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政策企画部 広報室 z-koho@shakyo.or.jp 

TEL03-3581-4657  FAX03-3580-5721 

〒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 

2016（平成 28）年 9月 15日 

日 

 

Action Report 

全 社 協 

第 81号 

Japan National Council of Social Welfare 

          （全社協 ぜんしゃきょう） 

Topics 
 台風 10号の豪雨による被災地への支援 北海道・岩手県 
 

 都道府県・指定都市社協における法改正への対応を協議～都道府県・指定都市社協総

務担当部・課長会議 
 

 公立の保育所・認定こども園等や保育行政等のあり方について考える～公立保育所等トップ

セミナー 
 

 社会福祉法人における広報の意義と展開を学ぶ～平成 28 年度社会福祉法人広報強化

セミナー／都道府県・指定都市社協広報担当連絡会議 
 

 高齢・障害出所者支援、再犯防止が 9 割超と着実に成果～地域生活定着支援センター

社協関係者連絡会議(島根・松江) 
 

 平成 29年度『介護職員実務者研修通信課程』10月 1日募集開始 
 

 社会福祉研修の実施状況、研修のあり方について意見交換～平成 28 年度社会福祉研

修実施機関代表者連絡会議 
 

 第三者評価 評価調査者の資質向上の取組み～全社協・福祉サービスの質の向上推進委

員会 評価調査者部会 
 

社会保障・福祉政策情報 
 

インフォメーション 
 

ふくし映像レポート 

http://www.shakyo.or.jp/news/20150331_vision.pdf
mailto:z-koho@shakyo.or.jp
http://zseisaku.net/approach/
https://www.youtube.com/watch?v=8T8yGXgeAPQ
https://www.youtube.com/watch?v=8T8yGXgeAPQ
http://www2.shakyo.or.jp/zenminjiren/pdf/topics/H28anatanomachi_minseiiin.pdf
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 台風 10号の豪雨による被災地への支援 北海道・岩手県 
 

台風第 10 号により、北海道や岩手県では河川の氾濫による床上・床下浸水の被害

や強風による家屋の一部損壊の被害が発生しました。 

また多くの地域で道路が寸断されており、北海道では 39路線 48区間、岩手県では

15路線 27箇所の通行止めが続いています（9月 11日時点）。 

北海道と岩手県において、災害ボランティア活動による被災者支援が行われていま

す。 

 

北海道 

北海道では、上川支庁の南富良野町、十

勝支庁の清水町、新得町、芽室町で災害ボ

ランティアセンターが設置され、支援活動を

行っています。 

北海道社協では 9月 1日に災害救援本部

を設置し、道内で被害のあった市町村の支

援を行っています。また、道内の社協に対し

て被災町への支援の調整を行っています。 

 

岩手県 

岩手県では、宮古市、久慈市、岩泉町において災害ボランティアセンターが設置さ

れ、支援活動を行っています。 

被災地が広範囲なため、宮古市では新里地区・川井地区に、岩泉町では小川地

区・小本地区 にサテライトを置いて支援にあたっています。 

岩手県社会福祉協議会では 8 月 31 日

に災害対策本部を設置し、被害市町村社

協の支援にあたっています。また、災害ボ

ランティアセンターが設置されている地域

に対して、県内社協による災害ボランティ

アセンター運営支援が行われています。 

なお県内市町村社会福祉協議会、県内

ＮＰＯ等支援団体、県社協経営者協議会

青年部、災害ボランティア活動支援プロジ

ェクト会議の協力のもと、災害ボランティア

センターを運営するための広域支援体制

北海道南富良野町災害ボランティアセンター 
 
 

岩手県岩泉町の被災状況 
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で支援に臨んでいます。 

北海道・東北ブロックについては、相互応援協定に基づいて、札幌市が道内の被

災地への支援を開始しています。また秋田県・青森県から岩手県岩泉町に支援を 17

日から開始することが決まりました。 

 

〇北海道被災者支援 ボランティア情報 

http://hokkaidovc.jp/ 

 

 

○岩手県社会福祉協議会 －災害関連情報ページ－ 

https://www.facebook.com/iwateshakyo.saigai.info/ 

 

 

■ 都道府県・指定都市社協における法改正への対応を協議～都

道府県・指定都市社協総務担当部・課長会議 
 

9月8～9日、79名の参加者のもと「都道府県・指定都市社協総務担当部・課長会

議」を開催しました。 

冒頭、野崎 吉康 全社協事務局長は挨拶のなかで、平成29年4月から施行される

改正社会福祉法への対応に向けて、自法人における対応とともに、圏域の市区町村

社協および施設経営法人への支援について十分に配慮いただき、円滑な施行に向

けてより一層の協力をお願いしました。 

また、基調説明では、古田 清美 全社協総務部長から、社会福祉を取り巻く動向

について説明されるとともに、法改正への対応を含む総務部門の諸課題について、全

社協の取組状況の報告と、この後行われるグループ討議に向けた課題提起を行いま

した。 

続いて行った全体会では、「社会福祉法人制度改革について」をテーマとして、内

野 英夫 厚生労働省社会・援護局福祉基盤課課長補佐から今回の法改正の全体概

要と現時点での検討状況について説明が行われ、その後の質疑応答では、役員・評

議員の選任や会計監査人の設置、控除対象財産の範囲など、各社協で抱える質問・

疑問等について、厚労省及び全社協から現時点での考え方を回答するなど、より具

体的な中身についての解説を行いました。 

↑URLをクリックするとホームページにジャンプします。 

↑URLをクリックするとホームページにジャンプします。 

http://hokkaidovc.jp/
https://www.facebook.com/iwateshakyo.saigai.info/
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また、基調説明、全体会を踏まえて行った

グループ討議では、法人制度改革、人事労

務管理、大規模災害へ体制整備をテーマとし

て、それぞれ各県・市社協で抱える課題や取

組みの状況についての意見交換・情報交換

を行い、今後の取組みの方向性について確

認・共有する場となりました。 

会議二日目は、「社協における内部管理体制のあり方」、「総務部門がおさえるべき

人事労務管理のポイント」と題して2つの講義を行い、それぞれ公認会計士、社会保険

労務士を講師として、内部管理体制の構築、会計監査人の選定に向けた考え方や、

改正労働法への対応等について説明いただきました。総務部門の重要な課題につい

ての専門的な知識を得られる機会となりました。 

 

 

■ 公立の保育所・認定こども園等や保育行政等のあり方について

考える～公立保育所等トップセミナー 
 

全国保育協議会(会長：万田 康／以下、「全保協」という)では、8 月 26～27 日に

「平成 28 年度公立保育所等トップセミナー」を、新横浜プリンスホテルで開催しました。

本セミナーは、全国の公立保育所・認定こども園・子育て支援センターの長及び行政

の保育担当者等を主な対象に、今日的課題を踏まえた公立の保育所・認定こども園

等や保育行政等のあり方について考える機会として、平成 7 年度より毎年開催してお

り、本年度は 363名の参加がありました。 

初日は、厚生労働省雇用均等・児童家庭

局保育課 馬場 耕一郎 保育指導専門官

／保育室運営事業専門官より保育分野の現

状と取組みについての行政説明、熊本県御

船町役場 長野 英子 主幹による「平成 28

年熊本地震 被災地からの報告」、全保協 

万田 康会長による基調報告、鳥取大学教授 

塩野谷 斉 氏による「保育現場に求められる

ソーシャルワーク」の講義、白百合女子大学教授 秦野 悦子 氏による「配慮を必要

とする子どもへの支援」の講義が行われました。 

二日目は、岩手県大槌町立安渡保育所 所長 阿部 佳代 氏による「東日本大震

災被災地において公立保育所が果たした役割とこれから」の報告のほか、「新制度施

当日の様子 

当日の様子 



 

 5 

行後あらためて考える公立保育所・認定こども園等の専門性」と題し、テーマに即した

事例報告および報告をふまえたグループディスカッション・講義が行われました。事例

報告は①神戸市「公立保育所と支援センターの連携を活かした親支援～保育体験型

親支援事業について～」、②川崎市「子育て支援をとおした地域づくり～新たな公立

保育所事業の取り組み～」の 2 事例が報告され、最後に文教大学教授 櫻井 慶一 

氏により「新制度施行後あらためて考える公立保育所・認定こども園等の専門性」をテ

ーマとする講義が行われました。 

 

 

■ 社会福祉法人における広報の意義と展開を学ぶ～平成 28年

度社会福祉法人広報強化セミナー／都道府県・指定都市社

協広報担当連絡会議 
 

9 月 5～6 日、本会広報室では、社会福祉法人広報強化セミナーを開催しました。

本セミナーではコース別分科会を設けており、社協職員コースは 34 名、法人・施設職

員コースは 74名、合計 108名が参加しました。 

初日の全体会では、笹尾 勝 政策企画部長より

「福祉制度改革の動向と社会福祉法人の広報活

動」について基調説明を行いました。その後、浦野 

正男 氏(全国社会福祉法人経営者協議会 地域

公益活動推進委員長／社会福祉法人 中心会 

理事長)から「社会福祉法人の本質と経営戦略～地

域公益活動の意義～」について、今般の法改正で

地域における公益的な取組みが責務となっている

背景やそれぞれの社会福祉法人の強みを持ち合

わせ連携することの重要性等の講義が行われました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全体会の様子 

社協職員コースの様子 法人・施設職員コースの様子 
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その後の分科会では社協と法人・施設それぞれに求められる広報のあり方につい

て講義と演習を行いました。 

社協職員コースでは、広報を考えるにあたり重要な「認知獲得、関心惹起、探索誘

導、着地点整理、行動促進」という観点から戦略的な広報の組み立て方について演習

を通じ学びました。 

法人・施設職員コースでは自法人の広報が対象者との双方向の PR を意識した企

画となっているか演習を通じて検証しました。 

二日目の午後は、都道府県・指定都市社協広

報担当連絡会議を開催し、21 名が出席しました。

各社協での広報における他団体との連携の取組

みを紹介いただいた後、福祉人材確保における広

報のあり方等についてグループ内で討議を行い、

情報交換・課題共有を図りました。 

 

 

■ 高齢・障害出所者支援、再犯防止が 9 割超と着実に成果～

地域生活定着支援センター社協関係者連絡会議(島根・松

江) 
 

矯正施設を退所する高齢者、障害者の帰住先への受け入れ調整、帰住後のフォロ

ーアップや相談支援を担う47都道府県に設置の地域生活定着支援センターは平成

21年7月に事業を開始し、７年が経過しました。うち、青森、福島、島根、岡山、山口、

愛媛、沖縄の7県は社協が受託しています。平成28年度同支援センター社協関係者

連絡会議は、島根県社協が開催の番となり、7県社協と全社協（政策企画部）、さらに

地元松江刑務所・保護観察所、島根あさひ社会復帰センター、島根県の参加により、

9月8・9日、松江市にて開催されました。 

矯正施設は日本社会を映し出す鏡です。受刑者の高齢化、認知症の増加が加速

化しており、身寄りのない高齢者の大半は窃盗など軽犯罪により2年以内に再犯入所

との状況です。また、障害者の再犯率も課題となっています。国においては、骨太の

方針2016にて「刑務所出所者の再犯防止対策の推進」、犯罪対策閣僚会議再犯防止

対策ＷＴ幹事会で「刑務所出所者等に関する福祉・医療的支援の充実・強化等（平成

27年2月）」を講じるとの政策方針を提起しています。 

全国の同支援センターの平成27年度実績は、総支援調整1,394人の内、住居確保

（福祉施設、民間アパート等）のコーディネート実績が750人（53.8％）、支援調整継続

中が522人（37.4％）、さらに、帰住後のフォローアップは1,861人に及び、取組実績は

広報担当連絡会議の様子 
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着実に増加しています。また、21年7月から平成25年度までに支援された4,493人のう

ち、再犯での矯正施設再入所は、僅かに8.3％と、出所受刑者の社会復帰が大変厳し

い状況にありながら、同支援センターによる再犯防止と社会復帰のための支援実績は

高く評価されるものであります。 

連絡会議では、政策動向や同支援センターの現状と課題の基調報告を踏まえなが

ら、司法・行刑と福祉、更に行政との連携・協働をもとにした矯正施設出所後の住居確

保や福祉サービスの提供、そのための矯正施設等と同支援センターとの取組の標準

化や考え方・情報の共有化、更には広域にわたる支援センター間での連絡調整、フォ

ローアップの現状と課題などについて、7センターから33項目の課題提起がなされ、そ

れぞれの取組状況の説明と課題解決に向けた協議とともに、今後の取組みへの相互

理解を図りました。 

また、同支援センターの委託費（26年度まで国10／10）については、平成27年度に

県負担1／4が導入され、今年度からの傾斜配分導入による予算減額・人員削減など

の影響について状況説明がなされ、平成30年度に向けてのセーフティネット関連予算

の見直し検討への今後の対応などについて意見交換を行いました。 

終わりに、次年度開催を福島県で予定との確認をし、散会しました。 

 

 

 平成 29 年度『介護職員実務者研修通信課程』10 月 1 日

募集開始 
 

中央福祉学院では、介護サービスを担う人材育成とキャリアアップ、介護福祉士国

家試験の受験資格取得を支援するため、県･市社協と連携･協力し、「介護職員実務

者研修通信課程」を開講しています。 

 平成29年度受講については、10月1日より、受講募集を開始します。平成30年1月に

実施される第30回国家試験に向け、職場でのご理解ご協力のもと、多くの方々の受講

をお待ちしております。 
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本課程の意義 

介護福祉士の資質向上を図るため、平成19年改正法等により、3年以上の実務経

験者が介護福祉士試験を受験する場合、450時間の実務者研修の修了が義務付けら

れ、今年度の国家試験から適用されることになりました。 

政府の掲げる「介護離職ゼロ」の実現に向けた、介護人材の需給推計においては、

平成32年には約20万人の不足が見込まれるなど、計画的な人材確保が急務となって

います。 

受講料・受講科目数 

保有資格（コース）によって異なります。平成29年度からは受講期間（予定）もコース

によって異なり、より受講しやすくなりました。 
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受講をサポートする制度も充実 

施設・事業所向けの制度としては、「地域医療介護総合福祉確保基金」からの実務

者研修受講等にかかる代替職員の確保への助成、受講者個人向けには、教育訓練

給付金制度（一般教育訓練）や各都道府県が行う介護福祉士等修学資金貸付制度

があります。 

なお、平成29年度は、岩手県･福島県･埼玉県･神奈川県･川崎市･長野県･奈良県･

大阪市･鳥取県･広島県･山口県の各社協に加えて、新たに秋田県･愛知県･滋賀県に

て、スクーリングが行われ、身近な地域での受講が可能となります。 

申込方法や詳しいご案内は、中央福祉学院ホームページに9月下旬頃よりご案内

いたします。 

たくさんのご応募、お待ちしております。 

 

【問合せ先】 

社会福祉法人 全国社会福祉協議会 中央福祉学院 

TEL 046-858-1355（平日9:30～17：30） FAX 046-858-1356 

 

 

■ 社会福祉研修の実施状況、研修のあり方について意見交換～

平成 28年度社会福祉研修実施機関代表者連絡会議 
 

8月25～26日、広島県平和記念公園内の「広島国際会議場」において「社会福祉研

修実施機関代表者連絡会議」を開催し、44都道府県・市の社会福祉研修実施機関等

から52名が出席しました。 

本会議は、社会福祉研修を担う関係者が一

堂に会し、意見交換や協議を通じて今後の社

会福祉研修の方向性やあり方を協議することを

目的に、昭和49年から実施しており、今回で43

回目を迎えます。 

今回の会議では、「福祉の動向と人材確保対

策等の課題」について、厚生労働省社会・援護

局福祉人材確保対策室室長補佐による行政説明、全国社会福祉協議会事務局長に

よる基調報告を行いました。 

続いて、本年4月より開講した「介護職員実務者研修通信課程」の実施状況の報告

を行いました。スクーリングを実施している広島県、福島県、埼玉県の3社協からの事

例発表では、本研修を実施するに至った経緯や目的の説明に加え、パワーポイント等

当日の様子 
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を使用して、スクーリング運営をスムーズに行うための工夫例、授業風景などが紹介さ

れ、自組織の取組内容を情報提供する機会となりました。 

また、分散会では、①福祉職員キャリアパス対応生涯研修課程、②介護職員実務

者研修通信課程、③介護支援専門員研修、④研修企画・実施・評価、等の協議テー

マごとにグループに分かれ、それぞれの研修機関の状況や今後の課題についての意

見交換など、研修の更なる充実に向けた活発な協議が行われました。 

 

 

 第三者評価 評価調査者の資質向上の取組み～全社協・福

祉サービスの質の向上推進委員会 評価調査者部会 
 

全社協では、福祉サービス第三者評価事業及び、苦情解決の取組みの推進等、福

祉施設・事業所における福祉サービスの質向上を図るための方策等を検討・実施する

ことを目的として、「福祉サービスの質の向上推進委員会」（委員長 山崎 美貴子 氏 

神奈川県立保健福祉大学名誉教授）と同委員会のもとに検討テーマ別の部会を設置

しています。 

9月7日、平成28年度 第1回となる評価調査者部会（部会長 新津 ふみ子 氏／福

祉サービス第三者評価調査者連絡会 代表）を開催し、より適切かつ効果的な第三者

評価の実施に必要となる評価調査者の資質向上のための取組みについて協議しまし

た。 

福祉施設・事業所における福祉サービスの質の向上は重要課題です。社会的養護

関係施設での第三者評価の受審義務化、保育や高齢者分野での受審目標の設定、

障害者・児分野での質の向上の取組みなど、全国的に取組んでいくことが課題となっ

ています。 

そのためには、評価調査者の資質の向上、評価の標準化が必要であり、研修のあり

方や各都道府県推進組織での研修の実施支援等が課題とされています。 

そこで、評価調査者部会では、評価調査者の養成とスキルアップのための研修体

系やそのカリキュラム、また各評価機関で実施する研修のテーマ等とともに、これらを

実施するために必要となる研修教材等の作成検討を進めています。 

研修教材等については、各都道府県推進組織等での研修における講師（指導者）

向けの手引きとしてとりまとめ、平成28年度以降に活用を進める予定としています。 
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 第６２回社会保障審議会介護保険部会資料【8月 31日】 

厚生労働省は、現在 40 歳以上となっている介護保険料の納付対象年齢を引き下げ

ることを提案。委員からは慎重論が大勢を占め、早急な年齢引き下げは見送られる見

通し。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000135328.html 

 

 第２回 児童虐待対応における司法関与及び特別養子縁組制度の利用促進の在

り方に関する検討会【8月 31日】 
 

虐待をうけた子どもを親から引き離す「一時保護」の際の家庭裁判所の関わり方を

議論。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000135293.html 

 

 切れ目のない保育のための対策について【9月 2日】 

待機児童解消に向けた取組みを進めていくための対策のとりまとめ。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000135503.html 

 

 介護分野に関する調査報告書について【9月 5日】 

公正取引委員会は、特養への参入規制について、「医療法人、株式会社等が参入

できるようにするのが望ましい」と提言。 

http://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h28/sep/160905_1.html 

※ 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。 

 

 

 

 

 

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 

政策動向 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000135328.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000135293.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000135503.html
http://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h28/sep/160905_1.html
http://zseisaku.net/
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 第６３回社会保障審議会介護保険部会資料【9月 7日】 

厚生労働省は、要介護認定を更新した後の有効期間を現行の 2年から 3年へ延長

するよう提案し大筋で了承された。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000136021.html 

 

 第 1回 規制改革推進会議【9月 12日】 

7月末に設置期限を迎えた規制改革会議の後継組織。同会議では、社会福祉法人

にのみ認められている特養の設置を株式会社等へ拡げることを議論してきた。来年 6

月までに答申をまとめる予定。 

http://www.kantei.go.jp/jp/97_abe/actions/201609/12kiseikaikaku.html 

 

 

 

 平成 27 年度 介護給付費等実態調査の概況（平成 27 年５月審査分～平成

28年４月審査分)【8月 31日】 
 
年間実受給者数は 605 万 1,100 人となり対前年度比 16 万 8,100 人の増加。受給

者１人当たりの費用額は 15万 7,000円となり、対前年同月増減額 800円の減少。 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/kyufu/15/index.html 

 

 保育所等関連状況取りまとめ(平成 28年 4月 1日)及び「待機児童解消加速化プ

ラン」集計結果を公表【9月 2日】 
  

保育所等定員は前年比 10 万 3,000 人増加し、263 万人。保育所等を利用する児

童の数は前年比 8万 5,000人増加し、246万人。待機児童数は前年比 386人増加し、

2万 3,553人となった。 

また、平成 25～27年度で新たに約 31万 4,000人の保育の受け入れ枠を確保。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000135392.html 

 
 
 
 
 
 

厚生労働省新着情報より 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000136021.html
http://www.kantei.go.jp/jp/97_abe/actions/201609/12kiseikaikaku.html
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/kyufu/15/index.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000135392.html
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 被保護者調査（平成 28年 6月分概数）【9月 7日】 

被保護実人員は 214 万 7,077 人となり、前月より 1,205 人減少。被保護世帯は 163

万 4,693世帯となり、前月より 1,292世帯増加。 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/hihogosya/m2016/06.html 

 若者の生活に関する調査報告書【9月 7日】 

内閣府の調査によると「引きこもり」の人は推計で 54 万 1,000 人で長期化・高年齢

化が進んでいる。 

http://www8.cao.go.jp/youth/kenkyu/hikikomori/h27/pdf-index.html 

 平成 27年（2015）人口動態統計（確定数）の概況【9月 8日】 

出生数は 100 万 5,677 人で前年の 100 万 3,539 人より 2,138 人増加。死亡数は

129 万 444 人で、前年の 127 万 3,004 人より 1 万 7,440 人増加。自然増減数は前年

より 1万 5,302人減少し、9年連続でマイナスかつ減少。 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/kakutei15/index.html 

 

 

 

 

 

 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/hihogosya/m2016/06.html
http://www8.cao.go.jp/youth/kenkyu/hikikomori/h27/pdf-index.html
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/kakutei15/index.html
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平成 28年度福祉ビジョン 21世紀セミナー（旧称 社会福祉トップセミナー） 

～ 「ともに生きる豊かな福祉社会」の実現に向けてのトップセミナー～ 

 

本セミナーは、今後のわが国の経済と諸制度改革の動向についての課題や、全国

各地にて援助・支援を必要とする人々、援助・支援の手が届いていない人々を支えて

いくための福祉活動や有機的なネットワークの実践について有識者から提言いただく

とともに、各福祉領域において実践を積み重ねてこられているリーダーの皆様から、福

祉組織が今後ともに取り組むべき道筋を発議していただき、その活動展開について考

察する機会とすることを目的に開催します。 

 

 

主 催  社会福祉法人 全国社会福祉協議会 

 

後 援  厚生労働省（予定） 

 

日 程  平成28年11月16日（水）～11月17日（木） 

 

会 場  全社協・灘尾ホール（東京都千代田区霞が関 新霞が関ビルLB階） 

        TEL03-3581-7889 FAX03-3580-5721（政策企画部広報室） 

 

対 象  ①社会福祉法人・社会福祉施設等の役員・幹部職員 

②都道府県・指定都市・市区町村社会福祉協議会役員・幹部職員 

        ③社会福祉関係団体、民生委員・児童委員、学識経験者 

        ④都道府県・指定都市・市区町村行政幹部職員 

         

参 加 費  15,000円（1名につき） 

 

参加申込受付・締切  先着順・平成28年11月2日（水）必着 

インフォメーション 
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プログラム 

11月 16日（水） 

13:00～13:15 【開会挨拶】 

全国社会福祉協議会 副会長 髙井 康行 

13:15～14:30

（75分） 

【講演Ⅰ】 『経済政策からみえるこれからの社会保障～岐路に立つ社会保障制度(仮題)』  

講師 駒村  康平 氏（慶応義塾大学経済学部教授） 

14:45～16:00

（75分） 

【講演Ⅱ】『地域包括がもたらす未来／福祉人材確保・育成の展望(仮題) 』 

講師 二木  立 氏（日本福祉大学学長） 

16:15～17:00

（45分） 

【講演Ⅲ】 『共生社会構築に向けた取組みと課題(仮題)』 

講師 厚生労働省 ※調整中 

 

11月 17日（木） 

9:30 ～ 12:30

（180分） 

【シンポジウム】『ともに生きる豊かな福祉社会構築のための実践活動と

今後の取組課題(仮題)』 

シンポジスト／ 

今 田 義 夫 氏 (日本赤十字社医療センター附属乳児院 院長 

/全国乳児福祉協議会 副会長) 

山本 たつ子 氏 (社会福祉法人 天竜厚生会 理事長) 

並 木 香奈子 氏 (日本医科大学 街ぐるみ認知症相談センター) 

日 下 直 和 氏 (香川県社会福祉協議会 事務局次長） 

 

コーディネーター／ 

宮 本 太 郎 氏 (中央大学法学部 教授) 

 

 

 

 

 

【問合せ先】 

  社会福祉法人 全国社会福祉協議会 政策企画部 広報室 

  TEL 03-3581-7889  FAX 03-3580-5721 

 

 

 

 

 

↑URLをクリックするとホームページにジャンプします。 

【開催要綱・申込書のダウンロードはこちら】 

http://www.shakyo.or.jp/news/20160831_vision21_01.pdf 
 

http://www.shakyo.or.jp/news/20160831_vision21_01.pdf
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「ボランティア全国フォーラム 2016」開催のお知らせ 

 

過去 24 年間にわたり開催してきた「全国ボランティアフェスティバル」は「ボランティ

ア全国フォーラム 2016」に引き継がれました。  

本フォーラムはボランティアや市民活動に対する「普及・理解」に加えて、「研究協議」

の要素に重点をおいた形で、今年度から新たにスタートします。  

 

期 日 2016年 11月 5日(土)・6日(日) 

会 場 国立オリンピック記念青少年総合センター 

(〒151-0052 東京都渋谷区代々木神園町 

3-1) 

参加費 5,000円(大学生以下は、1,000円)   

       ※交流会費については、別途 5,000円 

定 員 700名  

       ※定員になり次第、締め切りとさせていただ  

きます。 

締 切 2016年 9月 30日(金) 

詳細・申込 詳細・申込についてはホームページ 

または Facebookをご覧ください。 

ホームページ(http://www.hirogare.net/)  

Facebook(https://www.facebook.com/vforum2016/)    

【問合せ先】 

全国社会福祉協議会 全国ボランティア・市民活動振興センター 

TEL 03-3581-4656 FAX 03-3581-7858  

 

 

 

 

 

 

 

 

↑画像をクリックするとホームページ
にジャンプします。 

http://www.hirogare.net/
https://www.facebook.com/vforum2016/
http://www.hirogare.net/
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「全国ナイスハートバザール 2016 in 神奈川」開催 

～全国約 100 の社会就労センター（障害者就労支援施設・事業所）から

計 800品目の出品を予定～ 

 

全国社会就労センター協議会（以下、セルプ協という）は、日本セルプセンターと開

催県のセルプ協組織と共催で、毎年度「全国ナイスハートバザール」を開催していま

す。今年度は、神奈川県で 9 月 22 日～26 日に、宮城県で 10 月 24～28 日に開催し

ます。 

「ナイスハートバザール」は、1981 年に国際障害者

年の記念事業の一つとして、東京の大手デパートに

あった「社会福祉コーナー」のＰＲのために、全国の社

会就労センター（障害者就労支援施設・事業所）の製

品を一堂に集め、見本市として開催したことが始まり

です。全国の社会就労センターで作られた製品を展

示販売することにより、広く市民の理解を深めることで、

働く障害者の工賃・賃金水準の向上につなげることが、バザールの大きな目的です。 

この活動は、社会就労センターの事業振興（売上拡大とそれを通じた利用者の賃

金・工賃向上）にも寄与し、マスコミにも注目され、1984 年からは国庫による補助も行

われています。以降、今年度まで 30 年以上に渡り全国各地で開催されています。神

奈川県会場については、「ららぽーと横浜」で開催されます。現在、神奈川県の開催

日がせまり、出店施設・事業所と取り扱う商品についての最終調整に入っております。

全国 36都道府県より約 100の社会就労センターが出店、計 800品目もの出品を予定

しています。取り扱う商品は、パン・菓子類、農産品、加工食品、飲料、木工製品、繊

維製品、陶磁器類と多岐に渡ります。民間事業者と同じ土俵のコンテストで受賞するこ

とも、珍しくありません。社会就労センターが取り扱う商品の多様さと質の高さを、ぜひ

会場にお越しいただき、ご覧ください。 

皆様のご来場をお待ちしております。 

 

「全国ナイスハートバザール 2016」開催日程および会場 

◆ 神奈川県 

日程：平成 28年 9月 22日（木）～26日（月） 

会場：ららぽーと横浜（神奈川県横浜市都筑区） ※最寄駅はＪＲ横浜線の鴨居駅 

http://www.knsyk.jp/ 

↑神奈川県社協のＨＰでバザールの案内を掲載しています。 

昨年度のバザール会場の様子 
 
 

http://www.knsyk.jp/
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◆ 宮城県 

日程：平成 28年 10月 24日（月）～28日（金） 

会場：ＪＲ仙台駅 2階ステンドグラス前特設会場（宮城県仙台市青葉区） 

 

【問合せ先】 

社会福祉法人 全国社会福祉協議会 高年・障害福祉部 

TEL 03-3581-6502 FAX 03-3581-2428 
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福祉職員キャリアパス対応生涯研修課程 上級管理職員研修会開催 

～キャリアパス構築のための方法論を学ぶ～ 

 

中央福祉学院では、平成 24 年度にキャリア

パス構築支援に対応した「福祉職員キャリアパ

ス対応生涯研修課程」を開発し、全国的な普及

を進めています（平成 28 年度は 37 都道府県・

指定都市研修実施機関にて約17,000名が受講

予定）。 

今年度は、この課程の中で未実施のコースで

あった上級管理職員（施設長等統括責任者）向

けの研修会を開催します。 

 

研修の概要 

 

1．日程：平成28年12月1日（木）～2日（金） 

2．会場：中央福祉学院（ロフォス湘南）神奈川県三浦郡葉山町 

3．受講対象：現在、施設長等の運営統括責任者に就いている役職員（あるいは近い

将来その役割を担うことが想定される職員）であり、かつ法人・事業所内

における人事施策を担当し、以下のいずれかの要件を満たす者。 

①本課程「管理職員コース」の修了者 

②これまでに職員を本課程のいずれかのコース（初任者、中堅、チー 

ムリーダー、管理者）に派遣したことがある法人・事業所の役職員 

4．参加定員：60名（先着順） 

5．参加費：21,600円（税込）※宿泊代等別途 

6. 申込締切：平成28年10月25日（火） 

 

 

 

↑画像をクリックするとホームページにジ
ャンプします。 

詳細につきましては、中央福祉学院ホームページ

をご覧ください。 

http://www.gakuin.gr.jp/ 

http://www.gakuin.gr.jp/training/course4166.html
http://www.gakuin.gr.jp/
http://www.gakuin.gr.jp/
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7．内容 

・法人・事業所におけるキャリアパス構築に関する講義と演習（キャリアパス構築に

向けた自組織の現状と課題把握等） 

・上級管理職員としてのキャリアデザインと環境整備、アクションプランの作成 等           

※詳細は「開催要綱」をご参照ください。

http://www.gakuin.gr.jp/training/course4166.html 

 

 

平成 28年度 社会福祉法人経営者研修会 

～サービス管理コース～ 

 

社会福祉法人の経営者として必要な法人・施設運営に関する専門的知識及び技

術を習得します。 

本コースでは、サービスの質の向上のための手順書作成やマニュアル策定と活用

方法、サービスで顧客の高い評価を受ける企業の成功例を学ぶことで、社会福祉法

人として果たすべき使命をふまえ、良質で、利用者や地域の満足度の高いサービスを

提供するための方法を習得します。 

 

研修の概要 

1．日 時：平成28年11月10日（木）～11月12日（土） 

2．会 場：中央福祉学院（ロフォス湘南） 

3．対 象：社会福祉法人の役員及び社会福祉法人運営に携わる者 200名 

4．参 加 費：25,700円（税込）※宿泊代等別途 

5．プログラム: 

①「サービスの質の管理と人材育成」 

岸田 宏司 氏(和洋女子大学 学長) 

②「苦情を活用してサービスの質の向上を図る」  

倉田 康路 氏(西九州大学大学院 教授) 

③「業務標準の活用方法～教育訓練・人材育成・評価のための視点～」 

村岡 裕 氏(社会福祉法人依田窪福祉会 常務理事) 

④「福祉サービスの質の向上のための業務標準とプロセス管理」   

村岡 裕 氏(社会福祉法人依田窪福祉会 常務理事) 

⑤「特別講義」 

宗次 德二 氏（カレーハウス CoCo壱番屋創業者） 

↑URLをクリックするとホームページにジャンプします。 

http://www.gakuin.gr.jp/training/course4166.html
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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、郵送にて 

お申込みください。 

申込締切：平成28年10月28日（金）必着 

※10月28日以降も、定員の範囲内で申込を受け付けます。 

※受講案内は中央福祉学院ホームページに掲載しております。 

http://www.gakuin.gr.jp/ 

 

【問合せ先】 

社会福祉法人 全国社会福祉協議会 中央福祉学院 

TEL 046-858-1355（平日9:30～17：30） FAX 046-858-1356 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gakuin.gr.jp/
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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。関係者皆様への周知にご協

力くださるようお願いいたします。 

 

 

<月刊誌> 

●特集「岐路に立つ社会福祉法人」 

『月刊福祉』10月号 

 

経済の低成長、人口減少、高齢化が進むなか、

社会福祉法人には地域に根ざした重要な社会資源

として、さまざまな生活のしづらさがある方の福祉ニ

ーズに応え、その課題解決に向け自主的かつ積極

的に取り組むことが求められている。 

改正社会福祉法の平成 29 年度施行に向け、社

会福祉法人制度等改革のポイントを踏まえ、社会福

祉法人が進むべき道を考える。 

 

（9月 6日発売 定価本体 971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/esp.cgi?_file=book2843&_page=_index&_page2=contents&_page3=detailbook&_sys_id=2843&_class=120101&_category=03359
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/
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●特集「園医さんと共に見守る子どもの健康」 

『保育の友』10月号 

 

嘱託医（園医）は、保育所等にとって心強い味方

であり、子どもたちの健康管理において不可欠な存

在です。年数回実施される健康診断ばかりではな

く、子どもたちが日々健康に過ごすうえでの安全な

保育環境づくりや保護者支援など、たいへん重要な

役割を担っています。そして保育者も、嘱託医（園

医）との連携についての理解を深め、そのつながり

を日常の保育や保護者支援などに生かすことが求

められます。 

そこで、嘱託医（園医）とのよりよい連携につい

て、実践事例を交えて考えます。 

（9月 8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) 

https://www.fukushinohon.gr.jp/esp.cgi?_file=book2844&_page=_index&_page2=contents&_page3=detailbook&_sys_id=2844&_class=120101&_category=08039

