもって、社会福祉法人の主体性・自立性を担保しなが
ら会員一丸となった取り組みの推進を提唱しています。
本会としても、全国・近畿経営協と連携しながら、制度改革の動向を踏まえた経営協
組織の基盤強化と今後の重点事業の検討を進める必要があります。
この例会は、本年度第３回目の臨時開催とし、経営協会費の改定と重点事業等の合意
形成を図るとともに、改正法の趣旨・内容や具体的な準備作業を共有する、全国経営協
主催の「社会福祉法人制度改革対応セミナー」との合同開催とします。
【主

催】

兵庫県社会福祉法人経営者協議会

【後

援】

兵庫県

全国社会福祉法人経営者協議会

兵庫県社会福祉協議会

【開 催 日 時】

平成２８年２月２６日（金）
1３：０0～1６：３0（受付 1２：０0～）

【会

ＡＮＡクラウンプラザホテル神戸 10 階 ballroom
神戸市中央区北野町 1 丁目 ℡：078－291－1121（代表）

場】

【対象／定員】

社会福祉法人理事長等の役員・施設長など 定員２５０名
※先着順に受け付け、定員に達し次第締め切ります。

【参 加 費】

会員法人：無料 ／非会員法人：5,000 円（1 名あたり）

【申込問合先】

兵庫県社会福祉法人経営者協議会事務局
（兵庫県社協福祉事業部 担当：岩木・前田・山戸）
〒651-0062 神戸市中央区坂口通 2-1-1
TEL：078-242-4635（直） FAX：078-271-3882

【スケジュール】
時間
12：00 受付

13：０0

13：50

内容

例会

開会・オリエンテーション
【兵庫県経営協例会】
１．兵庫県経営協の重点事項について
兵庫県経営協
２．行政報告 兵庫県健康福祉部社会福祉局社会福祉課
３．経営協会費の改定、今後の経営協重点事業について

休憩
全国経営協「都道府県経営協

14：00

会長

全国経
営協セ
ミナー

社会福祉法人制度改革対応セミナー」

開会・あいさつ、オリエンテーション
講義（90 分）
「各法人における社会福祉法改正への対応～施行に向けた準備」
講師：全国社会福祉法人経営者協議会 副会長 武居 敏氏
１．制度改正に至る経過、背景
２．社会福祉法人制度改革の目的、内容
３．全国経営協の取り組み
など
※質疑応答（20 分）（全国経営協 制度・政策委員会委員、事務局）
事業説明（40 分）
「財務規律の課題～社会福祉充実残額の具体的算定方法」
（全国経営協 事務局）
１．あらたな財務規律において求められていること
２．社会福祉充実残額の算定方法
３．社会福祉充実残額算定ツール（仮称）の解説

16：30

閉会

【申込方法】
 別添「参加申込書」に必要事項をご記入いただき、ＦＡＸで事務局までお申込く
ださい。申込締切は、2 月 17 日（水）です。ただし、締切後も定員に余裕があ
る場合は受付いたしますので、事務局までお問合せ願います。
 今回の例会では、事前アンケートを実施します。例会当日、アンケート結果を報
告しますので、2 月１０日（水）までに事務局に送信願います。
【参加費等の振込について】
非会員法人からの参加の場合、参加費の振込については２月１７日（水）までに
下記銀行口座にお振り込みください。
＜振込口座＞

但馬銀行

上筒井支店 普通 ３５２７１２

ひょうごけんしゃかいふくしほうじんけいえいしゃきょうぎかい

兵 庫 県 社 会 福祉 法 人 経 営 者 協 議会

かいちょう

会 長

ふき

婦木

おさむ

治

兵庫県社会福祉法人経営者協議会事務局
（担当：岩木・前田・山戸）行
兵庫県社会福祉協議会 福祉事業部内

ＦＡＸ：０７８－２７１－３８８２
受付 No.

平成 2７年度 兵庫県経営協 ２月臨時例会参加申込書
■連絡先
法人名

経営協
（〒

－

会員・非会員

）

住所

担当者名

ＴＥＬ

ＦＡＸ

※「経営協会員」
「非会員」いずれかの該当する方に○印をご記入ください。
■参加者
フリガナ

参加者氏名

役職名

経営協
会員

非会員

(無料)

(5,000 円)

振込金額

1
円

2
円

3
円
※非会員法人からの参加の場合、参加費の振込は２月 1７日（水）までに指定の銀行口座へお
振り込み願います。
■例会参加にあたっての意見

提出先

兵庫県社会福祉法人経営者協議会ＦＡＸ（０７８）２７１－３８８２
※２月１０日までに送信願います。

「社会福祉法人制度改革対応セミナー」参加者向け 事前アンケート
セミナー参加申込者に対し、事前にアンケートにご協力頂くことにより、制度
改革に関する疑問、質問等について、セミナー講義・説明において可能な限りお
応えすると共に、頂いた疑問点を集約してＱＡ資料を作成し、会員へ提供します。
実施事業： 介護・障害・保育・その他（

） 法人名：
（よろしければご記入ください）

（１）

現在、国会で継続審議中の社会福祉法改正法案による社会福祉法人制度改正

の内容について、知っていますか。
あ 改正内容を知っている
い 制度改正が予定されていることを知っている
う 知らない・わからない
（２） 本セミナーへの参加する動機を教えてください。（複数選択可）
あ 上司の指示
い 都道府県経営協が実施するセミナーだから
う 制度改正の意味・目的を知りたい
え 制度改正の具体的内容を知りたい
（３） 社会福祉法人制度改正について知りたいこと、疑問点はありますか。
（複数選択可／以下の項目を選択し、具体的な内容についてご記入ください。）
あ 地域における公益的な取組を実施する責務
（具体的に：
）
い 事業運営の透明性の向上
（具体的に：
）
う 経営組織のガバナンスの強化
ア・評議員会の設置
イ・会計監査人の設置
エ・その他（具体的に：
え 財務規律の強化
ア・社会福祉充実残額の計算方法
イ・社会福祉充実計画の策定手順・内容
ウ・役員報酬基準の作成と公表
エ・関係者への特別の利益供与の禁止
オ・その他（具体的に：
お 行政の関与のあり方
か

（具体的に：
その他（具体的に：

ウ・役員等の選出方法
）

）
）
）

（４）制度改正への対応状況について
① 法人の経営情報のホームページ上での公開状況（平成 26 年度決算書、平成 27 年
度現況報告書 等）について（複数回答可）
あ・自法人ページで公開している
い・全国経営協ホームページで公開している
う・所轄庁ホームページで公開している
え・公開していない
お・分からない
② 評議員会の設置状況
あ・設置している
い・未設置
③ 会計に関する外部監査の実施等（複数回答可）
あ・定期的に公認会計士、税理士等による外部監査を実施している
い・過去に外部監査を実施したことがある
う・公認会計士、会計事務所等からの会計業務支援（一部業務委託）を行っている
え・公認会計士・税理士等が監事になっている。
お・上記「あ～え」の実施はしていない。
（５）全国経営協の会費改定への対応について
全国経営協の会費は、平成 28 年度から下記のとおり改定されます。兵庫県経営
協の会費規程の改正を検討していますので、ご意見があればご記入ください。
全国経営協の会費改定（平成 28 年 4 月 1 日～）
平成 27 年度の全国経営協の会費

見直し後
単数施設：35,000 円
複数施設：40,000 円

見直し後の全国経営協の会費
（前年度経常収入額）
2 億円未満
30,000 円
2 億円以上 10 億円未満 60,000 円
10 億円以上
100,000 円

（６）全国経営協・兵庫県経営協に対する意見・要望があれば、ご記入ください。

