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石井社会・援護局長(左)と井手之上

政策委員会委員長(右) 

 

 平成 29 年度の社会福祉制度・予算・税制等の要望書を厚

生労働大臣、少子化担当大臣に提出～全社協 政策委員会 
 

厚生労働省において、6月9日、厚生労働大臣

宛に「平成29年度 社会福祉制度・予算・税制等

に関する要望書」を提出しました。 

要望書は、全社協政策委員会井手之上 優委

員長（大阪府社会福祉協議会 常務理事）より石

井 淳子社会・援護局長に手渡し、主要事項を説

明して意見交換を行いました。 

社会保障・社会福祉制度の拡充のための財源

確保を強く要望するとともに、生活困窮者自立支

援制度や日常生活自立支援事業などの事業評価や財源の見直しについて要望しま

した。平成30年に向けて厚生労働省として地域性や事業の実態に即した見直しを検

討するため、福祉関係団体から積極的かつ具体的な提案が求められていくとのことで

す。 

また、社会福祉法人制度改革については、社会福祉法人・福祉施設、社会福祉協

議会における課題を提起するとともに、円滑な施行及び準備に必要となる政省令等の

早期提示を求めました。あわせて、社会福祉法人制度の基幹の仕組みである法人税

非課税の税制堅持などを改めて要望しました。 

「経済・財政再生計画」にもとづく経済・財政一体改革と平成31年10月までの消費

税再増税の延期など社会保障関係予算が非常に厳しい状況にあるなか、社会保障・

社会福祉制度の拡充のための財源確保の働きかけについては、「ニッポン一億総活

躍プラン」（平成28年6月2日、閣議決定）などをもとに厚生労働省と福祉関係団体がと

もに進めていくことが必要であるとの意見などが交わされました。 

 

●「子ども子育て関連予算要望」―少子化担当大臣へ提出 

また、6月14日、子ども・子育て関連の要望を内閣府特命大臣(少子化対策担当)宛

に、内閣府の子ども・子育て本部を通じて提出しました。一億総活躍プランに盛込まれ

た保育の拡充・保育士等の処遇改善、また、子ども子育ての0.7兆円と質の改善の0.3

兆円が議題であり、かかる要望を行いました。 
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※政策委員会が提出した要望書は、全社協政策委員会ホームページからダウンロー

ド可能です。 

http://zseisaku.net/action/demand/ 

 

 

 

 

平成 29年度 
社会福祉制度・予算・税制等に関する要望書 

 

【福祉制度・予算要望事項】 

1．社会保障・社会福祉制度の拡充のための財源確保 

2．社会福祉法人の公益的な事業・活動の取組と法人基盤の強化 

3．地域における生活困窮者自立支援の総合相談・生活支援体制の強化 

4．民生委員・児童委員の活動環境の改善 

5．地域包括ケアシステムの構築・高齢者保健福祉施策の拡充、介護保険事業

の安定運営の強化 

6．地域社会における共生の実現のための障害者支援施策の拡充 

7．子ども・子育て支援新制度による保育・社会的養護施設施策の拡充と質の

向上 

8．福祉サービスの質の向上と権利擁護の強化 

9．成年後見制度など総合的な権利擁護支援の体制整備 

10．福祉人材の確保、定着、育成等の対策の強化 

11．東日本大震災の被災者支援・地域復興の支援の強化 

12．大規模災害対策・防災対策への対応の強化 

13．低所得者対策の一層の充実 

 

【税制要望事項】 

1．社会福祉法人の法人税非課税等の税制堅持 

2．生活困窮者支援事業にかかる固定資産税等の非課税の実現 

↑上記をクリックすると政策委員会ホームページ(平成 29 年度要望書全文掲載)にジャンプします。 

http://zseisaku.net/action/demand/
http://www.zseisaku.net/data/te280609.pdf
http://www.zseisaku.net/data/te280609.pdf
http://www.zseisaku.net/data/te280609.pdf
http://www.zseisaku.net/data/te280609.pdf
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当日の様子 

当日の様子 

 

■ 求人・求職相談業務に必要な知識の習得をめざす～平成 28

年度福祉人材センター業務・法令研修会を開催 
 

中央福祉人材センターでは、5 月 30～31 日に、平成 28 年度福祉人材センター業

務・法令研修会を開催しました。 

本研修会は、福祉人材センター事業の

概要や関係法規等を理解し、無料職業紹

介業務を中心とした窓口業務に必要な知

識を習得することを目的として、新たに福

祉人材センターの担当となった職員を対

象に毎年実施しているもので、今年は全国

の福祉人材センター・バンクから 75名が参

加しました。 

研修 2 日目には、社会保険労務士である外部講師をお迎えし、法令に基づいた求

人票の内容確認について、演習を通じて理解を深めました。『実際の求人票と照らし

合わせた演習でためになった。また、グループで行うことで意見を交わし、知識を共有

することも出来た。』との声が参加者から寄せられました。 

 

 

■ ボランティア全国フォーラム開催に向け進捗等報告～「広がれボ

ランティアの輪」連絡会議 平成 28年度総会 
 

6月 1日、全社協にて平成 28年度「広が

れボランティアの輪」連絡会議(会長：神奈

川県立保健福祉大学顧問・名誉教授 山

崎 美貴子氏、副会長：同志社大学教授 

上野谷 加代子氏)総会を、委任状出席を

含め 43 構成団体の出席を得て開催しまし

た。 

総会では、同連絡会議の平成 27 年度事業報告・決算および平成 28 年度事業計

画・予算について協議を行い、それぞれ承認されました。続く役員選任についての協

議においては、副会長一名の追加選任をはじめ、常任幹事三名の追加選任等を提案

し、承認されました。 
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桃月庵 はまぐりさん 

 

五街道 雲助さん 

また、同連絡会議では、平成 4年度から前年度まで 24回にわたって、全国ボランテ

ィアフェスティバルを開催してきましたが、「研究協議」の要素に重点の移行を図るとし

て、新たにボランティア全国フォーラムとして形を変えて開催することになりました。同

フォーラムについては、平成 28年 11月 5日および 6日に、国立オリンピック記念青少

年センターで開催します。同フォーラムに係る企画や広報を担当するプロジェクトチー

ム(VFPTおよび企画・広報 PT)の方に、同フォーラムの概要説明やそれぞれの進捗状

況についてもご報告をいただきました。 

 

 

■ 葉山町の高齢者 486 名を招き「落語」を楽しむ「ロフォス湘南

第 21回五月の会」を開催 
 

ロフォス湘南（中央福祉学院）では、地域貢献の一環として、毎

年葉山町在住の高齢者を無料招待し落語を楽しむ「ロフォス湘南 

五月の会」を開催しています。第21回目となる今年は、6月3日に

実施し、486名の住民の方々にご来場いただきました。 

 

葉山町の山梨崇仁町長、全社協の渋谷 

篤男常務理事からのあいさつの後、桃月

庵（とうげつあん）はまぐりさん、五街道雲

助（ごかいどう くもすけ）さんによる落語が

催されました。約1時間に及ぶお二方の口

演をとおして、本格落語を十分に満喫する

ことができました。 
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演習では、実際にさまざまな技法を用

いることで、講義内容とともに演習技

法の理解が深まります。 

 

 全国21か所の社会福祉研修実施機関初任職員が一堂に会

し、研修の基礎を学ぶ～都道府県・指定都市社会福祉研修

実施機関職員研修会を開催 
 

中央福祉学院では、6月3～5日に「平成28年度

都道府県・指定都市社会福祉研修実施機関職員

研修会」を開催しました。今回の研修会には、全

国21か所の社会福祉研修実施機関から26名が

参加し、社会福祉研修実施機関の初任職員とし

て、必要な研修事業の企画・運営管理能力の基

礎について、演習を行いました。 

1日目は、「社会福祉を取り巻く環境変化への

対応と人的資源開発の意義・方法」について講義

を受けた後、研修管理の基本と担当職員に求められる役割について、理解促進討技

法やセブンクロス等の演習技法を活用しながら、体験的に学んでいきました。 

2日目は、社会福祉研修実施機関の置かれている現状についてＳＷＯＴ分析を行

い、その上で、ＯＦＦ-ＪＴ研修の企画を立案しました。 

最終日は、「社会福祉研修実施機関の役割と担当者としてのスタンス」について、福

島県社協の村島 克典氏、京都府社協の田畑 ゆかり氏を交えたパネルディスカッショ

ンを行い、社会福祉研修実施機関の現状と課題について学びました。 

最後に、3日間の研修会を通じて、担当職員としての行動指針を作成し、受講者全

員で共有を図りました。 

今回の研修を通じて、社会福祉研修実施機関が、都道府県・指定都市における研

修ニーズを的確に把握し、福祉サービスの質の向上に資する研修が実施されることが

期待されます。 

 

 

■ 福祉サービス第三者評価の普及と取組課題を協議～全国の

「評価事業普及協議会」を開催 
 

全社協において、6月8日、福祉サービス第三者評価事業・平成28年度評価事業普

及協議会を開催し、都道府県推進組織および各都道府県推進組織が推薦する評価

機関から82名が参加しました。 
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会議では、全社協（全国推進組織）から基調報告及び障害者・児版と高齢者版の

評価基準ガイドラインの改定に関する説明を行うとともに、評価調査者の資質の向上

に向けた研修等の取組に関する実践報告が行われました。 

また、厚生労働省の行政説明（福祉基盤課、障害福祉課、高齢者支援課、家庭福

祉課、保育課）をもとに、質疑応答などが行われました。 

福祉サービス第三者評価事業については、社会保障・福祉制度及び、社会福祉法

人制度の改革などで促進が求められており、福祉サービスの「質」の向上のために活

用すること、また、都道府県における評価機関の拡充、評価調査者の養成等の実施

体制の整備が重要な課題です。 

 

○実践報告：評価調査者の資質の向上に向けた研修等の取組 

そのため、福祉施設・事業所の理解と受審の促進とあわせて、評価基準の改定や

評価調査者の確保と資質の向上などが課題となっています。 

評価調査者の資質向上と第三者評価の受審促進に向けた取組に関する実践報告

（大阪府社会福祉協議会 総務企画部長 叶井 泰幸 氏）では、効果的な評価調査

者の研修のあり方や工夫のポイントとともに、受審促進に向けた評価機関としての取組

などの実践が報告されました。 

大阪では、受審促進のため、受審施設・事業所が福祉サービスの質の向上に積極

的に活用するためのPR活動や、福祉・介護等人材の確保への活用（就職フェアでの

評価結果の閲覧）等の取組が報告されました。福祉サービス第三者評価の結果は、

福祉・介護等の人材確保において、求職者への福祉施設・事業所の有意義な情報と

の視点からも活用できることが紹介されました。 

 

○行政説明：各分野の施策の動向と第三者評価事業の促進 

福祉基盤課は第三者評価事業の現状と課題、障害福祉課は、障害者総合支援法

の改正と第三者評価基準ガイドラインの通知発出について、また、家庭福祉課は、児

童福祉法の改正等をもとに社会的養護の現状について説明しました。 

保育課からは、2019年度末までにすべての保育事業者における第三者評価の受

審を目指すこと（「日本再興戦略」改訂2015）及び、子ども・子育て支援新制度の施行

により、第三者評価の受審を努力義務化し5年に1度の受審が可能となるように受審料

の半額程度（15万円）を公定価格で加算補助することが改めて説明されました。 

高齢者支援課からは、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、

通所介護、訪問介護における第三者評価の受審率の引上げを目指し、「前年度以上

の受審」を目標に取組を進めることが説明されました。 

会議での説明や意見交換等を通じて、福祉施設・事業所の理解を促進するための

セミナー開催などの働きかけや評価基準の改定、また、福祉諸制度や社会福祉法人



 

8  

左から、田村部長（㈱ｾﾃﾞｨﾅ）、髙橋部長（全

養協）、上村会長（熊本県養協）、内藤部長

（手塚ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝ） 

 

 

 

研修会の様子 

改革などの踏まえた第三者評価事業の普及と取組課題が共有されました。 

 

 

■ 施設退所後の進学・就学を支援～アトム基金進級応援助成

事業贈呈式を実施 
 

全国児童養護施設協議会（以下、全養協）

では、児童養護施設を退所後、大学や専門

学校等へ進学した者の就学を支援するため、

「アトム基金進級応援助成事業」を実施して

います。これは、大学等へ進学した者が上

級年次に進級した際に助成金を給付するも

ので、平成 21年度より毎年実施しており、今

年度は申請のあった 109名に対して助成を

行う予定です。 

本助成事業は、全養協に設置している

「アトム基金」により実施しています。アトム基

金は、㈱手塚プロダクションと㈱セディナより、平成 16年度から毎年いただいている寄

附金を積み立てたもので、今年度も 200万円を超える寄附をいただきました。 

加えて本年は、熊本地震の発災を受け、両社より別途100万円の寄附金をいただき

ました。この寄附金は、被災地の子どもたちの支援に活用する予定です。 

6月 8日には、両寄附金の贈呈式を執り行い、助成を受けた子どもたちや熊本地震

の被災地の様子などをお伝えしました。 

 

 

■ 社会福祉法人の人事管理のポイントを学ぶ～社会福祉法人

経営者研修会・人事管理コースを開催 

 

中央福祉学院では、社会福祉法人の経営者等

を対象に、法人・施設運営に関する専門的知識及

び技術の習得を目的とした「社会福祉法人経営者

研修会」を毎年開催しています。 

同研修会は、「人事管理」「経営管理」「サービス

管理」の３コースを設定しており、6月 3日～5日に
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「選ばれる職場づくりのコンセプ

ト」をテーマにグループで演習 

 

開催した「人事管理コース」には、105名が受講しました。 

はじめに、社会福祉法人制度改革をめぐる動向と、社会福祉法人における人材確

保・育成のあり方を学びました。続いて、社会福祉法人におけるこれからの人材マネジ

メント、職員の募集・採用、職員の定着に向けた職場づくり、人材育成と職員研修、職

員処遇の適正化等、社会福祉法人における人事管理のポイントを学びました。 

研修会では、講義の合間にグループ演習を行い、職員の採用と定着、人事考課、

職員研修、処遇等、人材マネジメントの現状について

情報を交換し、課題の共有を図りました。なお、人材

育成におけるキャリアパスについては、専門スキル・実

践能力のキャリアアップに加え、職位・職責・職務内容

に応じたキャリアアップが必要であることを学びまし

た。 

今後は、「経営管理コース」を 9月 28～30日、「サー

ビス管理コース」を 11月 10～12日に開催します。 
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■ 「ニッポン一億総活躍プラン」を閣議決定【6月 2日】 
 

希望出生率 1.8の達成年度を 2025年度とし、50万人分の保育受け皿を整備し、

保育士の給与を実質 2％引き上げする。介護離職ゼロに向け、2020 年度初頭ま

でに介護施設を 50 万人分整備し、介護士の給与を月額約 1 万円引き上げること

を盛り込んだ。 

また、返済不要の給付型奨学金について、創設に向け検討を進めることを明記

し、詳細は、2017年度予算編成作業と並行して進める方針とした。 

 
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/ichiokusoukatsuyaku/ 

 

■ 「経済財政運営と改革の基本方針 2016～600兆円経済への道筋～」（骨太方針）

を閣議決定【6月 2日】 
 

ＧＤＰ600 兆円、希望出生率 1.8、介護離職ゼロの新・三本の矢を実現し、成長

と分配の好循環を確立し、経済成長による税収増等を財源に一億総活躍プラン

を踏まえ、少子高齢化への対応に取り組むとしている。 

消費税率 10％への引き上げについては、2019 年 10月まで延期し、2020年度

の基礎的財政収支黒字化という財政健全化目標は堅持することを明記した。 

 
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/cabinet/2016/decision0602.html 

 

 

■ 第 129回社会保障審議会介護給付費分科会【6月 1日】 

平成 27 年度の改定検証調査の最終報告と平成 28 年度の改定検証調査の調

査項目について検討。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000126190.html 

詳細につきましては、全社協・政策委員

会サイト内「社会保障・福祉政策の動向

と対応」をご覧ください。 

http://zseisaku.net/ 
 

社会保障・福祉政策情報 

※ 政策の動きや審議会等の会議情報、厚生労働省新着情報等をお知らせします。 

 

 

 

 

 

政策動向 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/ichiokusoukatsuyaku/
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/cabinet/2016/decision0602.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000126190.html
http://zseisaku.net/
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■ 平成 27年度 障害者の職業紹介状況等【5月 27日】 

平成 27年度の障害者の職業紹介状況のとりまとめ。精神障害者の就職件数が

身体障害者の就職件数を大きく上回る。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000125531.html 

 

■ 平成 28年度版自殺対策白書【5月 31日】 

日本における自殺の概要及び政府が講じた自殺対策の実施の状況に関する

年次報告書の平成 28年度版。 

http://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/jisatsu/16/index.html 

 

■ 被保護者調査（平成 28年 3月分概数）【6月 1日】 
 

生活保護法に基づく保護を受けている世帯及び保護を受けていた世帯の保護

の受給状況の調査結果。3 月に受給した世帯は、前月比 2,447 世帯増の

1,635,393世帯と 3か月ぶりに増加に転じ、過去最多を更新。 

 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/hihogosya/m2016/03.html 

 

■ 社会福祉法人の「地域における公益的な取組」について～課長通知発出【6月 1日】 
 

社会福祉法改正法第 24 条第 2 項のいわゆる「地域における公益的な取組」に

ついて、その趣旨、内容、実施の際の留意事項等を周知。 

http://zseisaku.net/ActionReport/tuchi20160601.pdf 

 

 

 

 

 

厚生労働省新着情報より 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000125531.html
http://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/jisatsu/16/index.html
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/hihogosya/m2016/03.html
http://zseisaku.net/ActionReport/tuchi20160601.pdf
http://zseisaku.net/ActionReport/tuchi20160601.pdf
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■ 平成 28年度社会福祉推進事業（重点テーマ）の採択団体の公表【6月 1日】 

平成 28 年 3 月に募集した社会福祉推進事業の重点テーマの実施主体に関し 

て、採択した団体及び事業を公表。  

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000125590.html 

 

■ 介護保険事業状況報告(暫定) 平成 28年 2月分【6月 1日】 

平成 28年 2月分の介護保険事業の状況報告(暫定) 

http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/osirase/jigyo/m16/1602.html 

 

 
■ 福祉医療機構、平成 28年熊本地震により被災された皆さまへの特例措置の取扱い

について【6月 1日】 
 

独立行政法人福祉医療機構では、3 年間に渡る無利子貸付制度の創設及び

二重債務問題対策のための償還期間の延長等特例措置の実施を決定。 

http://www.wam.go.jp/content/files/pcpub/top/pressno7.pdf 

 

■ 第 59回社会保障審議会介護保険部会資料【6月 3日】 
 

2018 年度の介護保険制度改正に向け、介護における生産性の向上や業務効

率化の必要性を踏まえ、介護人材の確保策についてどのような方策が考えられる

か協議。 

 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho.html?tid=126734  

 

 

■ 第 20 回社会保障審議会介護給付費分科会介護事業経営調査委員会資料【6
月 8日】 

 

次期報酬改定に向け、介護職員処遇改善加算の影響等の調査を 10月に実施 

することを検討。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000126748.html 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000125590.html
http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/osirase/jigyo/m16/1602.html
http://www.wam.go.jp/content/files/pcpub/top/pressno7.pdf
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho.html?tid=126734
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000126748.html


 

 13 

■ 平成 26年度 介護保険事業状況報告【6月 13日】 
 

平成 26年度の介護給付費（利用者負担を除いた額）は、8兆 9,005億円（前年

度比 3,885 億円増、4.6％増）で過去最高を更新。第一号被保険者（65 歳以上）

の一人当たり給付費は、270千円（前年度比 4千円増、1.4％増）。 

 

http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/osirase/jigyo/14/index.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/osirase/jigyo/14/index.html
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■研修会 

平成 28年度社会福祉法人広報強化セミナー(社会福祉協議会・社会福祉施設) 

申込受付開始！ 

 

本セミナーは、社会福祉法人、社協・福祉施設において広報活動を具体的・実践

的に進めていくための知識・情報を理解するとともに、効果的な広報戦略について学

びあうことを目的にして開催するものです。 

皆さまの参加を、お待ちしております。 

 

テ ー マ：社会福祉法人の存在意義を発信する戦略的広報 

日 時：平成 28年 9月 5日（月）～9月 6日（火） 

会 場：全国社会福祉協議会・会議室 

対 象：都道府県・指定都市・市区町村社会福祉協議会ならびに社会福祉法人・ 

福祉施設で広報活動を担当するリーダー等     

参 加 費：10,000円（宿泊代等別途）      

申込締切：平成 28年 8月 15日（月）必着 

       ※ただし、定員に達し次第締め切ります。 

申込方法：開催要綱及び申込書を下記 URL よりダウンロードのうえ、FAXにて 

      お申込みください。 

http://zseisaku.net/ActionReport/kaisaiyoko.pdf 

 

問合せ先：全社協政策企画部広報室 TEL 03-3581-7889  FAX 03-3580-5721 

 

 

 あわせて、都道府県・指定都市社協の広報担当連絡会議を開催します。 

 

 

 

 

 

 

 

インフォメーション 

http://zseisaku.net/ActionReport/kaisaiyoko.pdf
http://zseisaku.net/ActionReport/kaisaiyoko.pdf
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■研修会 

子どもの育ちを支える新たなプラットフォームづくり研修会(7月 7～8日) 

開催のお知らせ 

 

全社協では、平成 26 年に、『「子どもの育ちを支える新

たなプラットフォーム」～みんなで取り組む地域の基盤づく

り～（新たな子ども家庭福祉の推進基盤の形成に向けた

取り組みに関する検討委員会報告書）』注）をとりまとめ、

各地で子どもの育ちを支えるプラットフォームを形成してい

くことを提案しました。 

この報告書の提案を踏まえ、あらゆる地域において、子

どもの育ちを支えるための身近なプラットフォームを構築し

ていくために、その実践的方策を、講義や先駆事例から学ぶとともに、グループワーク

等の演習を通じて取り組み手法について考えることを目的として、平成 27 年度から

「子どもの育ちを支える新たなプラットフォームづくり研修会」を開催しています。 

今年度も別添要綱のとおり、7月 7日（木）～8日（金）の 2日間開催します。子どもと

家庭を支える実践の紹介や、プラットフォーム立ち上げのノウハウを学べるプログラム

などもご用意しています。 

ぜひご参加ください。 

 

開催要項は全国社会福祉協議会ホームページからダウンロードできます。 

http://www.shakyo.or.jp/news/20160531_kenshuu02.pdf 

 

注）本報告書は、全国社会福祉協議会ホームページからダウンロードできます。 

http://www.shakyo.or.jp/research/20141226_kodomo.html 

 

 

 

 

 

 

 

↑画像をクリックすると開催

要項をご覧いただけます。 

http://www.shakyo.or.jp/news/20160531_kenshuu02.pdf
http://www.shakyo.or.jp/research/20141226_kodomo.html
http://www.shakyo.or.jp/news/20160531_kenshuu02.pdf
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第 43回国際福祉機器展 H.C.R.2016 

福祉施設のサービスの質向上にむけた実践事例を募集！ 

 

第43回国際福祉機器展 H.C.R.2016は、平成28年10月12日（水）から14日（金）

の 3日間を会期に東京ビッグサイト（東京都江東区有明）にて開催されます。 

また、展示会と並行して催される「H.C.R.2016 セミナー」では、『福祉施設の実践事

例発表～役立つ活かせる実践研究、工夫とアイデア』と題するプログラムを開催する

予定です。 

この講座は、福祉施設の現場での利用者への援助・支援において役職員のさまざ

まな創意・工夫によって福祉サービスの質的改善や地域の福祉向上がはかられてい

ることに着目し、多くの福祉施設で活かせる工夫とアイデアのある実践事例を募集し、

セミナーの場で発表いただくことで、ノウハウや知識の共有化をはかろうというもので

す。 

以下の要領により事例を募集しておりますので、ご周知並びに応募のご検討をよろ

しくお願いいたします。 

 

1．募集内容 

・高齢者・障害者（児）施設における日々の利用者に対する福祉サービスにおいて、

研究され、創意工夫して取り組みを行っている実践事例を募集します。 

 

＜募集事例＞ 

①福祉施設における医療的支援に関わる取り組み 

・ターミナルケア、胃ろう造設後のケア、喀痰吸引、口腔ケア、医療機関との連携

など 

 

②福祉施設における災害時の危機管理・BCP、被災からの復興に関わる取り組み 

・災害に対する危機管理・BCP（事業継続計画）の作成等を通した災害に強い法

人体制づくり、 

・被災から事業再開に至る復興の取り組みなど 

 

③介護ロボットの導入事例 

・介護ロボットの導入に向けた環境整備、ケアの場面における活用事例など 

 

④社会福祉法人が取り組む地域公益事業 

・社会福祉法に規定される「社会福祉法人の地域公益事業」にもとづく取り組みな

ど 

 

⑤その他、福祉施設における創意工夫の取り組み 
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2．応募資格   

全国の社会福祉法人が経営する高齢者施設、障害者（児）施設等に勤務する役職員 

 

3．応募方法  

・発表内容の概要を A4 用紙 4 枚以内にまとめ、HCR 事務局へ送付（郵送または E メ

ール）してください。 

・他のセミナー等ですでに発表を行っている場合は、発表時に使用したレジュメも可。 

・必ず、施設名、施設種別、利用者数、職員数、施設所在地、TEL、FAX、メールアド

レス、ご連絡担当者名を明記のうえ、ご応募ください。 

 

4．応募締切   

・平成 28年 6月 30日（木） 

 

5．発  表   

・発表日  平成 28年 10月 12日（水）午後（予定） 

・会 場   東京ビッグサイト 会議棟 6F 

・発表時間 1テーマ 20分および質疑応答（予定） 

 

6．発表テーマの選定  

・応募多数の場合は、保健福祉広報協会審査会にて審査のうえ、発表事例を決定し

ます。 

 

7．その他  

・発表事例の決定は、8月上旬頃を予定しています。 

・発表にかかる旅費交通費については、本会規定によりお支払いたします。 

 

8．応募書類送付先（事務局）  

  一般財団法人保健福祉広報協会（国際福祉機器展事務局） 

  〒100‐8980東京都千代田区霞が関 3－3－2新霞が関ビル 

  TEL 03-3580-3052 / FAX 03-5512-9798 / E-Mail: info@hcrjapan.org 

 

 

 

 

mailto:info@hcrjapan.org
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全社協の新刊・月刊誌 

 

出版部で発売した図書と月刊誌の特集をご案内いたします。いずれの書籍も読者

の関心が高いテーマや重要な課題をとりあげていますので、関係者への周知にご協

力くださるようお願いいたします。 

 

<新刊図書> 

●改訂 福祉の「職場研修」マニュアル –福祉人材育成のための実践手引- 

(宮崎民雄 監修 全国社会福祉協議会 編) 

 
 

職員の資質向上・人材育成のための必須要件である「職

場研修」を計画化・体系化し、さらに効果をあげるための具

体的な手引書。各般で 20 年間活用されてきた旧マニュア

ルを、本会が開発した「福祉職員キャリアパス対応生涯研

修課程」に即した観点から大幅に改訂。 

「基礎編」と「実践編」の 2 部構成で、「実践編」では職場

研修のＰＤＣＡサイクルにそって、25のステップを設定し、職

場の現状に合わせて、順々にステップアップできる。職場と

個人それぞれの研修計画や、実施・評価をすすめる実用的

なモデルシートも収録。 

 

(6月発行 定価本体 1,300円税別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

(↑画像をクリックすると図書購 
入ページにジャンプします) 

図書・雑誌 
詳細につきましては、出版部ホームページをご覧く

ださい。 

https://www.fukushinohon.gr.jp/ 

https://www.fukushinohon.gr.jp/
https://www.fukushinohon.gr.jp/
https://www.fukushinohon.gr.jp/
https://www.fukushinohon.gr.jp/
https://www.fukushinohon.gr.jp/
https://www.fukushinohon.gr.jp/
https://www.fukushinohon.gr.jp/
https://www.fukushinohon.gr.jp/
https://www.fukushinohon.gr.jp/esp.cgi?_file=book2826&_page=_index&_page2=contents&_page3=detailbook&_sys_id=2826&_class=010101&_category=978-4-7935-1208-7
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●住民主体の生活支援サービスマニュアル第 7巻『宅老所』 

(宅老所・グループホーム全国ネットワーク 編) 

 

住民主体の生活支援サービスマニュアルシリーズ（全７

巻）の最後を締める「第７巻 宅老所」です。誰もがいきいき

と地域で暮らしていけるように、これからの地域づくりを考え

ていくために、「宅老所」の活動は大変有効です。 

今から 40 年ほど前、大規模施設で行われてきた集団ケ

アに対する反省から生まれたのが「宅老所」の活動です。

「宅老所」という呼び名には、高齢者をただ預ける場所では

なく自宅のような雰囲気で暮らしてほしい、という願いが込

められています。 

「宅老所」は「あの人の生活を支えたい」、「安心して暮ら

せる地域にしたい」という「思い」を大切にしています。ぜひ、

本書を参考に「宅老所」を知り、活動にかかわってみませんか？ 

(6月発行 定価本体 1,200円税別） 

 

 

●保育の友増刊号 私たちの指導計画 2016 0・1・2歳児 

(全国社会福祉協議会 編) 

 

月刊誌『保育の友』に好評連載した「私たちの指導計画」

の 1 年間の指導計画を“0・1・2 歳児”と“3・4・5・異年齢児”

の 2冊にまとめました(2015年 4月号～2016年 3月号)。 

「月間指導計画」では、年齢別に地域性豊かな取り組み

を掲載。月齢や発達に応じた子どもの姿と、保育士による

援助のポイントや配慮事項、日々の保育での気づきや反省

点などをわかりやすく掲載しています。個人差の大きい低

年齢児では、一人ひとりの子どもに焦点を当てた計画を、

高年齢児では養護および 5 領域の視点を盛り込んでいま

す。 

隔月連載の「保育のポイント」「保育のエピソード」「保育の

ヒント」では、発達に応じて工夫した保育のポイントや、日々

の保育のエピソードを紹介し、それらについての専門家による具体的なアドバイスを掲

載しています。 

さらに『保育の友』から2015年9月号の特集「子どもの育ちをどう伝えていますか？」

をあわせて収録。 

(6月発行 定価本体 1,000円税別） 

 

(↑画像をクリックすると図書購入
ページ 

にジャンプします) 

(↑画像をクリックすると図書購
入ページにジャンプします) 

 
 
 

 

(↑画像をクリックすると図書購

入ページにジャンプします) 

https://www.fukushinohon.gr.jp/esp.cgi?_file=book2829&_page=_index&_page2=contents&_page3=detailbook&_sys_id=2829&_class=020101&_category=978-4-7935-1179-0　C2036
https://www.fukushinohon.gr.jp/esp.cgi?_file=book2828&_page=_index&_page2=contents&_page3=detailbook&_sys_id=2828&_class=060101&_category=
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<月刊誌> 

●特集「地域包括ケアシステムとこれからの地域づくり」 

『月刊福祉』7月号 

 

地域包括ケアシステムの理念を再確認し、地域に根ざし

たシステムづくり、地域住民とともにつくる取り組みについて、

どのように地域包括ケアシステムを推進していくのか、また

地域課題に対してそれぞれの地域で社会福祉法人が主体

的に関与していくにはどのようにすべきかを考える。 

（6月 6日発売 定価本体 971円税別） 

 

 

 

●特集「小学校とのよりよい連携・接続を考える」 

『保育の友』7月号 

 

保育所はゼロ歳から六歳までの発達の連続性を重視し

た保育を実践しています。幼保連携型認定こども園でも、

発達や学びの連続性を踏まえ、小学校との円滑な接続が

基本的な考え方にあげられています。しかし、保育現場と

小学校の教育現場との相互理解や日常的な交流が不十分

などの理由から、子どもたちが小学校生活になじめない状

況も見られるようです。 

そこで、よりよい子どもの育ちを支えるため、就学前に保

育所等で培ってきたことをどのように小学校に伝え、つなげ

ていくべきか、アプローチカリキュラムの実践など、小学校関

係者との情報共有や相互理解を深めていくうえで必要な視

点について、座談会、各地の実践を通して考えてみました。 

（6月 9日発売 定価本体 581円税別） 

 

【問合せ先：出版部 ℡03-3581-9511】 

 

＜レポート送付先＞ 

本レポートは、報道関係者、都道府県・指定都市社協、種別協議会等協議員、

政策委員会委員、本会理事・評議員の方々にお送りしています。 

(↑画像をクリックすると図書購

入ページにジャンプします) 

(↑画像をクリックすると図書購
入ページにジャンプします) 
 

 
 
 

https://www.fukushinohon.gr.jp/esp.cgi?_file=book2827&_page=_index&_page2=contents&_page3=detailbook&_sys_id=2827&_class=120101&_category=08039
https://www.fukushinohon.gr.jp/esp.cgi?_file=book2825&_page=_index&_page2=contents&_page3=detailbook&_sys_id=2825&_class=120101&_category=03359

