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害ボランティアセンターの支援体制の強化に向けて」～ボランティア・市民活動の強化推進
のための報告書をとりまとめ

 福祉教育 7 つの実践～社会的包摂にむけた福祉教育プログラムモデル事業報告会
 障害者総合支援法施行 3 年の見直し検討と改正法案の内容理解を促進
 36都道府県・市が研修課程を実施～福祉職員キャリアパス対応生涯研修課程運営委
員会

 平成27年度ふくし映像レポート「地域で人と人をつなぐ福祉～支え、見守る社協活動
2016」配信
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■ 社会福祉法等の一部を改正する法律案、衆参両議院にて可
決成立
社会福祉法等の一部を改正する法律案は、3月23日(水)の参議院本会議で可決後、
再度衆議院に送致され、30日(水)の衆議院厚生労働委員会を経て、31日（木）の衆議
院本会議において可決成立しました。
これにより、法律の施行日等は、厚生労働省が社会・援護局関係主管課長会議（3
月3日開催）で示していたスケジュールのとおりとなり、今年4月1日施行事項では、社
会福祉法人が6月30日までに現況報告書を所轄庁に届出することなど事業運営の透
明性の向上、財務規律の強化、地域における公益的な取組を実施する責務、平成29
年4月からの新しい評議員選任に向けて、定款変更を行うなどの対応をすべての社会
福祉法人がはかっていくことになります。

■ 福祉人材のポジティブ 3K:「感謝、感動、感激」の発信～全社
協政策委員会『地域を支える福祉人材確保・育成・定着の緊
急対策』をとりまとめ
全社協 政策委員会では、社会福祉法人・福祉施設や社会福祉協議会での深刻な
福祉人材確保の課題を踏まえ、全国的な方向性の確認のもとに、総合的な福祉人材
確保の取組、働きかけを展開していくため、このたび「地域を支える福祉人材確保・育
成・定着のための取組方策」（以下、「取組方策」）を策定しました。
この取組方策は、『「全社協 福祉ビジョン2011」第2次行動方針』の７つの重要課題
にある「福祉サービスの質の向上と社会福祉法人・福祉施設、社会福祉協議会の経
営管理の強化」、「福祉の職場の社会的評価の向上、福祉人材の確保・育成・定着の
取組強化」の2つの重要課題にもとづき具体的な取組を提起するものです。
今後、平成28年度から平成30年度までの3年間を緊急的な取組期間として、全国、
都道府県・指定都市段階、及び地域の社会福祉法人・福祉施設等において、社会福
祉協議会、社会福祉法人・福祉施設等組織が連携・協働して緊急人材確保等のため
効果的、組織的な活動・事業を展開することとしています。
「取組方策」では、その目標として、（1）必要な福祉人材を中長期にわたって安定的
に確保できるよう取組むこと、（2）福祉にふさわしい福祉人材の育成をはかること、（3）
継続して働ける職場環境を構築し、福祉人材の定着をはかること、を掲げています。
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その上で、地域からの信頼を高めるとともに魅力ある職場づくりを社会福祉法人・福
祉施設等が自らの経営責任のもとに取組むことにより、福祉人材確保等を進めること
のほか、市町村（または圏域）、都道府県・指定都市、全国の各段階での具体的な取
組を整理し、総合的かつ重層的な取組の必要性を提起しています。
この「取組方策」のもとに、政策委員会の構成組織においては、必要とされる福祉人
材の安定した確保・育成・定着のための取組の集中的な展開とともに、福祉の仕事、
福祉の職場のやりがいや魅力：福祉人材のポジティブ3K：「感謝、感動、感激）を社会
全体に発信することにより、全国的かつ緊急的な福祉人材確保の勢いある取組を可
視化し、これにより、国民の福祉への理解と参加促進をはかってまいります。
地域を支える福祉人材確保・育成・定着の緊急対策は下記の政策委員会ホームペ
ージに掲載しています。
http://zseisaku.net/approach/

■ 「活動支援の強化に向けて～ボランティア・市民活動支援組織
の現状とこれから～」、「災害ボランティアセンターの支援体制の
強化に向けて」～ボランティア・市民活動の強化推進のための
報告書をとりまとめ
生活困窮者支援や介護保険改正などの新たな制度や昨今頻発する災害時の被災
者支援に対し、ボランティア・市民活動が担う役割への期待が高まっています。ボラン
ティア・市民活動がもつ力を十分に発揮していくためには、多様な関係機関が協働し
ながらボランティア・市民活動を支援していくことが必要です。
全社協全国ボランティア・市民活動振興センターでは、ボランティア・市民活動の支
援体制の強化推進の方策について検討することを目的に、『ボランティア・市民活動
支援に関する調査研究委員会』（委員長：日本福祉大学原田正樹教授）を設置して調
査研究を進めました（厚生労働省平成27年度生活困窮者就労準備支援事業費等補
助金社会福祉推進事業）。
委員会では、社協ボランティア・市民活動センターや中間支援を行うNPOセンター
等の活動状況等に関するアンケート調査を実施し、そこから見えてきたボランティア・
市民活動支援の団体の活動実態を把握するとともに、今後の活動強化に向けた提言
を行いました。

3

また、上記委員会のもとに『災害ボランティアセンターの運営支援のあり方に関する
小委員会』（委員長：Community Empowerment Office FEEL Do 代表 桒原英文氏）を
設け、災害ボランティアセンターの運営支援経験者等のグループインタビューを通じ
て、災害ボランティアセンターの運営支援者に期待される役割や県域支援のあり方と
支援充実のための循環モデルなどについて提起しています。

画像をクリックすると、報告書ダウンロードページが開きます。

■ 福祉教育 7 つの実践～社会的包摂にむけた福祉教育プログラ
ムモデル事業報告会
3月18日（金）、タイム24ビル（東京都江東区青海）において開催しました「福祉教育
7つの実践～社会的包摂にむけた福祉教育プログラムモデル事業報告会」には106名
の参加者が集まりました。
全社協では、いま日本社会が直面している様々な地域課題・生活課題に対して、地
域住民の理解や参加を推進するために、これまでの社協の福祉教育の取り組みを基
盤として、平成23年度から3年間にわたり「社会的包摂に向けた福祉教育のあり方検
討委員会」を設置して議論を重ねてきました。昨年度開発したプログラムを実践に落と
し込むべく、本年度はモデル的に各地でプ
ログラムに取り組み、その報告会という位置
づけで開催いたしました。
冒頭では、基調説明「社会的包摂にむけ
た福祉教育の実践」（講師：原田正樹氏(日
本福祉大学教授/日本福祉教育・ボランテ
ィア学習学会理事)において、これまでの福
祉教育のあゆみを踏まえた上で、「社会的

基調説明の様子
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包摂」の意味についてあらためて共有し、その後、プログラム実施報告では、7つのプ
ログラムを実施した社協の担当者により実施報告がなされました。
午後の分科会では、事例報告者が3つの分科会に分かれ、より詳細なプログラムの
報告とともに、課題なども合わせて具体的・分析的に見ていくことで、参加者が今後地
域に戻って福祉教育プログラムを実践的に実施できるように紐解いていきました。
最後に、本事業実施におけるアドバイザーの日本福祉大学教授原田先生、同准教
授野尻先生、首都大学東京准教授室田先生らによる対談で、本報告会の整理をして
会を締めくくりました。
【分科会】
□第1分科会
ファシリテーター 原田 正樹氏（日本福祉大学 教授）
事例① ＩＣＦの視点を活かした福祉教育プログラム ～ちがいと同じ～
髙橋 信二 氏（宮城県女川町社会福祉協議会）
事例② 気になる人たちマップ ～西岳地区支えあいマップづくり～
大牟田 智子 氏（宮崎県都城市社会福祉協議会）
事例③ [コンフリクト]盾を作るワークショップ
～それぞれの価値観や地域のコンフリクトについて学ぶ～
丸山 真利奈 氏（愛媛県八幡浜市社会福祉協議会）
□第2分科会
ファシリテーター 野尻 紀恵氏（日本福祉大学 准教授）
事例① ぼくたちのまちを知るワークショップ
～ぼくたち・わたしたちのまち“早岐”を知るワークショップ～
冨永 健三 氏（長崎県佐世保市社会福祉協議会）
事例② 中学校～セーフティネットを知るプログラム～
林 省吾 氏（熊本県合志市社会福祉協議会）
□第3分科会
ファシリテーター 室田 信一氏（首都大学東京 准教授）
事例① コンフリクトを対話のチャンスへと変える
～私の無関心を「関心」に変えるために～
三宅 啓太 氏（岡山県社会福祉協議会）
事例② [共感]社会的包摂を考えるロールプレイ
奥田 詩織 氏（三重県伊賀市社会福祉協議会）
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■ 障害者総合支援法施行 3 年の見直し検討と改正法案の内容
理解を促進～障連協セミナー
全国社会福祉協議会内に設置され、障害当事者や家族等を中心とした計20の関
係団体を会員とする「障害関係団体連絡協議会」（会長代行 橘文也）では、障害者総
合支援法施行3年を目途として見直すとされた検討項目のうち「高齢の障害者」に関
する課題を平成26～27年度の研究テーマに取り上げ、関係団体からのヒアリングを進
め、意見をとりまとめたとともに、社会保障審議会障害者部会にそれを提出してきまし
た(障連協の同報告書は全社協HPで閲覧可）。
そのようななか、昨年12月の社保審障害者部会によるとりまとめ報告書の公表を経
て、こんにち一部改正法案が国会に上程されたことから、今般、障連協として、同報告
書ならびに一部改正法案の内容について理解を深めるため、「障連協セミナー」を3月
16日(水)に全社協会議室において開催しました。
障連協構成団体の関係者や社会福祉協議会関係者等が集い、厚生労働省社会・
援護局障害保健福祉部障害福祉課長 田中佐智子氏を講師にお招きして2時間にわ
たり説明を受けました（質疑応答を含む）。
大多数の参加者から「詳しい説明
により、今回の見直しの重要なポイ
ントが理解できた」と好評を得たほか、
質疑応答では、障害福祉サービス
から介護保険サービスに移行した
際にサービスに利用制限が生じる
のではないかという懸念や、65歳以
セミナー当日の様子
上の障害者への利用負担軽減策の
要件等に関する質問が出されたほ
か、今後の総括的な地域包括ケア体制への期待などの意見も出されました。

■ 36 都道府県・市が研修課程を実施～福祉職員キャリアパス
対応生涯研修課程運営委員会
全社協・中央福祉学院では、3月23日（水）、「福祉職員キャリアパス対応生涯研修
課程運営委員会」を開催し、新たに4県の社会福祉研修実施機関が本研修課程の実
施機関として登録されました。これにより、平成28年度からは36都道府県・市（下記表
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参照）において本課程が実施され、全国で約16,000名が受講する予定です。
本課程は、平成19年に厚生労働省が告示した福祉人材確保指針の発出を機に、
福祉･介護サービス従事者が、自らのキャリアアップの道筋を描き、それぞれのキャリア
パスの段階に応じて共通に求められる能力の向上を段階的・体系的に習得することを
支援するために開発されたものです。
既に実施している研修実施機関においては、福祉･介護サービス従事者の働きが
いの向上につながっているとの評価を得ており、また、介護職員や保育士の処遇改善
やキャリアアップに向けた各種助成金等に本課程の受講を活用する事例も見られて
おります。
なお、創設が待たれていた「上級管理職員コース」については、中央福祉学院での
平成28年度の実施に向けて検討を進めています。
登録実施機関（平成28年度：36都道府県・市）
北海道 青森県 岩手県 秋田県 山形県 福島県 群馬県 埼玉県 東京都
神奈川県 新潟県 千葉県 富山県 石川県 福井県 長野県 岐阜県 静岡県
愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県
広島県 福岡県 熊本県 宮崎県 千葉市 横浜市 川崎市 京都市 大阪市
※下線部が平成28年度からの新規実施団体
※岩手県は社会福祉事業団、その他は都道府県・市社会福祉協議会

■ 平成 27 年度ふくし映像レポート「地域で人と人をつなぐ福祉～
支え、見守る社協活動 2016」配信
このたび、全社協政策企画部広報室では、平成 27 年
度ふくし映像レポート「地域で人と人をつなぐ福祉～支え、
見守る社協活動 2016」を制作・配信しました。
少子高齢化や核家族化が進み、地域との関わりが薄く
なっている人々が増えるなかで、地域の多様性に応じた
福祉の支え合いのしくみをつくることが求められていま
す。
社会福祉協議会では、変化する地域コミュニティで人
と人をつなぐため、福祉の実践活動に取り組んでおり、本
レポートでは、3 か所の社会福祉協議会における地域コミ
ュニティでの総合的な相談の取り組み、生活支援を担う
クリックすると画像が拡大します
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専門職の姿を通して、社協活動の実践を紹介しています。
本映像は、下記 URL よりご覧いただけます。そのほか、DVD を作成し、3 月末に都
道府県・指定都市社協にお送りしています。会議や研修会・セミナーでの上映にぜひ
ご活用ください。
◇「地域で人と人をつなぐ福祉～支え、見守る社協活動2016」
（再生時間：16分28秒）

https://youtu.be/8T8yGXgeAPQ
※Youtube につながります。

■ 福祉サービス第三者評価の強化による質の向上～全社協・福
祉サービスの質の向上推進委員会常任委員会
全社協では、福祉サービス第三者評価事業及び、苦情解決の取り組みの推進等、
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
神奈川県立保健福祉大学名誉教授）を設置しています。
3月16日（水）、平成27年度 第1回となる同委員会の常任委員会を開催し、福祉サ
ービスの「質」をめぐる現状と課題に関する意見交換とともに、「障害者・児福祉サービ
ス版」及び「高齢者福祉サービス版」の第三者評価基準ガイドライン（案）について協
議しました。
「障害者・児福祉サービス版」については、障害者・児支援に関わる福祉現場の実
践とともに、障害者権利条約や障害者総合支援法など近年の施策動向を踏まえた改
定を厚生労働省へ提案するものです。
また、「高齢者福祉サービス版」は、平成25年に厚生労働省から通知された内容を
もとに、従来の特別養護老人ホーム、通所介護、訪問介護に加え、養護老人ホームと
軽費老人ホームに対象を広げた内容として改定し、厚生労働省へ提案します。
平成26年4月には、第三者評価の共通評価基準ガイドラインの全部改正が厚生労
働省より通知されており、今般の改定は、これらの内容にそって改定するもので、全国
的に評価基準の標準化をはかっていくものです。
なお、本委員会の提案などを踏まえ、平成28年3月1日付で「保育所版」の評価基準
ガイドラインの改定について、厚生労働省より通知されました。また、平成28年度には、
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上記の「障害者・児福祉サービス版」及び「高齢者福祉サービス版」の評価基準ガイド
ラインの改定について、厚生労働省からの通知が予定されております。
今後、社会福祉法人改革の動向を踏まえると福祉サービスの質の向上は重要課題
となっていくものです。第三者評価にかかる各種研修及び働きかけにより福祉施設・
事業所の理解と受審促進をはかるとともに、そのための評価機関や評価調査者の養
成と確保などの受審環境の整備・拡充について、全国的に取り組んでいくことが必要
です。

■ 種別協議会等総会
 利用者の権利擁護をすすめ、ケアの一層の向上を図ることを
確認-全国身体障害者施設協議会総会[3 月 11 日]
全国身体障害者施設協議会(会長 日野博愛)の平成 27 年度第 2 回協議員総会が
3 月 11 日（金）に開催されました。
平成 28 年度の事業計画においては、「適切なケアを行う」「生活の個別性を支える」
「コミュニティケアの実現」を重点とし、障害者差別解消法施行への対応や施行 3 年を
経過した障害者虐待防止法に則り虐待防止・権利擁護のさらなる取り組みを推進する
ことも併せて確認しました。
また、社会福祉法人制度改革に適切に取り組んでいくとともに、会員施設において
「身障協ケアガイドライン改訂新版」を活用し、ケア・スタンダードを広めて一層のレベ
ルの向上を図ること、また、障害者総合支援法施行 3 年後の見直し内容や平成 30 年
の報酬改定を見据えながら、人材確保策の検討も含めつつ障害者の生活を支えるた
めに必要な支援と体制づくりを進めていくことを確認しました。
さらに、平成 29 年度障害保健福祉関係制度改善・予算要望について協議し、重度
の身体障害者を支援する医療的ケア提供体制の強化、物価上昇や消費税率引き上
げ等をふまえた報酬設定の見直し、次期報酬改定のための調査・分析のあり方につ
いて施設運営実態を反映したものとなるよう求めること等を主な重点として要望してい
くことを確認しました。
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 平成 27 年度補正予算及び平成 28 年度事業計画・予算を
決定-全国福祉医療施設協議会総会[3 月 14 日]
全国福祉医療施設協議会（会長 桑名斉）は、3月14日（月）に平成27年度第3回協
議員総会を開催しました。議長は、徳島県の鎌田啓三協議員が務めました。
報告事項として「平成27年度事業
進捗状況」では、今日的な無料低額
診療事業のあり方検討や「無料低額
診療事業実施状況調査」をはじめと
する本年度の各事業についてその実
施状況等の確認をいただきました。
開会挨拶に立つ桑名斉会長
その上で、「平成27年度補正予算
（案）」をご承認いただいたほか、「平
成28年度事業計画（案）」および「平成28年度予算（案）」を上程し、原案のとおり決定
しました。
また、27年度末を目途に本会ホームページを開設することから、そのコンテンツ等に
ついて意見交換を行いました。

 組織創設 60 周年に向け小史を編纂-全国保育士会総会
[3 月 15 日]
全国保育士会（会長 上村初美）は、3月15日（火）に平成27年度第2回委員総会を
開催しました。
総会では、【第1号議案】平成27年度全国保育士会収支補正予算（案）について、
【第2号議案】平成28年度全国保育士会事業計画（案）について、【第3号議案】平成
28年度全国保育士会収支予算（案）について審議が行われ、すべての議案が原案通
り承認されました。
平成28年度の事業計画では、(1)子どもの豊かな育ちを実現するための取り組み、
(2)保育の専門性と質の向上のための保育士会組織・事業の強化と拡充、(3)養護と教
育が一体となった保育に対する保護者・地域社会の理解促進のための取り組み、(4)
東日本大震災被災地保育士の支援の4つの柱に沿って事業を進めることとしました。
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総会冒頭、全国保育士会倫理綱領を唱和する出席者

子どもの豊かな育ちを実現する
ための保育の専門性を確立し、一
層の向上を図るための具体的取り
組みとしては、平成27年度に設置
された特別委員会での継続検討
により、保育士が誇りとやりがいを
持って長く働き続けることができる
よう、新たなキャリアアップの道筋
についての検討を進めることや、
養護と教育が一体となった保育に

ついて、保護者や地域社会にとっ
て分かりやすい具体的な表現（言語化）の整理を平成28年度中にとりまとめることとし
ております。
また、社会的に大きな問題となっている「子どもの貧困」に対し、保育士等の保育に
携わる者が、どのような対応・支援ができるのか、検討を進めます。
平成28年は、全国保育士会組織創設60周年にあたります。直近の10年間について
小史を編纂し、本年10月に発行する予定です。

 平成 28 年度事業計画を決定-全国保育協議会総会
[3 月 16 日]
全国保育協議会（会長 万田康／以下、全保協）は、3月16
日（水）に平成27年度第2回協議員総会を開催し、平成27年度
補正予算、平成28年度事業計画及び予算について審議しまし
た。
協議員総会冒頭、万田全保協会長は「待機児童対策につい
ては、現在、世の注目度もいっそう上がってきている。その中で
全国保育士会とも、また、保育三団体協議会としてもしっかり連
携しながら、この機を逃さずに取り組んでいきたい。保育士等確

万田康会長

保対策については、国は緊急的・時限的な要件緩和の方針を
示したが、処遇改善にも積極的に取り組んでいただきたいと要望し続けてきた。地方
の時代であるが、安易に地方に任せるのではなく一定の質の保障等をしていくために
果たすべき国の責任についても、提言を行っていきたい」とあいさつしました。
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平成28年度は、新制度施行後の課題等を
整理しながら、それぞれの保育現場におけ
る運営上の課題の検討とともに、保育の質の
さらなる向上と子ども・子育て家庭への支援
をすすめるため、次の重点事項に取り組むこ
総会当日の様子

とを議決しました。

【重点事項】
1. 子ども・子育て支援新制度や社会福祉法人制度改革をふまえ、社会の要請や
地域のニーズへ対応した会員による保育の取り組みを支援する。
2. 都道府県・指定都市保育組織との連携をすすめ、保育現場からの意見を全国
組織としての提言に盛り込んでいく。
3. 施設長、保育士、保育教諭をはじめ保育に携わる者の質の向上に向けた研修
事業の充実と、会報『ぜんほきょう』を通じた情報の提供等、会員への一層
の支援をすすめる。
4. 子育て関係者および広く国民や地域社会にむけて、保育所・認定こども園等
が行っている養護と教育が一体となった「保育」の機能・役割とともに、社
会へのさまざまな貢献活動について理解を広げる取り組みをすすめる。
5. 被災地における保育への継続的な支援と、災害時における安全・安心な保育
の構築にむけた取り組みをすすめる。

 全会員のメールアドレス登録による情報提供の迅速化に向け
て～日本福祉施設士会代議員会[3 月 16 日]
日本福祉施設士会（会長 髙橋紘）は、3 月 16 日（水）、平成 27 年度第 2 回代議員
会を開催し、平成 27 年度第一次補正予算、平成 28 年度事業計画並びに予算を承認
しました。
平成 28 年度事業では、会員の生
涯学習支援に向けた事業を強化す
るとともに、全会員のメールアドレス
を登録し、メールマガジンの発行に

挨拶する髙橋紘会長
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よる情報提供をより迅速に進めるとともに、ブロック・都道府県福祉施設士会の活動支
援にも取り組むこととしています。

 「対話」による活動の活性化と組織強化をはかる-全国社会福
祉法人経営者協議会総会[3 月 18 日]
全国社会福祉法人経営者協議会（会長 磯彰格）は、社会的責任を果たしうる活動
の活性化とそれを支える組織体制の強化に向けて、平成24年度からさまざまな検討を
行い、組織名称の変更（平成25年度）をはじめ平成27年度にはブロック協議会の設立、
全都道府県でのセミナー開催および非会員法人への加入促進、会費基準の改定、広
報戦略の策定など具体的な取り組みを進めてきました。
3月18日（金）に開催した、平成27年度第3回協議員総会では、社
会福祉法人制度改革への取り組みや、広報戦略「経営協NEXT計
画」の推進等を柱とする６つの事業重点のもと、小規模法人への経
営支援や次期報酬改定への対応等を盛り込んだ平成28年度事業
計画および予算を決定しました。社会福祉法人を会員とする唯一の
全国組織として、ブロック協議会活動を円滑かつ効果的に進めるこ
とで、都道府県経営協・会員法人との双方向性を高めつつ、今求め
磯彰格会長

られる活動を積極的に展開していくこととしています。
また、平成28年度においては、今後５年間の中期計画である「ア
クションプラン2020」について、その啓発を図るとともに、会員法人の積極的な実践の
促進に向けてWEB経営診断のリニューアルをはじめとするさまざまな経営支援の取り
組みの充実を図ることとしています。

■ 政策委員会ホームページをリニューアルしました！
全社協・政策委員会では、このたび、ホーム
ページをリニューアルしました。
全社協・政策委員会や構成組織による社会
福祉政策制度及び福祉予算拡充のための要
望活動についてや、社会保障、福祉政策各分
野の制度の動向や関係組織の対応をまとめ、
制度・政策情報に掲載しています。
(↑画像をクリックすると政策委員会ホームページにジャンプします)
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■全社協人事異動
全社協山田秀昭常務理事は平成 28 年 3 月 31 日をもって退任に、同 4 月 1 日付で
渋谷篤男前事務局長が常務理事に就任しました。なお、平成 28 年 4 月 1 日付の人事
異動による事務局長、部・所長は、下記のとおりです。
＜平成 28 年度 全社協 事務局長、各部・所長名簿＞
職 名
氏 名
備 考
事務局長
野 崎 吉 康
総務部長

古 田 清 美

総務部経理室部長
政策企画部長
地域福祉部長兼全国ボランティ
ア・市民活動振興センター所長
民生部長
法人振興部長
高年・障害福祉部長
児童福祉部長
国際部長

山 中 清 秀
笹 尾
勝
高 橋 良 太
上
実
島 紀 由
川 英 雄
甲
学
田 清 美

兼任

出版部長
中央福祉人材センター所長
中央福祉学院事務長事務取扱

加 藤 英 三
福 母 淳 治
古 田 清 美

兼任

池
松
佐
佐
古

【問合せ先：総務部 TEL 03-3581-7851】
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インフォメーション

「権利擁護・虐待防止 2016」発刊！
特集：障害者差別解消法施行に向けた国の動向と対応
全社協政策企画部では、権利擁護・虐待防止に関
する各分野の実践報告や動向、推進団体等の活動報
告等を内容とする『権利擁護・虐待防止 2016』を発行
しました。
本会では、権利擁護ならびに虐待防止に関する取
り組みを総合的に推進するため、平成 22 年度より、毎
年『権利擁護・虐待防止白書』を企画・発行しています
が、本年度は一部内容を改編し、『権利擁護・虐待防
止 2016』として発行することといたしました。権利擁護・
虐待防止や福祉の相談・支援にあたる方々をはじめ、
広く社会福祉関係者の皆様に向けて、権利擁護・虐
待防止の実践についての現状と課題や今後の目指す
べき姿をともに考えるための参考となれば幸いです。

(↑画像をクリックすると注文書をダウンロー
ドできます)

今年度の特集テーマは、「障害者差別解消法施行
に向けた国の動向と対応」とし、平成 28 年 4 月より施行の同法について、検討の経緯
や重要なポイントをわかりやすくまとめています。
権利擁護・虐待防止の課題は、社会福祉関係者のみならず、分野をこえて学ぶこと
が必要であり、司法・医療・教育等関係機関の連携も重要です。日々の実践の参考と
して、ぜひ本書をご活用ください。
『権利擁護・虐待防止 2016』（全国社会福祉協議会政策企画部発行）
頒布価格：1,000 円（税込、送料別）
注文書は下記ＵＲＬより入手できます。
http://www.shakyo.or.jp/news/20160315_gyakutai.pdf
問合せ・申込先：政策企画部 z-seisaku@shakyo.or.jp
tel03-3581-7889 fax03-3580-5721
★バックナンバー販売中

※在庫がなくなり次第終了

『権利擁護・虐待防止白書 2015』
Ａ4 判 202 ﾍﾟｰｼﾞ/頒布価格 1,500 円(税込・送料別)
『権利擁護・虐待防止白書 2014』Ａ4 判 155 ﾍﾟｰｼﾞ/頒布価格 900 円(税・送料込)
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詳細につきましては、出版部ホームページをご覧く

図書・雑誌

ださい。

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

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。
<図書>
●『介護福祉士資格取得のための実務者研修テキスト』（全 6 巻）
介護福祉士実務者研修テキスト総括編集委員会編／B5 判／6 巻セット本体
13,320 円（税別）／平成 28 年 3 月発行
実務者研修シラバス（厚生労働省通知）ならびに国
家試験出題基準（社会福祉振興・試験センター）に完
全準拠した介護福祉士資格取得のためのテキストです。
介護福祉士養成のエキスパートが図表やイラストを多
用しながらわかりやすく解説するとともに、各章毎に学
習のポイントをまとめ、学習の到達度を確認するための
練習問題を設ける等、効率的な学習に最適な構成とな
っています。介護福祉士資格取得のための学習にぜ
ひご活用ください。

〈各巻名〉
第 1 巻「人間と社会」(是枝祥子・浦野正男監修)
第 2 巻「介護の基本Ⅰ・Ⅱ」(川井太加子・内田千惠子監修)
第 3 巻「介護過程」(川井太加子・渡辺裕美監修)
第 4 巻「発達と老化の理解・こころとからだのしくみ」(内藤佳津雄・佐藤美穂子監修)
第 5 巻「認知症の理解・障害の理解」(大塚晃・内藤佳津雄監修)
第 6 巻「医療的ケア（実技演習実施手順 DVD 付き）」(桑名 斉・佐藤美穂子監修)
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<月刊誌>
●特集「救急車を呼べますか？」
『ふれあいケア』4 月号
総務省消防庁によると平成 26 年中の救急車による救
急出動件数は、5,984,921 件と過去最多となりました。増
加要因は「高齢の傷病者の増加」が最も多く、搬送人員
でも 65 歳以上の高齢者が全体の半数以上（55.5％）を
占めています。介護職員の皆様が勤める施設や事業所
から、救急要請をする機会も少なくないと思います。救急
車を呼ぶタイミング、救急隊員や搬送先の病院とのやり
とりなど瞬時に判断し伝達しなければならない事柄は多
岐に渡ります。
今回は救急車の出動要請をテーマに、介護職員が身
につけておくべき知識・技術や他職種とのコミュニケーシ
ョンなどについて特集します。
（3 月 22 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)

●特集「平成 27 年度『全国厚生労働関係部局長会議』から」
『生活と福祉』3 月号
本号特集においては、「平成 27 年度『全国厚生労働
関係部局長会議』から」として、1 月 19 日・20 日に開催さ
れた、平成 27 年度「全国厚生労働関係部局長会議」に
ついて、当日の取材をもとに、社会・援護局、障害保健
福祉部の説明等の要旨を掲載します。
シリーズ企画「生活保護最前線」では、川崎市におけ
る「居住の安定化」に向けた取り組みについて紹介して
います。ぜひご一読ください。
（3 月 22 日発売 定価本体 386 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)
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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

社会保障・福祉政策情報

ださい。

http://zseisaku.net/information/
※ 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
■ 第 5 回介護プロフェッショナルキャリア段位制度の在り方に関する検討会【3 月 14 日】
報告書（案）について、
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000116197.html
■ 新たな福祉サービスのシステム等のあり方検討プロジェクトチーム【3 月 24 日】
①「新たな時代に対応した福祉の提供ビジョン」実現に向けた工程表について
②地域の実情に合った総合的な福祉サービスの提供に向けたガイドラインについて
③今後の進め方について
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000117433.html
■ 経済産業省、「将来の介護需要に即した介護サービス提供に関する研究会」報告書
を公表【3 月 24 日】
将来の介護需要に即した介護サービス提供の在り方について、地域特性や将来の
高齢者の経済的・社会的環境も踏まえ、団塊の世代が 85 歳を越える 2035 年に向けた
対応の方向策について提言。
http://www.meti.go.jp/press/2015/03/20160324004/20160324004.ht
ml
■ 児童虐待及び福祉犯の検挙状況（平成 27 年 1～12 月）【3 月 24 日】
http://www.npa.go.jp/newlyarrived/?seq=17957
■ 第 6 回一億総活躍国民会議【3 月 25 日】
長時間労働是正、女性の就業促進、子どもの教育問題について
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/ichiokusoukatsuyaku/dai6/gijisidai.ht
ml
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■ 待機児童解消に向けて緊急的に対応する施策について【3 月 28 日】
待機児童解消までの緊急的な取組として、平成 27 年 4 月１日現在の待機児童数が
50 人以上いる 114 市区町村及び待機児童を解消するために受け皿拡大に積極的に
取り組んでいる市区町村を対象とする措置を実施するとされた。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000118007.html
■ 平成 27 年 4 月の保育園等の待機児童数とその後(平成 27 年 10 月時点)の状況
について【3 月 28 日】
平成 2７年 4 月の待機児童数は 23,167 人だったが、年度途中に育児休業明け等に
より保育の申込みをしたものの入園できない数は、10 月時点で 22,148 人増加。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000078441.html
■ 総務省、「暮らしを支える地域運営組織に関する調査研究事業報告書」を公表【3 月
29 日】
総務省では、地域の暮らしを守るため、地域で暮らす人々が中心となって形成され、
地域課題の解決に向けた取組を持続的に実践する地域運営組織について、調査研
究を実施し、報告書をとりまとめた。
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei09_02000043.h
tml

厚生労働省新着情報より
■ 児童相談所全国共通ダイヤル「189」を改善
児童相談所につながるまでの音声ガイダンスを約 60％短縮。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000117813.html

＜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、種別協議会等正副会
長、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。
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