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令和 4 年度社会福祉協議会活動全国会議 
～法制化 40 周年を迎えた市町村社協がいかに生活困窮者支援に取り組むか～ 

開催要綱 
 

１．目  的 

 約３年にわたるコロナ禍において、全国の社協では、生活福祉資金の特例貸付への対応や、特

例貸付の借受人を含む生活困窮支援、コロナ禍でも地域のつながりを絶やさない取り組み等を展

開してきました。 

 他方で、生活困窮者自立支援制度及び生活保護制度の見直しや「孤独・孤立対策の重点計画」の

改定等、社協を取り巻く制度動向が大きく変化するとともに、社協への期待もますます高まって

います。 

 そこで、今回の全国会議では、法制化40 周年を迎えた市町村社協が、コロナ禍で顕在化した地

域生活課題への対応やコロナ特例貸付の借受人を含む生活困窮者支援にいかに取り組んでいくべ

きか、これまでの社協事業・活動を振り返りつつ、社協の強みを確認しながら期待される役割や

取り組み、課題等について考える機会とします。 

 

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（予定） 

 

４．運  営 

 全国社会福祉協議会地域福祉推進委員会 

 

５．テ ー マ 

 法制化40 周年を迎えた市町村社協がいかに生活困窮者支援に取り組むか 

 

６．実施方法 

 オンデマンド動画配信（録画配信）とライブ配信（zoom ミーティング） 

 

７．参加対象 

（1）オンデマンド動画配信（録画配信） 

 都道府県・指定都市社協、市区町村社協の役職員 

  ※ 「（2）ライブ配信（zoom ミーティング）」への参加の有無にかかわらず、動画視聴のた

めのパスワードを別途、都道府県・指定都市社協地域福祉担当宛にメールにてご案内いた

します（令和5 年 3 月6 日予定）。  



2 

 

（2）ライブ配信（zoom ミーティング） 

 市区町村社協、都道府県・指定都市社協役職員 400 名 

 

８．参 加 費 

 3,000 円（1 名あたり） ※ 資料はデータでの提供で、印刷物での資料送付はありません。 

 

９．定  員 

 400 名 ※ 定員になり次第、締め切ります。 

 

10．プログラム 

（1）オンデマンド動画配信（録画配信） 

【配信日】令和5 年3 月 6 日より随時配信 

 時 間 主な内容・講師 

① 45 分 
行政説明①「地域共生社会の実現に向けた社協への期待」（仮題） 

 厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室 

② 45 分 
行政説明②「孤独・孤立対策での社協への期待」（仮題） 

 内閣官房孤独・孤立対策担当室 

③ 45 分 
基調講義「「新しい生活困難層」への対応と社協への期待」（45 分） 

 中央大学教授 宮本 太郎 氏 
（全社協政策委員会「コロナ特例貸付からみえる生活困窮者支援のあり方に関する検討会」委員長） 

④ 45 分 
基調説明「法制化40 周年を迎えた社協事業・活動の展開」（45 分） 

 全社協地域福祉部長 高橋 良太 

※ ホームページ「地域福祉・ボランティア情報ネットワーク」（ https://www.zcwvc.net/ ）の

「地域福祉部研修動画サイト」に、随時、動画と資料をアップロードします。 

※ 新型コロナウイルス感染症の感染状況等により、内容によっては、動画と資料のアップロード

が当初の予定よりも遅れる場合がありますことをあらかじめご容赦ください。 

 

（2）ライブ配信（zoom ミーティング） 

【日  時】 

 令和5 年3 月16 日（木）13 時15 分～16 時15 分 

  ※ 終了後、16 時 15 分～17 時の時間帯で任意参加の情報交換を実施（途中退出可）。 

【会  場】 

 zoom ミーティング 

【参 加 者】 

 市区町村社協、都道府県・指定都市社協役職員 

【定  員】 

 400 名 

【申込方法】 

 下記申込サイトからお申込みください。 

受講申込サイト URL： https://www.mwt-mice.com/events/zenkoku230316 

 

https://www.zcwvc.net/
https://www.mwt-mice.com/events/zenkoku230316
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  ※ 1 社協から複数名申込する場合は、代表者 1 名がまとめて申込サイトよりお申込みいただ

けます。詳細は申込サイトをご確認ください。 

  ※ 登録時に「申込完了メール」が送信されます。メールアドレスの入力間違いが無いようご

確認ください。「申込完了メール」到着にて受講決定となります。 

    「申込完了メール」が申込日の翌日までに届かない場合は、「名鉄観光MICE センター」ま

で必ずご連絡ください。 

  ※ 「申込完了メール」に記載のお振込口座に期日までにお手続きをお願い申し上げます。 

  ※ 参加費のお支払いは、期日までにお願いいたします。 

【申込締切】 

 令和5 年3 月3 日（金）17 時 

 

【当日スケジュール】 

時 間 主な内容 

12：45～13：15 

（30 分） 
zoom ミーティングへ入室開始 

13：15～13：30 

（15 分） 

【全体会】挨拶「法制化40 周年を迎えた市町村社協の事業・活動の展望」 

 全社協地域福祉推進委員会 委員長 越智 和子 

 （香川県・琴平町社会福祉協議会 会長） 

13：30～16：15 

（165 分） 

途中休憩あり 

【全体会】 

パネルディスカッション「法制化40 周年を迎えた市町村社協がいかに生活困窮者

支援に取り組むか」 

⚫ 法制化40 周年を迎えた市町村社協が、コロナ禍で顕在化した地域生活課題へ

の対応やコロナ特例貸付の借受人を含む生活困窮者支援にいかに取り組んで

いくべきか、これまでの社協事業・活動（個別支援と地域づくり、社会資源の

開発、財源づくり、他分野との連携・協働）を振り返りつつ、社協の強みを確

認しながら討議を行います。 

〔コーディネーター〕 

 全社協地域福祉推進委員会 委員長 越智 和子 

 （香川県・琴平町社会福祉協議会 会長） 

〔パネリスト〕 

 長野県・東御市社会福祉協議会 相談支援係長・主任相談支援員 佐藤 もも子 氏 

 大阪府・堺市社会福祉協議会 地域福祉課長 所 正文 氏 

 沖縄県・西原町社会福祉協議会 事務局長 前田 光智 氏 

 青森県社会福祉協議会 生活支援課長 葛西 勇樹 氏 

16：15～17：00 

（45 分） 

※任意参加、途中退出可 

【ブレイクアウトセッション】 

参加者同士の情報交換 

 

11．スケジュール（予定） 

 ～3 月3 日（金）   【参加申込】参加申込サイトより参加登録 

              参加登録後、申込完了メール 

 3 月6 日（月）    【オンデマンド配信パスワード】全社協 ⇒ 都道府県・指定都市社協 

 3 月14 日（火）   【当日資料・zoomURL メール送信】全社協 ⇒ 各社協 

 3 月16 日（木）   【ライブ配信当日】  
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12．F A Q 

Q1 1 社協から複数名参加することはできますか。その場合、申込サイトにはどのように入力
すればよいですか。 

A1 できます。申込サイトには、代表者1 名が、まとめてお申込みください。 
Q2 申込サイトから申込送信後、参加者の変更や申込キャンセルはできますか。 

A2 できます。申込締切日迄、お申し込みの際にご登録いただいた「メールアドレス」と「パス
ワード」を入力して専用サイトに「ログイン」してください。ログイン後お手続きをお願いし
ます。 

 

13．個人情報の取扱い 

 申込サイトに記載された個人情報は、運営管理の目的にのみ利用させていただきます。また、

本研修につきましては、個人情報保護における取り扱い契約を名鉄観光サービス株式会社と交わ

したうえで、同社に申込受付業務を委託しております。 

 〔全社協における個人情報保護に関する方針等について〕 

  https://www.shakyo.or.jp/kojin.html 

 

◆◇◆zoom ミーティング参加にあたっての注意事項◆◇◆ 
● zoom ミーティングへの参加が初めての方は、以下URL から接続テストを行ってください。 
 〔zoom テスト〕https://zoom.us/test 
● zoom の操作方法は、zoom ヘルプセンターでご確認ください。 
 〔zoom ヘルプセンター〕https://support.zoom.us/hc/ja 
● zoom ミーティングに参加する場合は周囲の音声をマイクが拾いますので、事前に静かな場所を確保してく
ださい。もしくはヘッドホン、マイクの使用を推奨します。 

  とくに同じ場所で複数の参加者（複数の端末）がいる場合はハウリングを起こしますので、ヘッドセットをご
利用ください。 

 

【参考資料】 

❶全社協地域福祉推進委員会「包括的支援体制の構築に向けた社協の取り組みについて～重層的

支援体制整備事業の活用～」（令和4 年2 月） 

〔URL〕 https://www.zcwvc.net/member/news/2022/02/10/1680/ 

➋全社協地域福祉推進委員会「コロナ禍における生活困窮者支援の状況に関する調査報告書」（令

和4 年1 月） 

〔URL〕 https://www.zcwvc.net/member/news/2022/01/21/1655/ 

❸全社協政策委員会「コロナ特例貸付からみえる生活困窮者支援のあり方に関する検討会報告書」

（令和4 年12 月） 

〔URL〕 https://www.shakyo.or.jp/tsuite/jigyo/teigen/seisakui/Snet_sys/index.html 
 

【お問い合わせ先】 
＜全国会議の内容にかかるお問い合わせ先＞ 

全国社会福祉協議会 地域福祉部（担当：岡﨑、末廣） 
  〒100-8980 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル 
  TEL：03-3581-4655 FAX：03-3581-7858 E-mail：z-chiiki@shakyo.or.jp 
  ※受付時間：平日9:30～17:30・土日祝日休業 
＜全国会議の参加にかかるお問い合わせ先＞ 

名鉄観光サービス株式会社 MICE センター（担当：下枝、冨永、柴田） 
  〒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 

※受付時間：平日10:00～17:00・土日祝日休業 

https://www.shakyo.or.jp/kojin.html
https://zoom.us/test
https://support.zoom.us/hc/ja
https://www.zcwvc.net/member/news/2022/02/10/1680/
https://www.zcwvc.net/member/news/2022/01/21/1655/
https://www.shakyo.or.jp/tsuite/jigyo/teigen/seisakui/Snet_sys/index.html
mailto:z-chiiki@shakyo.or.jp

