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社会福祉法人 全国社会福祉協議会 

2016（平成 28）年 12月 15日 

日 

 

Action Report 

全 社 協 

第 87号 

Japan National Council of Social Welfare 

          （全社協 ぜんしゃきょう） 

Topics 
 社会福祉法改正を踏まえ、法人社協モデル定款を改正 
 

 介護保険制度の見直し等に関する要望書を提出（地域福祉推進委員会） 
 

 介護保険制度の見直しに係る意見書を提出（全国ホームヘルパー協議会） 
 

 地域包括ケアシステムの中での福祉医療施設～第 27回全国福祉医療施設大会（大阪大会） 
 

 社会福祉施設関係者が取り組む、「子どもの貧困」への支援について考える～子ども・子育てフォーラム

2016 
 

 災害ボランティアセンターの「運営者」としての力量を高める～平成 28 年度第 2 回災害ボランティアセ

ンター運営者研修（長野県） 
 

 次期介護報酬改定に向け、大胆な介護人材確保対策の必要性を議論～高連協懇談会 
 

 「ケアガイドライン」の活用推進等をはかる～職員スキルアップ研修会 
 

 「保育のおしごとを応援！保育士・保育所へのさらなる支援にむけて」～第 4 回保育士・保育所支援

センター等実施福祉人材センター連絡会議 
 

 国家試験受験のポイントと取組方法を学ぶ～第29回社会福祉士国家試験対策直前講座（東京・

兵庫） 
 

 平成 28年度福祉職員キャリアパス対応生涯研修課程セカンド研修会 
 

 組織内のキャリアパス構築に向けた方法論を学ぶ～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 
 

 管理職員として求められる職員育成・組織管理等に関する知識・技術を学ぶ～市区町村社会福祉

協議会管理職員研修会 
 

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://www.gakuin.gr.jp/training/course2643.html
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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 社会福祉法改正を踏まえ、法人社協モデル定款を改正 
 

全社協・地域福祉推進委員会(委員長 桐畑 弘嗣)では、今般の社会福祉法人制

度改革を受け、「法人社協モデル定款」の見直し検討を進めてきたところであり、11 月

11日の社会福祉法改正に係る政省令や通知の発出を受けて、11月 24日付で「法人

社協モデル定款」平成 28年 11月改定版を発出しました。 

本モデル定款は、国の「社会福祉法人定款例」を基本にしつつ、旧モデル定款の

考え方を受け継ぎ、社協の特性を踏まえた内容としたものです。 

社協においては、法改正を受けた経営組織の見直しや透明性の確保など法令の

要請に対応すると同時に、組織の運営ならびに事業・活動に対する地域の住民や福

祉関係者の理解、参画をこれまで以上に進め、地域福祉を推進する中核的な組織と

して体制を強化していくきっかけとすることが重要です。そのため、モデル定款の改定

と併せて「法人社協モデル定款 Q&A」を作成し、地域福祉を推進する協議体としての

機能を踏まえた評議員会の構成、定数のあり方等、社協の組織や事業・活動の特性

を踏まえた対応について解説を行っています。 

モデル定款は下記 URLからご覧ください。 

http://www.zcwvc.net/ 

 

 

 

 介護保険制度の見直し等に関する要望書を提出（地域福祉

推進委員会） 
 

地域福祉推進委員会では、現在、社会保障審議会介護保険部会において議論が

進められている介護保険制度改正に関する要望書をとりまとめ、12月 1日付で厚生労

働省老健局長宛に提出しました。 

要望書では、新たな地域支援事業の今後の展開にむけて、住民主体の「地域づく

り」の重要性を自治体にも改めて周知するとともに、市町村による地域格差の解消のた

め、都道府県による支援を強化することを求めています。 

軽度者への生活援助に関しては、家事代行とは本質的に異なる専門性を評価する

よう求めるとともに、生活管理の支援が必要な高齢者等に対しては適切なアセスメント

のもとで引き続き生活援助が提供される仕組みを維持すべきとしています。また、今後、

中重度者や認知症高齢者を地域で支える体制づくりが急務であることから、小規模多

機能型居宅介護や定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基準緩和や医療・介護の

連携の推進、権利擁護体制の充実等についても提言しています。 

↑URLをクリックすると地域福祉・ボランティア情報ネットワークのホームページにジャンプします。 

http://www.zcwvc.net/
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地域福祉推進委員会では、社協の役割として「住民主体の地域包括ケア」を積極

的に推進していくこととしており、平成 30 年 4 月の次期報酬改定も見据えて引き続き

現場の実態を把握し、国への要望・提言等を行うとともに、市区町村社協に向けた取

組み方針の提案や各地の実践事例の紹介等を進めていく予定です。 

要望書は下記 URLからご覧ください。 

http://www.zcwvc.net/ 

 

 

 

 介護保険制度の見直しに係る意見書を提出（全国ホームヘ

ルパー協議会） 
 

全国ホームヘルパー協議会(会長 神谷 洋美)は次期介護保険制度改正に向けた

意見書を取りまとめ、12 月 1 日、神谷会長から厚生労働省 老健局振興課 三浦 明

課長に手渡すとともに、意見交換を行いました。 

意見書では、国が進めている地域包括ケアシステ

ムの構築にあたっては、利用者に寄り添い生活支

援を行うホームヘルパーの役割が極めて重要にな

ることを踏まえ、ホームヘルパーの専門性が正しく

適切に評価される仕組みの構築を求めました。また、

新しい総合事業の住民主体のサービスの展開にあ

たっては、住民にまかせきりにするのではなく、住民

と専門職の協働が必要であると、制度見直しにおい

て重要となる視点についても指摘しています。 

利用者がその人らしく安心した在宅生活を送るために、ホームヘルパーが十分に専

門性を発揮し、やりがいをもって働き続けられるよう制度見直しの検討を求めました。 

意見書は下記 URLからご覧ください。 

http://www.homehelper-japan.com/ 

 

 

 

 

 

 

↑URLをクリックすると地域福祉・ボランティア情報ネットワークのホームページにジャンプします。 

↑URLをクリックすると全国ホームヘルパー協議会のホームページにジャンプします。 

左：神谷会長、右：厚生労働省 老

健局振興課 三浦 明課長 

http://www.zcwvc.net/
http://www.homehelper-japan.com/
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 地域包括ケアシステムの中での福祉医療施設～第27回全国

福祉医療施設大会（大阪大会） 
 

全国福祉医療施設協議会（会長 桑名 斉）では 11 月 24～25

日、大阪市において第 27 回全国福祉医療施設大会を開催し、全

国の無料低額診療事業を行う病院・診療所から 233 名が参加しま

した。 

本大会では、「地域包括ケアシステムの中での福祉医療施設」を

テーマに、福祉医療施設が地域のセーフティネットとして広く国民

に期待され、信頼される存在となるためにさらなる実践を進め、そ

の存在意義を明らかにしていくことを目的に開催しました。 

1日目は、桑名会長の基調報告につづき行われた、厚生労働省 

社会・援護局 総務課 田中 健太郎課長補佐による行政説明では、「地域共生社会」

構築の中での福祉医療施設の役割について言及されました。その後、「経営実践・福

祉医療実践報告」、と「MSW 実践報告」の 2 つの分科会を行いました。「ケアミックス型

病院での地域連携の取り組み」や「無料低額診療事業としての介護予防教室の取り組

み」、「支援団体とのネットワーク構築が及ぼしたソーシャルワークへの影響」、「外国人

結核患者の入院援助」などをテーマに、各施設での取組みや今後の展開についての

発表が行われました。 

2 日目は、明治学院大学社会学部 教授 新保 美香 氏から、「これからの生活困

窮者支援のあり方を考える」をテーマにご講演をいただきました。新保氏は、今日の貧

困をめぐる状況や、生活困窮者自立支援制度に触れたうえで「福祉医療施設だからこ

そ、住民の身近な存在として医療を担い、地域のセーフティネットとしての役割を発揮

することができる」と期待を示しました。 

その後のシンポジウムでは、地域包括ケアシステムの中での福祉医療施設をテー

マとして、新保氏に加え汐田総合病院総合ケアセンター室長 松尾 ゆかり 氏、寺田

萬寿病院法人 理事長／院長 松川 直道 氏に登壇いただき、今後の無料低額事

業のあり方や福祉医療実践における会員施設がなすべき取組み等について討議、共

有をはかり 2日間の大会を締めくくりました。 

 

 

 社会福祉施設関係者が取り組む、「子どもの貧困」への支援に

ついて考える～子ども・子育てフォーラム 2016 
 

11 月 30 日、全国社会福祉協議会は、「子ども・子育てフォーラム 2016～社会福祉

施設関係者は『子どもの貧困』へどのような支援ができるのか～」を開催し、261名の参

基調報告を行う

桑名会長 
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加がありました。 

第 1部の講演は、認定 NPO法人 Living in Peace理事長 慎 泰俊 氏より、「社会

的養護の課題の全体像と Living in Peace の活動について」と題し、国の施策や国際

的な調査結果等を踏まえた客観的な視点からの「格差や貧困と児童虐待」の状況をは

じめ、児童相談所や一時保護所の現場が疲弊している現状について、実際に各地の

一時保護所等を訪ねて見聞きした現場の職員等の話も踏まえての説明がありました。   

そして、児童養護施設の小舎への建替資金支援や、社会的養護出身者の進学者

に向けた支援など、理事長を務める Living in Peaceの活動について説明されました。 

第 2 部のシンポジウムは、「身近にある貧困に社会福祉施設等関係者は何ができる

のか」をテーマとし、各分野の社会福祉施設からの実践報告をもとに、身近な貧困に

気づき、具体的にアクションしていくための方策等について意見交換がありました。 

シンポジウムの後、「子ども・子育て全国フォーラム 2016 アピール」を採択し、盛会

裏にフォーラムを終えました。 

 

子ども・子育て全国フォーラム 2016 アピール 

 

全ての子どもたちが夢と希望を持って成長していける社会の実現をめざして、「子ど

もの貧困」が我が国全体の課題であるという認識を持ち、社会福祉関係者はその機能

をいかんなく発揮し、役割を果たします。 

 

近年、「子どもの貧困」が社会的課題として耳目を集めています。 

『子どもの貧困対策の推進に関する法律』が平成 25年に成立（26年施行）し、また、

平成 26 年 8 月に閣議決定された『子供の貧困対策に関する大綱』に基づき、多岐に

わたる施策の推進が図られています。 

一方で、いまだ十分な支援の届かない、あるいは制度の狭間にあって支援が受けら

れないことを原因とする「貧困」状態に陥ってしまう状況があることは、社会福祉関係者 

においては既知の事実であり、私たちは制度的支援がない場合においても、様ざまな

地域資源と協働しながら支援に向けた取り組みを図ってきました。 

コーディネーター： 

大竹 智氏 

シンポジスト：左から熊 謙次朗氏、櫛田 啓氏、廣瀬 みどり氏、

武藤 好美氏 
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平成 27 年度のフォーラムでは、「子どもの貧困」に対し、地域の児童福祉施設、社

協、民児協、子ども・子育て支援を行う NPO 等によるプラットフォームづくりを進め、貧

困状態にある子どもとその家庭を地域から「排除させない」、「孤立させない」ためにど

のような取り組みが可能なのか提案しました。 

本年度は、「子どもの貧困」を社会福祉施設関係者の身近にある課題ととらえ、制度

の有無に関わらず、どのような支援・関わりをすることができるのか、実践報告をふまえ

考えてきました。 

今後、社会福祉に関わるすべての者が、地域における「子どもの貧困」に気づき、

貧困状態にある子どもとその家族を見守り、的確な支援を進めていくことを目的に、私

たちは次のとおりアピールし、健やかな子育て環境を実現する社会づくりを進めます。 

 

一、私たちは、地域における子ども・子育て家庭の貧困状態を常に把握し、深刻な貧

困状態に陥る前に、支援を必要とする子どもとその家族を支えます 

 

一、私たちは、貧困状態にある子どもとその家族が、地域から排除されないよう、孤立

することのないよう、様ざまな地域資源と協働し、継続的な支援に取り組みます 

 

一私たちは、いわゆる「貧困の連鎖」や「虐待の連鎖」を断ち切り、子どものよりよい育

ちを支えるため、地域のあらゆる人や団体に働きかけ、地域において貧困状態にある

子どもとその家族を支える取り組みを推進します 

 

平成 28年 11月 30日 子ども・子育て全国フォーラム 2016参加者一同 

 

 

 災害ボランティアセンターの「運営者」としての力量を高める～

平成 28 年度第 2 回災害ボランティアセンター運営者研修

（長野県） 
 

12月 7～8日、「平成 28年度第 2回災害ボランティアセンター運営者研修（長野県

開催）」を長野県社協と全社協の共催により実施しました。 

この研修は、災害ボランティアセンターを通じ

た支援活動を行う様々な団体を対象として、災

害ボランティアセンターの「運営者」としての力

量を高めることを目的に、平成 24年度より開催

しています。 

当日は社協以外の様々なセクターも合わせ、

県内・県外から 136名が参加しました。これまで

の災害における災害ボランティアセンター運営研修会の様子 
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者や、その支援者として様々な経験をもつ講師からの事例提供や議論を通して、災害

ボランティアセンターのあり方や多様な NPO等関係者との協働による運営の必要性を

中心に、それぞれの立場でどのような連携・協働が可能なのか、相互に考察する機会

となりました。 

なお、第 3回研修は平成 29年 1月 30～31日に岐阜県で開催する予定です。 

 

 

 次期介護報酬改定に向け、大胆な介護人材確保対策の必要

性を議論～高連協懇談会 
 

高齢者保健福祉団体連絡協議会（会長 熊谷 和正／以下、高連協）では、11 月

30 日、高齢者の入所施設や医療施設を会員とする全国組織にご出席いただき、現在

見直しが進められている介護保険制度やこれから議論が本格化する次期介護報酬改

定をテーマに、懇談会を開催しました。 

出席者は、高連協の構成組織

である（公社）全国老人福祉施設

協議会、全国地域包括・在宅介護

支援センター協議会のほか、（公

社）全国老人保健施設協会、（一

社）日本慢性期医療協会、（公社）

日本認知症グループホーム協会の

計 5団体です。 

会議冒頭には、厚生労働省 蒲原 基道老健局長にご出席いただき、介護保険制

度の見直しや報酬改定についての方向性、課題等についてご説明いただき、出席者

と意見交換を行いました。 

議論の中で特に話題となったのが介護人材の確保であり、介護福祉士養成校での

学生数の減少や職員不足による施設運営の厳しさ、介護職のイメージアップの必要

性等、大変厳しい現状について発言が相次ぎました。この課題については非常な危

機感を持って対策を検討すべきであるとし、大胆な政策をとらなければ、今後の人材

不足を解消できない等の意見も出されました。 

今後、高連協では懇談会を定期的に開催し、全国組織が連携して対応すべき共

通課題について議論していくことを確認し、終了しました。 

 

 

 

 

当日の様子 
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 「ケアガイドライン」の活用推進等をはかる～職員スキルアップ

研修会 
 

全国身体障害者施設協議会（会長 日野 博愛／以下、身障協）では、会員施設

における個別支援のさらなる充実をはかるため、「個別支援の実現に向けたケアガイド

ライン」とチェックリストを策定し、それらを活用した会員施設でのケアの質の向上に向

けた取組みを推進しています。 

12 月 5～6 日に開催された、6 回目の「職員スキルアップ研修会」では、146 名の参

加を得て、「ケアガイドライン」の意義と活用方法を学ぶプログラム等を実施しました。 

特に、今回は身障協の重点課題である「障害者の権利擁護・虐待防止」に焦点を当

て、参加者には事前課題にて自施設における利用者へのケアに対する見解の相違点

等の刷り合わせやケアの改善点の把握を行ったうえで参加いただきました。 

同研修会では、川田研修・全国大会委

員長による講義により、ケアガイドラインの

意義等を改めて確認するとともに、グルー

プ討議においてケアガイドラインという共通

の基準を用いることで、他の施設職員と、

利用者へのケアに対する視点や取組みを

共有しあい、自施設での課題の解決に向

けたヒント等を学びました。 

また、権利擁護特別委員会 白江 浩委員長及び厚生労働省 虐待防止専門官 

曽根 直樹 氏、ＰＡＣ法律事務所弁護士 佐藤 彰一 氏等による「障害者支援施設

における権利擁護・虐待防止」をテーマとするシンポジウムによって、施設における権

利侵害や虐待につながりかねない不適切なケアの実態を把握し、考えられる発生要

因や、権利擁護・虐待防止に向けた職員個人として、また組織として必要な取組みな

どを学びました。 

 

 

 「保育のおしごとを応援！保育士・保育所へのさらなる支援に

むけて」～第 4 回保育士・保育所支援センター等実施福祉人

材センター連絡会議 
 

12月 5日、平成 28年度保育士・保育所支援センター等実施福祉人材センター連

絡会議を開催しました。本年度は、29都府県より 45名の参加がありました。 

保育士・保育所支援センターは、平成 25年度より国の補助事業として開始し、現在

研修会の様子 
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は、全国で 45センターが設置されており、そのうちの 25センターは都道府県福祉人

材センターが運営しています。25年度以降、毎年度新規開設がなされ、職業紹介実

績（福祉人材センター実施保育士・保育所支援センター回答分）は、求人数及び求職

者、採用数は年々増加しています。 

本会議は、保育士・保育所支援センターに従事する職員が、保育士確保を取りまく

情勢を理解し、各センターにおける有効なノウハウの共有及び今後の事業展開につ

いて協議することにより、さらなる事業の推進を目的に開催されました。 

前半部では厚生労働省 雇用均等・児童家庭局 保育課より「保育分野の現状と取

組」と題したご説明をいただき、その後各グループに分かれ協議・情報交換を行いまし

た。 

参加者からは、「他県の取組みを参考にしていきたい。」「毎年、この会議で仲間が

いることを感じる。」といった声がきかれ、実践を共有することで、各センターの取組み

を向上させる有意義な機会となりました。 

 

 

 国家試験受験のポイントと取組方法を学ぶ～第29回社会福

祉士国家試験対策直前講座（東京・兵庫） 
 

第 29 回社会福祉士国家試験対策直前講座を開催しました（東京会場 11 月 3 日、

兵庫会場 11月 23日）。 

東京会場には 93 名、兵庫会場には 55 名の第 3 期生と中央福祉学院社会福祉士

通信課程卒業生が参加し、事前に受験した模擬試験の解説及び国家試験受験のポ

イントと取組み、特別講義で心理学の要点について学びました。 

受講者からは「日々の業務に追われ、いざ机に向かうと取組み方がわからず、気持

ちばかり焦ってしまっていたが、勉強方法も含め、追い込みで自分のやるべきことが明

確になった。」「模擬試験で全滅（0 点）だった科目の要点を学び、まずここから確実に

覚えていこうと思った。」「早口でついていくのにやっとだったが、この講義を復習して

本番までの総仕上げとしたい。」といった意気込みが多く寄せられました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
講座の様子 
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 平成 28 年度福祉職員キャリアパス対応生涯研修課程セカン

ド研修会 
 

11月23～24日、中央福祉学院では福

祉職員キャリアパス対応生涯研修課程の

指導者養成研修修了者を対象とした「セ

カンド研修会」を開催しました。3回目の

開催となる今年度は、Aコース（講師とし

て指導をすることに不安を感じている方

が対象）への申し込みが多く、Bコース（さ

らなる指導技術の向上・他の都道府県・

指定都市の指導者との情報交換を望む

方が対象）への申し込みが少数だったため、Ａコースに統一して開催しました。 

初日の冒頭講義は全体で行い、その後は演習形式のプログラムを実施しました。演

習ではグループに分かれて6つのセッションの共同研究、模擬指導とそれに対するフ

ィードバックを行いました。その中で、各県の実施状況などの共有と、講師として気を

つけるべきポイント等を確認しました。 

今年度は13名が修了され、受講者からは「他受講者の講義を見て、自分のレッスン

で分からなかったことの解決や、多様な伝え方・演習方法を学べた。」「各講師のオリ

ジナルの話のネタや話し方、時間配分、進め方のバリエーションを得ることができた。」

「どのような点に注意してファシリテートしたら良いのか参考になった。」といった声があ

りました。 

今回の受講を通じて不安や疑問が解消された講師の方々の今後の活躍が期待さ

れるとともに、各都道府県・指定都市で実施されている本課程が一層充実したものとな

り、さらなる普及・定着につながるものと思われます。 

なお、中央福祉学院では、本課程の指導者養成を引き続きはかるべく、下記日程

にて「指導者養成課程」を来年度も開催する予定です。 

 
 

指導者養成課程 

日 程：平成 29年 5月 27～29日 

対象者：各研修実施機関が推薦する「福祉職員キャリアパス対応生涯研修課程」によ 

る研修指導予定者 

 

 

 

当日の様子 
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 組織内のキャリアパス構築に向けた方法論を学ぶ～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 
 

12月1～2日、中央福祉学院において、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を開催しました。 

同研修会は、平成28年度現在、全国37都道府県・政令指定都市で実施されている

福祉職員キャリアパス対応生涯研修課程の

最上位の受講者層となる施設長等統括責任

者を対象とした研修会で、今年度初めて開催

し、14名が参加しました。また、各地の研修実

施機関から9名がオブザーバとして参加しまし

た。 

2日間にわたる研修会では、トップマネジメ

ントとしての基本的な役割や、自らのキャリア

デザインの方法、各法人・事業所においてキャリアパスを整備・充実させていくための

考え方や方法について、講義や演習を通じて学びました。 

特にキャリアパスの整備・充実に向けては、診断シートを用いて各法人・事業所の自

己診断を行い、現状を把握するとともに、人材マネジメント（職員の定着、モチベーショ

ン向上、キャリアアップ支援等）のために、上級管理職員としてどのように仕組みを作

り、成果をあげるかについて、グループワークを行って学びを深めました。 

 

 

 管理職員として求められる職員育成・組織管理等に関する知

識・技術を学ぶ～市区町村社会福祉協議会管理職員研修会 
 

中央福祉学院では、12 月 4～6 日にかけて、市区町村社会福祉協議会管理職員

研修会を開催しました。全国から 56名の受講者が参加し、講義や演習を通して、管理

職員として必要な社会福祉を取りまく環境や、職員育成・組織管理等に関する知識・

技術を学びました。 

2 日目に行われた演習では、午後 9 時までのプログラムとなり、自身の社協の環境

分析を行い、課題に取り組まれました。 

また、研修最終日には研修中の学びを通して、自身の目標形成を作成し、グルー

プ内で情報共有を行いました。 

研修全体を通して、「学びの多い研修であった。」「ハードな日程ではあったものの、

得られるものが多い研修だった。」という感想がありました。  

当日の様子 
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■ 【内閣府】第 4回成年後見制度利用促進策ワーキング・グループ【12月 6日】 

権利擁護支援の地域ネットワークのあり方やその中核を担う機関の機能等の論点が

示された。 

http://www.cao.go.jp/seinenkouken/iinkai/wg/riyousokusin/4_20161206/siryo_4.html  

 

■ 第 70回社会保障審議会介護保険部会【12月 9日】 

高所得の高齢者の自己負担を 2割から 3割へ引き上げる案等を大筋で了承。2018

年 8月からの実施をめざしている。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000145513.html 

 

■ 社会保障審議会介護保険部会【12月 9日】 

社会保障審議会介護保険部会による「介護保険制度の見直しに関する意見」の取

りまとめ。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000145517.html 

 

■ 第 4回子ども家庭福祉人材の専門性確保ワーキンググループ【12月 9日】 

家庭福祉人材の専門性確保における各専門職研修内容等について案が示された。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000145531.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.cao.go.jp/seinenkouken/iinkai/wg/riyousokusin/4_20161206/siryo_4.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000145513.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000145517.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000145531.html
http://zseisaku.net/
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■ 第 133回社会保障審議会介護給付費分科会【12月 9日】 

平成 29年度介護報酬改定に関する審議報告案が示された。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000145620.html 

 

 

 

■ 第４回生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理のための検討会【12 月 1 日】  

高齢者に対する支援、社会福祉法人の役割、人材養成研修、 帳票、統計システム

等について議論がなされた。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000144564.html 

 

■ 被保護者調査（平成 28年 9月分概数）【12 月 7日】 

被保護実人員は 2,145,114 人となり、前月より 1,029 人減少。被保護世帯は

1,636,902世帯となり、前月より 266世帯増加。 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/hihogosya/m2016/09.html 

 

 

 

  

厚生労働省新着情報より 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000145620.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000144564.html
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/hihogosya/m2016/09.html
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第 12回 権利擁護・虐待防止セミナー 

開催のお知らせ 

 

テ ー マ 「これからの成年後見・権利擁護の展望 

～包括的支援の展開のための関係機関の連携・協働～」 

 

今年度のセミナーでは、地域における権利擁護実践者からの報告をもとに、関連機

関との連携・協働の現状と課題、そして、これからの権利擁護・虐待防止のために必要

な体制づくりと取り組み、さらには、ともに生きる地域コミュニティの創造について考察

します。 

 

日 時 平成 29年 2月 13日（月） 10：15～17：00 (9:30受付開始) 

会 場 全社協・灘尾ホール(東京都千代田区霞が関 3-3-2 新霞が関ビルＬＢ階) 

参加対象 地域包括支援センター、在宅介護支援センター、障害者虐待防止センタ

ー、障害者権利擁護センター、児童家庭支援センター、地域生活定着支

援センター、社会福祉法人・福祉施設 

民生委員・児童委員 

社会福祉協議会（日常生活自立支援事業、成年後見センター、生活困窮

者支援事業関係部所） 

市区町村、都道府県、児童相談所、福祉事務所 

非営利組織・専門職組織、教育機関関係者 

対人援助専門職（社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士）等 

（定員 200名） 

 

受付締切 平成 29年 1月 30日（月）必着（ただし、定員になり次第締切） 

参 加 費  10,000円 

※権利擁護や虐待防止の動向や課題等を掲載した『権利擁護・虐待

防止 2017』を当日配布します。 

プログラム 

9:30～ 受付 

10:15～ 【開会挨拶】  全国社会福祉協議会 

インフォメーション 
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10:30～11:20 

（50分） 

【講演Ⅰ】「これからの成年後見制度～利用促進と不正利用防止に向けて～」 

 （講師） 内閣府 成年後見制度利用促進委員会事務局参事官 

                              須田 俊孝 氏 

11:20～12:20 

（60分） 

【講演Ⅱ】「障害者の地域生活と権利擁護」 

 （講師） 東洋英和女学院大学大学院 教授 石渡 和実 氏 

12:20～13:20 昼食・休憩 

13:20～14:20 

(60分) 

【講演Ⅲ】「高齢者の権利擁護・虐待防止」 

（講師） 東邦大学看護学部 教授      岸 恵美子 氏 

14:20～14:30 休憩 

 

14:30～17:00 

(150分) 

 

【シンポジウム】「包括的支援の展開のための関係機関の連携・協働 

                   ―地域コミュニティの創造に向けて必要なこと」 

本シンポジウムでは、地域での権利擁護・虐待防止の実践活動の報告をも

とに、高齢者・障害児者への総合的な権利擁護のための支援活動やネットワ

ークづくり、生活困窮者の支援に関する社会福祉関係組織の取組みと課題、

さらには、児童虐待防止・子ども家庭福祉の取り組みにおいて社会福祉関係

組織が果たすべき今日的な役割や連携・協働による地域コミュニティの課題な

どについて考察することとします。 

 

（コーディネーター）明治大学法科大学院教授／弁護士 平田  厚 氏  

１．住之江区地域包括支援センターにおける権利擁護・虐待防止の取り組み 

  大阪市住之江区社会福祉協議会 地域包括支援センター 山下 公明氏 

２．地域あんしんセンターたちかわにおける成年後見制度等の取り組み 

  立川市社会福祉協議会 地域あんしんセンターたちかわ 山本 繁樹 氏 

３．あんしんセーフティネットと生活困窮者自立支援制度との協働 

  埼玉県社会福祉協議会 生活支援課 髙木 義昭 氏 

４．児童虐待防止に向けた要対協の機能強化の取り組み 

  沼津市市民福祉部福祉事務所こども家庭課 笹井 康治 氏 

17:00 終了 
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セミナーの詳細は下記 URLからご覧ください。 

http://www.shakyo.or.jp/news/seminar_No12_20161215.pdf 

【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 

 

 

地域の福祉力セミナー 

～「地域力強化検討会」の議論から読み解く 

これからの地域福祉と社会福祉協議会の役割～ 

開催のお知らせ 

 

本セミナーは、住民が自ら“地域の福祉力”を育み、地域福祉課題の解決に取組む

プロセスをいかに社会福祉協議会がサポートしていくことができるか、その視点や手法

について研究・協議することを目的に開催しています。 

平成 28年 6月に閣議決定された「ニッポン一億総活躍プラン」に盛り込まれた地域

共生社会の実現に向けて、現在、国において、住民主体の課題解決に向けた仕組み

づくりや、多機関の協働による包括的支援のあり方等の検討が行われています。本年

度は、「地域における住民主体の課題解決力強化・相談支援体制の在り方に関する

検討会(地域力強化検討会)」での議論や中間とりまとめからその内容を読み解き、こ

れからの地域福祉をめぐる方向性と社会福祉協議会の果たすべき役割、課題等につ

いて考えます。 

 

日  時  平成 29年 1月 22日（日） 

9：50開会（受付開始 9：30） 15：30閉会 

 

会  場  図書館交流プラザ 1階ホール 

（〒444-0059 愛知県岡崎市康生通西 4-71 TEL：0564-23-3100） 

 

主  催  全国社会福祉協議会 地域福祉推進委員会 

  

協  力  「第 10回全国校区・小地域福祉活動サミット INおかざき・西三河」実行委 

員会 

↑URLをクリックすると開催要綱へジャンプします。 

http://www.shakyo.or.jp/news/seminar_No12_20161215.pdf
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参加費  5,000円  

 

参加対象  市区町村社協における地域福祉推進部門を担う職員 

地区社協のリーダー層 

都道府県・指定都市社協職員  等 

 

定 員  250名（申込書先着順） 

 

開催要項等は下記 URLからご覧ください。 

http://www.zcwvc.net/ 

 

【問合せ先】 

社会福祉法人 全国社会福祉協議会 地域福祉部 

TEL：03-3581-4655 FAX：03-3581-7858 

  

↑URLをクリックすると地域福祉・ボランティア情報ネットワークのホームページへジャンプします。 

http://www.zcwvc.net/
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平成 29年度 社会福祉主事資格認定通信課程 受講者募集のご案内 

～民間社会福祉事業職員課程・春期コース～ 

 

 

中央福祉学院では、標記通信課程の平成 29年度受講者を募集します。 

本通信課程は、民間社会福祉事業の現場に現

在勤務している職員が、社会福祉主事任用資格

を通信教育により取得することを目的として開講

するものです。 

「社会福祉主事」は、福祉事務所の現業員や査

察指導員等に必要とされる任用資格ですが、高

齢者福祉、障害者福祉、児童福祉などの民間社

会福祉事業の多くの現場においても、職員の基

礎的な資格として準用され、広く取得されていま

す。 

標記課程は、約 40年の実績を有する伝統ある通信課程であり、社会福祉法人や民

間企業等を含め、年間 5,500名（春・秋コース通算）の方に受講いただいています。 

また、本課程修了後、所定の相談援助業務に 2 年以上従事すると、社会福祉士通

信課程短期養成施設の入学資格を得ることができます。本学院でも社会福祉士短期

養成コースを実施していますので、主事資格取得後のさらなるキャリアアップを見据え

た継続的な学習を計画いただけます。 

詳しくは受講案内をご覧いただき、是非受講をご検討ください。皆さまのお申し込み

をお待ちしております。 

 

通信課程の概要 

 

(1)受講期間：平成 29年 4月～平成 30年 3月（1年間） 

(2)学習内容：自宅学習による答案作成（16科目）、面接授業（5日間） 

(3)受 講 料：87,400円(消費税込額。添削指導料、テキスト・教材費・面接授業料含 

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/ 

↑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.gakuin.gr.jp/
http://www.gakuin.gr.jp/
http://www.gakuin.gr.jp/training/course295.html
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む)※面接授業時の交通費・宿泊費等は別途 

(4)受講資格：社会福祉法にもとづく第 1種・第 2種社会福祉事業の届出をした民間 

の施設・事業所、あるいは介護保険法にもとづく介護保険事業者の指

定を受けた民間の施設・事業所に従事していること。 

(5)申込期間：平成 28年 12月 1日～平成 29年 1月 31日【当日消印有効】 

（定員に達し次第締め切ります。） 

 

http://www.gakuin.gr.jp/training/course295.html 

 

 

 

 

 

 

  

↑URLをクリックすると中央福祉学院のホームページへジャンプします。 

【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 

http://www.gakuin.gr.jp/training/course295.html
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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。 

 

<新刊図書> 

●『改訂増補 社会福祉法改正のポイント これからの 

社会福祉法人経営のために』 

(全国社会福祉法人経営者協議会 編) 
 

平成 28年 11月に発出された社会福祉法等の一

部を改正する法律による政省令（「社会福祉法等の

一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備

及び経過措置に関する政令」「社会福祉法等の一

部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省

令の整備等に関する省令」）の内容を反映した増補

改訂版。 

平成 29 年 4 月 1 日施行となる項目を整理して加

筆。定款変更、理事会による評議員選任委員の選

定、評議員選任委員会の開催、評議員会による理

事の選任、理事会による法人役員の選任など、厚生

労働省からこれまでに示されている事務連絡による

Ｑ＆Ａの内容も網羅。 

 

(12月発行 定価本体 2,200円税別） 

 

 

 

 

 

 

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/ 

(↑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/
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=book2863&_page=_index&_page2=contents&_page3=detailbook&_sys_id=2863&_class=010101&_category=ISBN978-4-7935-1216-2 C2036
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<月刊誌> 

●特集「共生社会と社会保障制度の未来像」 

『月刊福祉』1月号(第 100巻記念号) 

 

これからのキーワード「共生社会」。 

そして、社会保障・社会福祉はどこへ向かうのか。 

第 100 巻を迎え、若手論客とともにこれからの社

会について考えます。 

 

（12月 6日発売 定価本体 971円税別） 

 

 

 

 

 

 

 

●特集「『保育所保育指針中間とりまとめ』と私たちの実践」 

『保育の友』1月号 

 

平成 27年 12月から 8回にわたり、社会保障審

議会児童部会保育専門委員会において保育所保

育指針（以下、保育指針）の改定に向けた検討が行

われ、平成 28（2016）年 8月に「中間とりまとめ」が公

表されました。今後は、委員会で出されている課題

や、現在検討中の「幼保連携型認定こども園教育・

保育要領」「幼稚園教育要領」の改定内容なども踏

まえ、最終的な報告がとりまとめられる予定です。 

そこで、「中間とりまとめ」の内容を踏まえ、改定の

ポイントへの理解を深めるとともに、個々の保育士が

その内容をどうとらえ、実践に生かすべきかなど、今

後の保育の方向性についてのインタビュー・てい談

などを通して、関係者からの意見をもとに考えます。 

（12月 8日発売 定価本体 581円税別） 

 

【問合せ先：出版部 TEL 03-3581-9511】 

(↑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=book2862&_page=_index&_page2=contents&_page3=detailbook&_sys_id=2862&_class=120101&_category=08039
https://www.fukushinohon.gr.jp/esp.cgi?_file=book2861&_page=_index&_page2=contents&_page3=detailbook&_sys_id=2861&_class=120101&_category=03359
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＜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。 


