
２　全国社会福祉協議会
※開催日、会場は全て予定。都合により変更される場合があります。

〔総務部〕
名   称 開催日 会   場

正副会長会議 5月26日 全社協会議室

監事会 5月27日 全社協会議室

理事会 6月3日 全社協灘尾ホール

評議員会（定時評議員会） 6月20日 全社協灘尾ホール

都道府県・指定都市社協　常務理事・事務局長セミナー 7月28～29日 ロフォス湘南

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金運営委員会 7月29日 ロフォス湘南

正副会長会議 11月4日 全社協会議室

監事会 11月17日 全社協会議室

理事会 11月17日 全社協灘尾ホール

全国社会福祉大会 12月13日 東京都

令和5年

都道府県・指定都市社協　常務理事・事務局長会議 1月27日 全社協灘尾ホール

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金運営委員会 1月27日 全社協灘尾ホール

正副会長会議 3月1日 全社協会議室

監事会 3月2日 全社協会議室

理事会 3月9日 全社協灘尾ホール

評議員会 3月22日 全社協灘尾ホール

〔政策企画部〕
名   称 開催日 会   場

社会的養護関係施設　評価調査者継続研修会 5月19～20日 全社協会議室

第三者評価事業普及協議会 6月6日 全社協会議室

政策委員会総会 6月20日 全社協会議室

運営適正化委員会事業研究協議会 7月12日 全社協会議室

第三者評価事業　評価調査者指導者研修会 7月27～29日 全社協会議室

地域生活定着支援センター社協関係者連絡会議 未定 岡山県

第三者評価受審促進セミナー 9月5日 全社協会議室

全社協福祉懇談会 10月11日 全社協灘尾ホール

福祉ビジョン21世紀セミナー（旧社会福祉トップセミナー） 10月12日 全社協灘尾ホール

運営適正化委員会相談員研修会 10月24～25日 全社協会議室

令和5年

福祉サービス第三者評価事業「更新時研修」 1月26～27日 全社協会議室

社会的養護関係施設  評価調査者養成研修会 2月27～3月2日 全社協会議室



〔地域福祉部〕
名   称 開催日 会   場

都道府県・指定都市社協　部・課・所長会議　　　　

都道府県・指定都市社協　地域福祉推進担当部・課・所長会議 5月13日 オンライン

都道府県・指定都市社協　ボランティアセンター所長会議　　　　 5月17日 オンライン

都道府県・指定都市社協　福祉教育担当者連絡会議 5月24日 オンライン

都道府県・指定都市社協　災害ボランティア等に関する情報共有会議 5月31日 オンライン

日常生活自立支援事業・成年後見制度担当部・課・所長会議 6月7日 オンライン

全国ホームヘルパー協議会 協議員・総会 5月12日 オンライン

地域福祉推進委員会総会 5月18日 全社協会議室

「広がれボランティアの輪」連絡会議　総会 6月14日 全社協会議室／オンライン

日常生活自立支援事業　専門員実践力強化研修会Ⅰ 7月予定 オンライン

「広がれボランティアの輪」連絡会議　関係省庁懇談会 8月2日 全社協会議室／オンライン

全国福祉教育推進員研修 8月3日 全社協会議室／オンライン

支え合いをひろげる住民主体の生活支援フォーラム 10月21日 オンライン

地域生活課題の解決に向けたソーシャルワーク研修講師養成研修会 10月予定 全社協会議室／オンライン

ボランティア全国フォーラム 11月18～19日 全社協灘尾ホール他

社協活動全国会議 未定 オンライン

「広がれボランティアの輪」連絡会議　シンポジウム 未定 全社協会議室／オンライン

地域福祉コーディネーターリーダー研修会 未定 未定

生活支援コーディネーター研究協議会 未定 オンライン

市区町村社協介護サービス経営研究会オンラインサロン 年3回 オンライン

全国ホームヘルパー協議会 ホームヘルプの質を高めるオンラインサロン 年3回 オンライン

令和5年

日常生活自立支援事業　専門員実践力強化研修会Ⅱ 1月25～27日 ロフォス湘南

都道府県・指定都市社協災害ボランティアセンター担当者連絡会議 1月下旬 オンライン

住民参加型在宅福祉サービス全国連絡会総会 2月中下旬 オンライン

生活支援相談活動管理職・担当者全国連絡会議 3月上旬 オンライン

〔民生部〕
名   称 開催日 会   場

都道府県社協　生活福祉資金担当部課長会議 5月予定 オンライン

全国生活福祉資金貸付事業担当職員研修会 7月7～8日 全社協会議室

全国生活福祉資金貸付事業運営研究協議会 10月27～28日 全社協会議室

〔全民児連関係〕

都道府県・指定都市民児協事務局会議 6月21～22日 全社協会議室

全国民生委員児童委員大会 10月19～20日 愛知県名古屋市

民生委員・児童委員リーダー研修会 11月予定 未定

令和5年

全国児童委員・主任児童委員活動研修会 1月予定 オンライン（動画配信）

全国民生委員指導者研修会（全国民生委員大学） 2月予定 東京近郊

〔法人振興部〕
名   称 開催日 会   場

〔種別協関係〕

全国社会福祉法人経営者大会 9月15～16日 青森県青森市

全国福祉施設士セミナー 9月予定 全社協灘尾ホール

全国福祉医療施設大会 10～11月予定 全社協会議室

社会福祉法人経営青年会全国大会 10月中下旬 福岡県福岡市

「福祉QC」全国発表大会 11月予定 全社協会議室

令和5年

全国福祉医療施設協議会セミナー 2月予定 全社協会議室



〔高年・障害福祉部〕
名   称 開催日 会   場

令和5年

障害者虐待防止マネジャー研修会 1～2月予定 未定

〔種別協関係〕

全国救護施設協議会　経営者・施設長会議 未定 全社協会議室

全国社会就労センター総合研究大会 7月22日 オンライン

地域包括・在宅介護支援センターリーダー職員研修会 7月27日 未定

全国社会就労センター協議会
　第26期リーダー養成ゼミナール（前期）

8月予定 オンライン

ナイスハートバザール担当者研修会 8～9月予定 未定

全国身体障害者施設協議会研究大会 9月8～9日 福岡県福岡市

全国救護施設研究協議大会 9月29～30日 滋賀県大津市

全国地域包括・在宅介護支援センター研究大会 10月3～4日 兵庫県神戸市

全国身体障害者施設協議会　職員スキルアップ研修会 11月～12月 東京近郊

全国救護施設協議会　救護施設福祉サービス研修会 12月5～6日 全社協灘尾ホール他

令和5年

全国社会就労センター協議会
　第26期リーダー養成ゼミナール（後期）

1月予定 未定

全国厚生事業団体連絡協議会　研究会議 1月30～31日 全社協灘尾ホール他

全国身体障害者施設協議会　地域生活支援推進研究会議 1月予定 東京近郊

全国社会就労センター協議会
　リーダー養成ゼミナール修了生フォローアップ研修会

2月6～7日 全社協会議室

全国社会就労センター長研修会 2～3月予定 未定

全国地域包括・在宅介護支援センター研修会 3月10日 全社協灘尾ホール他

全国身体障害者施設協議会・経営セミナー 3月7～8日 東京近郊

全国社会就労センター協議会
　第26期リーダー養成ゼミナール（修了式）

3月予定 未定

〔児童福祉部〕
名   称 開催日 会   場

社会的養護を担う児童福祉施設長研修会（東日本） 11月29～30日 全社協灘尾ホール他

社会的養護を担う児童福祉施設長研修会（西日本） 12月上旬 大阪府大阪市

〔種別協関係〕

第34期主任保育士・主幹保育教諭特別講座 講義１ 5月下旬～6月上旬（予定） オンライン

第34期主任保育士・主幹保育教諭特別講座 ゼミ１回目 6月4日 東京近郊

第43回全国母子生活支援施設職員研修会 6月予定 未定

教育・保育施設長専門講座　プログラム（1） 6月予定 オンライン

第34期主任保育士・主幹保育教諭特別講座 講義２ 7月9日 オンライン

第34期主任保育士・主幹保育教諭特別講座 講義３ 7月予定 オンライン

第65回全国乳児院研修会 7月予定 未定

食育推進研修会 7月予定 東京近郊

第34期主任保育士・主幹保育教諭特別講座 講義４ 7月29～30日 オンライン

公立保育所等トップセミナー 8月予定 オンライン

第17回「保育スーパーバイザー養成研修会」 8月予定 全社協会議室

第34期主任保育士・主幹保育教諭特別講座 ゼミ2回目 9月23日または10月1日 オンライン

教育・保育施設長専門講座　プログラム（2） 9月予定 オンライン

第71回記念全国乳児院協議会 10月6～7日 香川県高松市

第65回全国母子生活支援施設研究大会 10月25～26日 兵庫県神戸市

第65回全国保育研究大会（山形大会） 10月予定 オンライン



名   称 開催日 会   場

第75回全国児童養護施設長研究協議会 11月9～11日 大分県大分市

全国保育士会委員連絡会議 11月23日 未定

第55回全国保育士会研究大会（奈良大会） 11月24～25日 未定

認定こども園研修会 12月予定 未定

全国保育組織正副会長等会議 11～12月 オンライン

第11回乳児院上級職員セミナー 12月予定 全社協灘尾ホール

第4回乳児院医療・看護セミナー 12月予定 全社協灘尾ホール

令和5年

教育・保育施設長専門講座　プログラム（3） 1月予定 オンライン

都道府県・指定都市保育士会正副会長セミナー 2月15～16日 全社協会議室

第49回全国保育士研修会 2月予定 東日本

全国児童養護施設中堅職員研修会 3月予定 全社協灘尾ホール他

退所児童等支援事業全国セミナー 3月予定 全社協灘尾ホール他

〔国際部〕
名   称 開催日 会   場

国際社会福祉協議会 世界会議 10月26～28日 韓国・ソウル

第25回日本・韓国・台湾民間社会福祉代表者会議 未定 オンライン

〔中央福祉人材センター〕
名   称 開催日 会   場

福祉人材情報システム研修会 4月19～20日 全社協会議室

福祉人材センター業務・法令研修会 6月14～15日 全社協会議室

マッチング機能強化研修会 7月19～20日 全社協会議室

福祉人材センター全国連絡会議 9月21～22日 全社協会議室

多様な就労の促進連絡会議（仮） 11月22日 全社協会議室

福祉人材センター・バンク基幹職員会議 12月15～16日 全社協会議室

保育士・保育園支援センター等実施福祉人材センター連絡会議 1月20日 全社協会議室

福祉人材センター事業運営セミナー（仮） 未定 オンライン

ブロック別マッチング機能強化研修会（全国7ブロック） 未定 未定

〔中央福祉学院〕
名   称 開催日 会   場

福祉職員キャリアパス対応生涯研修課程指導者養成研修会 8月28～30日 ロフォス湘南

市区町村社協　管理職員研修会 　 未定 ロフォス湘南

都道府県・指定都市社協　管理職員研修会 　 未定 ロフォス湘南

都道府県・指定都市社協　中堅職員研修会 　 未定 ロフォス湘南

都道府県・指定都市社協　新任職員研修会 　 未定 ロフォス湘南

〔関連団体〕
名   称 開催日 会   場

第34回全国健康福祉祭（ねんりんピック） 11月12～15日 神奈川県横浜市

第49回国際福祉機器展（H.C.R.2022） 10月5～7日 東京ビッグサイト

全国老人クラブ創設60周年記念大会 11月8日 東京都


