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〒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 5月 16日 

日 

 

Action Report 

全 社 協 

第 73 号 

Japan National Council of Social Welfare 

          （全社協 ぜんしゃきょう） 

Topics 
 

 

 

 自由民主党・社会福祉法人改革プロジェクトチームを開催～社会福祉法人改革についての提

案・要望と意見交換 
 

 全社協 種別協議会・団体連絡会等 総会等報告  

・社会就労センターへの発注促進につなぐ優先調達推進法3周年記念全国キャンペーンの実施を

確認～全国社会就労センター協議会総会 

・平成 28 年度新執行体制決定、菅田賢治会長が就任～全国母子生活支援施設協議会総

会 

・養育の質の向上、支援の充実のための人材育成を～全国乳児福祉協議会総会 

・無料低額診療事業のあり方検討を進める～全国福祉医療施設協議会総会 

・地域をリードする福祉施設士としての向上をめざす～日本福祉施設士会代議員会 

・障害者の視点から地域での支えあいに関する研究の推進を決議～障害関係団体連絡協議会

協議員総会 

・第二次行動指針を策定し、生活困窮者自立支援の一層の推進へ～全国救護施設協議会総

会等 
 

 都道府県・指定都市社協部課所長会議～熊本地震への支援協力を求める 

●地域福祉担当部課長会議／全体会と地域担当 

●生活福祉資金貸付事業と生活困窮者自立支援制度との連携状況 
 

 

 第 41期福祉施設長専門講座がスタート 
 

 第 29 回社会福祉士国家試験合格を目指し、第 3 期生のスクーリングがスタート～社会福祉士

通信課程短期養成コース 
 

 

 

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
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当日の様子 

全社協政策委員会の要望 

(寺尾徹常務理事) 

 

■ 自由民主党・社会福祉法人改革プロジェクトチームを開催～

社会福祉法人改革についての提案・要望と意見交換 
 

自由民主党 厚生労働部会 社会福祉法人改革プロジェクトチーム（座長 橋本岳 

衆議院議員）が、5月11日に自由民主党本部で開催され、全社協をはじめ全国社会

福祉法人経営者協議会、施設種別協議会などの13団体が出席し、社会福祉法人改

革に関する意見・要望と意見交換が行われました。 

全社協からは、寺尾徹 常務理事（全社協・政

策委員会幹事）が、「社会福祉法人制度改革に

関する要望書」（全社協 政策委員会）をもとに、

①会計監査人の設置に係る過度な負担への配

慮、②控除対象財産の算定における法人の規模

と実施する事業への配慮、また、大規模災害の

発生に備えるための対応への配慮、について要

望しました。 

各団体は、地域における公益的な取組の法人の自主性や地域特性に応じた実施

（取組について限定列挙しない）、会計監査人の設置法人の対象規模のあり方、経過

措置による段階的な運用や費用負担について過重とならないように検討、また、評議

員定数の小規模法人に対する配慮の経過措置終了後の対応等について要望が出さ

れました。 

出席した議員からは、「社会福祉法人は公費が投

入されているから、行政による監査が行われている。

会計監査人を設置すれば行政による監査は必要な

いということか」、「評議員について4人でも確保が困

難と言われている。制度がスタートしたら状況を調査

し、経過措置を残すか等検証する必要がある」、「法

案は成立したが、詳細が定まっておらず、多くの方が

不安を感じている。厚生労働省は早く詳細を示してい

く必要がある」、「ＰＴとしても社会福祉法人で働く方々の環境改善・処遇改善が急務な

課題であり、メッセージを出していくべきではないか」等の意見が述べられました。 

今後については、本プロジェクトを引き続き開催し、本日出された課題への対応策

等を具体化するための検討を重ねていくこととし、閉会となりました。 
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 全社協 種別協議会・団体連絡会等 総会等報告 

 

 社会就労センターへの発注促進につなぐ優先調達推進法 3 周年記念

全国キャンペーンの実施を確認～全国社会就労センター協議会総会 

 

全国社会就労センター協議会（セルプ協／会長 阿由葉 寛）の平成 28年度第１回

協議員総会が 5月 10日に開催されました。 

会議冒頭に平成 28 年熊本地震でお亡くなりになら

れた方に対して黙祷を捧げ、阿由葉会長から全国セル

プ災害対策本部（日本セルプセンターと合同での災害

支援の枠組み）における支援活動の報告と協力依頼が

ありました。加えて、改正障害者総合支援法案が今通

常国会で審議されていることを踏まえ「社会保障審議会

障害者部会の協議結果が今回の改正法につながっている。就労支援についてはセ

ルプ協としての意見を部会でも発信し続けてきたが、法改正事項は定着支援制度の

創設にとどまり、各事業の在り方等の検討は、部会報告書で方向性は示されたものの、

その具体的な中身は次期報酬改定以降に持ち越された。障害の重い方も含め、全て

の働きたいという思いをもった障害のある方を受け止められるものとして、日本版の就

労支援制度というものを作っていかなくてはいけない。部会での議論が一段落したこと

から、改めて都道府県組織を通じて会員施設・事業所の皆様からの意見を募ることと

している。一緒にこの国の就労支援の在り方について考えていきたい」と挨拶の中で

発言されました。 

平成 27 年度事業報告案・決算等の審議に加えて、本年度事業の重点のひとつで

ある「優先調達推進法を活用した官公需推進」について、法施行 3 周年にあたる本年

度に実施する全国一斉キャンペーンの具体的な内容について確認がなされました。

実施期間を平成 28年 6月 20日～7月 20日とし、とくに法公布日である 6月 27日を

中心に展開すること、社会就労センター等関係者が都道府県、市町村の首長や行政

の関係部局を訪問し、優先調達推進法の理解を深め活用の促進を依頼することで社

会就労センターへの発注拡大を図り、利用者の工賃・賃金向上につなげていくこと、さ

らに、このキャンペーンを厚生労働省の協力のもと進めていくことの確認をしました。 

今後、セルプ協関係組織や会員施設・事業所等が啓発用ポスターやパンフレット等

を用いて、国、都道府県、市町村、独立行政法人等にそれぞれ積極的に働きかけて

いくことを申し合わせしました。 

 

当日の様子 
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 平成 28 年度新執行体制決定、菅田賢治会長が就任～全国母子生

活支援施設協議会総会 

 

5月 9日、平成 28年度の全国母子生活支援施設協議員総会を開催しました。 

はじめに、「平成 28年熊本地震」発災に伴う犠牲者と、平成 27年 11月に急逝さ

れた中央推薦協議員故山辺朗子氏に黙とうをして、哀悼の意を表しました。 

開会にあたり、渡辺英秋会長代行、全社協寺尾徹常務理事、厚生労働省大隈俊

弥雇用均等・児童家庭局家庭福祉課長よりご挨拶がありました。 

その後、平成 27年度事業報告および決算について原案どおり承認するとともに、

平成 28年度事業計画および予算を決定しました。 

また、本会運営内規ならびに役員改選要領に基づき役員選出を行い、平成 27年

10 月に退任された大塩孝江前会長の後任として新会長に菅田賢治氏（前副会長）

が選出されました。 

 

平成 28年度役員体制〔会長・副会長〕            (敬称略) 

役 職 都道府県 氏 名 施設名 

会 長（新） 宮城県 菅田 賢治 仙台つばさ荘 

副会長 京都府 芹澤 山出 野菊荘 

副会長(新) 千葉県 友田 直人 旭ヶ丘母子ホーム 

副会長(新) 三重県 乙部 公裕 みのり苑 

 

 

 養育の質の向上、支援の充実のための人材育成を～全国乳児福祉協

議会総会 

 

全国乳児福祉協議会（平田ルリ子会長、会員 134施設）は、5

月 10 日に協議員総会を開催しました。平成 27 年度事業報告

案、決算、平成 28 年度事業計画等を協議し、各議案は原案通

り承認されました。 

事業計画には、いかなる状況にあっても、「子どもを中心に」

検討し、ていねいな養育・支援の実践を積み重ねることが必須

という考えのもと、「乳児院における養育の質の向上と支援の充

実」と「社会福祉法人をめぐる制度の変化や、子ども・子育て課 平田ルリ子 全乳協会長 
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題への的確な対応」を重点方針として掲げ、事業に取り組むことを確認しました。 

 

 

 無料低額診療事業のあり方検討を進める～全国福祉医療施設協議

会総会 

 

全国福祉医療施設協議会（会長 桑名斉）は、5月 9日に第 1回協議員総会を開催

し、平成 27年度の事業報告、決算を承認しました。 

また、社会福祉法人制度改革の動向と対応に向けた今後のスケジュールを確認し

ました。 

桑名斉会長はあいさつの中で、社会福祉法人制度改革への適切な対応とともに、

生活困窮者自立支援法施行 2 年目に入り、また子どもの貧困等が大きく社会的な課

題としてとりあげられる状況下にあって、無料低額診療事業の必要性を私たち自身が

あらためて明確にし、社会に発信していく必要があると、指摘しました。 

平成 28 年度は、今日的な無料低額診療事業のあり方についての中間的な整理を

さらに深め、実践の具体化を進めていくこととしています。 

 

 

 地域をリードする福祉施設士としての向上をめざす～日本福祉施設士

会代議員会 

 

日本福祉施設士会（会長 髙橋紘）は、5月10日、平成

28年度第1回代議員会を開催し、平成27年度事業報告、

決算の各議案が原案通り承認されました。  

平成27年度事業の総括にあたって髙橋会長は、社会

福祉法人制度改革が進む中、会員施設の経営の質の向

上と、取り組みの「見える化」のさらなる推進を通して、福祉

施設士が地域の福祉向上をリードしていくことをあらためて

求めました。 

平成28年度は、全社協「福祉施設長のあり方に関する検討会」報告書（平成27年

3月）に示されたこれからの福祉施設長像と担う役割を支える研修事業の充実の他、

電子メールを活用した情報提供の強化に取り組んでいくこととしています。 

 

 

 

あいさつする髙橋紘会長 
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 障害者の視点から地域での支えあいに関する研究の推進を決議～障

害関係団体連絡協議会総会 

 

全国社会福祉協議会組織規程に基づく団体連絡協議会として設置され、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 橘文也氏)の、平成28年度協議員総会が5月2日に開催されました。 

総会では、障害者総合支援法施行3年を目途とした見直し検討規定のうち「高齢の

障害者への支援の在り方」について同協議会が対応した研究成果の振り返りを行うと

ともに、平成28年度については「地域での支えあいに関する研究」をテーマとして研究

を進めることを含む事業計画を決議しました。 

さらに、障害関係施策動向等を注視し、障連協として必要な情報共有や必要な検

討を進めるとともに、関係施策の理解普及等のための「障連協セミナー」を継続開催

することとしました。 

 

 

 第二次行動指針を策定し、生活困窮者自立支援の一層の推進へ～

全国救護施設協議会総会等 

 

4月27日に開催した全国救護施設協議会の平成28年度総会では、平成25年4月に

策定した「救護施設が取り組む生活困窮者支援の行動指針」をもとに、利用者支援の

強化・充実を図り、社会的な課題となっている生活困窮者支援の推進を3年にわたり行

ってきたことの総括を行うとともに、今後は、新たな第二次行動指針のもとで、生活困

窮者自立支援制度への一層の対応を図りながら、この取り組みをさらに強化していくこ

とを確認しました。加えて、社会福祉法人制度改革については、とくに、人材確保の取

り組みをはじめ財務規律やガバナンス強化に向け、救護施設の特性に応じた所要の

対応を積極的に進めていくことを確認しました。 

続いて「平成28年度救護施設経営者・施設長会議」を全社協会議室にて開催し、

全国から149名の参加を得て、大西豊美会長による基調報告、救護施設における生活

困窮者支援に関する特別委員会による生活困窮者支援に取り組む新たな指針「第二

次行動指針」の説明、厚生労働省による関係制度の動向に関する行政説明、ならび

に「今、救護施設に期待すること」をテーマに、古都賢一氏（独立行政法人国立病院

機構）から講義を受け、救護施設が果たすべきセーフティネットとしての役割について

学びあいました。 
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全体会の様子 

 

■ 都道府県・指定都市社協部課所長会議～熊本地震への支援

協力を求める 
 

本会議は、都道府県・指定都市社協の地域福祉推進、ボランティア・市民活動およ

び生活福祉資金担当の部・課・所長を対象に例年 4 月に全社協で開催しています。

今年は 4月 25日～26日に全体会及び担当別の会議を開催しました。 

 

 地域福祉担当部課長会議／全体会と地域担当 

 

開会の挨拶で、全社協・渋谷常務理事は、平成 28年熊本地震について、被災地に

おける社協の対応状況や地域ブロックによる支援等について報告し、支援の長期化

が予想されるなかで支援の協力を呼びかけました。また、社会福祉法改正については、

社協が自らの法人運営にかかる対応だけでなく、地域のすべての社会福祉法人が法

改正に対応していけるよう、社協が施設法人との協働や支援を行うことへの理解を求

めました。そのうえで、社会のなかで地域福祉への注目が高まり、多くの市民・団体が

活動を展開するなかで、社協がこれまでの経験を活かしながら、地域福祉推進の中心

的な担い手として役割を果たしていくことへの期待を述べました。 

続いて行政説明が行われ、厚生労働省社会・援護局地域福祉課からは国の地域

福祉施策の動向について、福祉基盤課からは社会福祉法改正への対応について説

明がありました。 

また、全社協・野崎事務局長より基調報告を行い、社会福祉制度の見直しや地域

福祉施策の再編成、福祉人材確保にかかる施策の強化、社会福祉法改正といった状

況を踏まえ、今年度の全社協の重点事業を説明し、引き続き事業への協力を求めまし

た。 

社会福祉法改正については、26 日に行われ

た地域福祉推進担当による会議でもテーマとし

て取り上げ、理事会・評議員会の再編や運営の

透明性の確保、財務規律の強化などの法人と

しての対応を確認するとともに、社協と施設法

人の協働による地域における公益的な取り組

み、「地域協議会」の運営、評議員確保が困難

な施設法人への情報提供等、市区町村社協に

よる施設法人への支援の推進方策について説明し、各地の取り組み状況や対応・支

援をすすめるうえでの課題などについて協議を深めました。 
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担当別会議の様子 

そのほか、新たな総合事業への対応・介護サービスの運営や、生活困窮者自立支

援制度についても、それぞれテーマ別の会議を設け、各事業への取り組み状況の確

認や事業推進にあたっての課題等を話し合いました。 

ボランティア担当の会議では、「市区町村社協ボランティア・市民活動センター強化

方策 2015」の推進や今年度の市区町村社協ボランティアセンターへの支援について

意見交換し、取り組みを共有しました。また、災

害ボランティア等に関する情報共有会議では、

平成 28 年熊本地震での支援状況について確

認するとともに、平成 27年度の災害ボランティア

センターの設置・活動状況を踏まえながら、今

後の地域ブロックによる取り組みや災害ボランテ

ィア活動を支援するネットワークについて意見交

換を行いました。 

 

 

 生活福祉資金貸付事業と生活困窮者自立支援制度との連携状況 

 

昨年4月の生活困窮者自立支援制度施行に合わせ、生活福祉資金貸付事業の見

直しが図られて1年が経過しました。この間、自立相談支援事業の利用を前提した貸

付が総合支援資金で9割、緊急小口資金で3割を数えるなど、両事業の連携も図られ

つつあります。 

本会では今般、都道府県・指定都市社協の生活福祉資金担当部課長会議を開催、

新制度施行から1年を経て、この両制度の連携の実際について協議を行ないました。

事前の調査やヒアリング、今回分散会協議の結果、外形的には自立相談利用事業の

利用を前提としているものの、総合支援資金の貸付後、自立相談支援機関において

「支援プラン」が作成されないまま相談支援が終了してしまうケース、また自立相談支

援機関から社協に「支援プラン」の情報提供がなされないケースなどが一定数存在す

ることが明らかとなりました。 

また、自立相談支援事業において、アルバイト等の非正規職員として就職したことを

もって支援が終了するケースもみられ、こうした場合において生活福祉資金の借入金

の返済に十分な給与を得ていくことが可能なのかについて懸念されるところとなってい

ます。 

こうしたなか、なにより重要なのは本人の自立への支援の実効性であり、そのために

も自立相談支援機関（社協受託の場合を含め）と生活福祉資金担当職員との情報交

換や連携の確保であり、今回会議でも、資金担当者からの働きかけの重要性につい

て確認しました。 
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講座の使用テキスト 

 

■ 第 41期福祉施設長専門講座がスタート 

 

5月 15日より全社協・中央福祉学院が実施する「第 41期

福祉施設長専門講座」の学習が始まりました。今年度は、

昨年度より 20名多い 146名の受講者を迎えてのスタートに

なりました。 

福祉施設長専門講座は、社会福祉施設長を対象に、種

別横断的に施設経営に求められる専門知識や管理能力な

どをテキストやスクーリングを通して学習し、実践能力を高め

ることを目的としています。修了者には、全社協会長より「福

祉施設士」の称号が授与され、その人数は、昭和 51年の開講以来、約 5,300人に上り

ます。 

「福祉施設長のあり方に関する検討会」報告書の提出や、社会福祉法の改正等、

近年社会福祉法人の役割が問い直される中、本講座での学習を通して施設長自らが

高い専門性を身につけ、リーダーシップを発揮しながら地域や福祉の課題に積極的

に取り組んでいくことが期待されます。 

 

 

■ 第29回社会福祉士国家試験合格を目指し、第3期生のスク

ーリングがスタート～社会福祉士通信課程短期養成コース 
 

4月29日より、全社協・中央福祉学院が実施する「第3期 社会福祉士通信課程短養

成コース」のスクーリングがスタートしました（受講総数平成28年5月9日現在558名）。 

短期養成コースのスクーリングは、受講者が参加しやすいよう、土・日・祝日を中心と

した日程で、東京・大阪・ロフォスの3か所で実施します。 

今年度からは、スクーリング参加にあたり、事前課題を課し、初日に提出いただくこ

とを始めました。『社会福祉士の受験資格を得て国家試験に合格したい』という目標を

持って、さらには『ソーシャルワーカーとしての自分自身の資質を向上させたい！勉強

したい！』という目的で受講されている方が多く、皆、長時間の演習を積極的に取り組

まれました。 

スクーリング開始直前に発生した熊本県・大分県の地震により、被災し自宅で生活

できず、避難されている受講者もいましたが、ご家族や施設のお仲間に背中を押され

てスクーリングを受講してくださいました。 

また、九州の他県からは支援で奔走された方や、ご自身がボランティアとなって活
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動した直後にスクーリングに参加された方々から、演習の冒頭で、現場の厳しい状況

や課題、必死に支援に尽力されている状況が紹介されました。一方で被災されたり、

支援受け入れ社協としての対応のため受講の取り止めを余儀なくされた方もいらっし

ゃいます。 

スクーリング演習は全部で8日間。この他、レポート課題を中心とした通信授業で学

習を深め、1月の卒業（修了）と国家試験の合格を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職務として支援された受講者・自ら

ボランティアで活動された受講者

が、同じ教室・グループで演習をし

ました。（溝渕 淳先生の教室風景） 

虐待が疑われる事例を用い、その女児の保護の要否につい

て、賛成・反対・事務局の役割に分かれてディベートをします。

皆さん熱心に考えるがゆえとても苦しそう…その後、グループ

に分かれて講師による「倫理的ジレンマ」の総括講義をまじえ、

ディベートを振り返ります。悩んで考えた時間、誰かの言葉に

何かを見つけた時間が、いつか皆さんの実践の糧となっていき

ます。 

（植田寿之先生の教室風景） 
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■ 文部科学省、少人数教育の実現次世代の学校指導体制の在り方について（中間ま

とめ）【4月 25日】 
 

「次世代の学校指導体制強化のためのタスクフォース」を設置し、今後の教職員

定数等の在り方について検討。 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/hensei/003/1370047.htm 

 

■ 「保活」の実態に関する調査の結果（中間とりまとめ）【4月 28日】 

「保活」（子どもを認可保育園等に入れるために保護者が行う活動）の実態を把握

するための調査の中間とりまとめ。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123368.html 

 

■ 「第 1回児童虐待防止対策に関する関係府省庁連絡会議」を開催【5 月 10日】 
 

本年 3月に閣議決定された「児童虐待防止対策に関する業務の基本方針」を踏

まえ、第 1回児童虐待防止対策に関する関係府省庁連絡会議を開催。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000123577.html 

 

■ 第 8回経済財政諮問会議 【5月 11日】 
 

①金融政策、物価等に関する集中審議②経済・財政一体改革について③骨太

方針に向けて会議。 

http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2016/0511/agend

a.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.mext.go.jp/a_menu/shotou/hensei/003/1370047.htm
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123368.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000123577.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000123577.html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2016/0511/agenda.html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2016/0511/agenda.html
http://zseisaku.net/
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■ 熊本県熊本地方の地震により被災された方への生活福祉資金（緊急小口資金）の

貸付けの実施ついて【4月 25日】 
 

生活福祉資金貸付制度の緊急小口資金について、貸付対象を低所得世帯から

被災世帯へ拡大するとともに、据置期間の延長等を行う特例措置が講じられた。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123504.html 

 

■ 介護給付費等実態調査月報（平成 28年 2月審査分）【4月 25日】 

介護サービスに係る給付費等の状況を把握し、介護報酬の改定など、必要な基

礎資料を得ることを目的とし、調査を実施。 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/kyufu/2016/02.html 

 

■ ホームレスの実態に関する全国調査（概数調査）結果について 【4月 28日】 

平成 28年１月に実施したホームレスの実態に関する全国調査結果のとりまとめ。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000122778.html 

 

■ 子育て支援員研修の充実等に関する調査研究事業報告書の公表について 【5月

10日】 
 

子育て支援員研修の充実及び標準化を図るため、『調査研究報告書』及び『子育

て支援員研修に係る「指導略案」及び「標準的な履修・指導内容の教材例」』を作

成。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_ko

sodate/topics/tp160510-01.html 

 

■ 生活保護制度における義援金の取扱いについて【5月 11日】 
 

熊本地震により被災された方に対して支給される義援金について、生活保護受給

者へ受給された場合の取扱いを通知。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123912.html 

 

 

厚生労働省新着情報より 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123504.html
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/kyufu/2016/02.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000122778.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/topics/tp160510-01.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/topics/tp160510-01.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123912.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123912.html
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平成 28年度社会福祉法人経営者研修会・人事管理コース 

       受講者募集のご案内 

 

社会福祉法が改正され、今、社会福祉法人のあり方が大きく問わ

れています。公益性や非営利性の徹底、他の事業主体では対応が困難な福祉ニー

ズへの対応、地域社会への貢献などを通じて、存在意義を発揮しなければなりませ

ん。 

一方では、要介護高齢者の増加等

により、福祉・介護人材の大幅な不足

が見込まれています。他業種との人材

争奪戦ともいうべき状況の中で、社会

福祉法人の経営者には、人材の確保・

定着、育成など、総合的な人材マネジ

メントが求められています。 

本研修会では、社会福祉法人が利

用者や社会の期待とともに職員の満足

にも応え、求められる役割を果たして

いくことができる組織づくりをめざす人

事管理のあり方について学びます。 

社会福祉法人にとって必要な人材を「採る力」「活かす力」「育てる力」「処遇する力」

を伸ばすために、ぜひご参加ください。 

 

日 程 平成 28年 6月 3日(金)～5日（日） 

会 場 中央福祉学院（神奈川県三浦郡葉山町上山口 1560-44） 

受 講 料 25,700円 

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/ 

インフォメーション 

締切間近！ 

(↑画像をクリックすると研修案内にジャンプします) 

http://www.gakuin.gr.jp/
http://www.gakuin.gr.jp/
http://www.gakuin.gr.jp/training/course313.html
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受講対象 社会福祉法人の役員及び法人の運営に携わる方 

＊設立準備中の法人は対象外となります。 

申込期限 平成 28年 5月 18日(水) 

事前課題 受講にあたっては、事前課題を提出していただきます。 

         詳細は、受講決定通知送付時にお知らせします。 

 

【受講案内・申込書のダウンロードはこちら】 

http://www.gakuin.gr.jp/training/course313.html 

 

※社会福祉法人経営者研修会は、「人事管理コース」のほか、「経営管理コース(9 月

28日～30日」「サービス管理コース(11月 10日～12日)」を開催いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(※クリックすると中央福祉学院研修案内にジャンプします) 

http://www.gakuin.gr.jp/training/course313.html
http://www.gakuin.gr.jp/training/course313.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> 

●『住民主体の生活支援サービスマニュアル第 5巻   

「食事サービス」』 

(一般社団法人 老人給食協会 編) 
 

地域で取り組む食事サービスについて、必要とさ

れる背景や成り立ち、各地の事例を通して活動を立

ち上げようとする方々の助けになる１冊です。 

本書で取り上げる「食事サービス」は、高齢や障

害、病気といった事情により食生活に困っている人

や、一人暮らしで人との交流の機会が少ない人が住

み慣れた地域で在宅生活を続けられるように、地域

住民が「食べること」を中心に支援を行う助け合い活

動の一つです。 

組織の運営方法に加え、献立の紹介、食中毒予

防のための注意事項など、食事サービスに関係する

すべてが１冊にまとまっています。 

 

【主な内容】 

・食事サービスとは 

・サービスを立ち上げるために 

・サービスを継続するために 

(4月 28日発行 定価本体 1,200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=book2818&_page=_index&_page2=contents&_page3=detailbook&_sys_id=2818&_class=020101&_category=978-4-7935-1178-3　C2036
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<月刊誌> 

●特集「子どもたちの未来」 

『月刊福祉』6月号 

 

子どもと家族をめぐる課題が顕在化している現代

社会。どのような環境や支援が必要なのか。 

弱体化しつつあるものや失われつつある機会を、

どのようなサポート体制で、いかに補おうとしている

のか。 

子どもたちの生きづらさを和らげ、未来に向かう力

をもってほしいという思いで取り組む実践などを紹介

します。 

（5月 6日発売 定価本体 971円税別） 

 

 

 

 

●特集「楽しく食べて “心”を育てよう」 

『保育の友』6月号 

 

食事はそれ自体が楽しみですが、食事を通して

のコミュニケーションやさまざまな体験は、子どもの

五感を豊かにし、心身の成長にとても大切です。保

育所での好きなメニュー、おやつ、行事食や調理体

験などは、楽しい思い出として子どもたちの心に残

るものです。それゆえに、一時的な食育イベントにと

どまらない日々の取り組みが求められています。 

一方で、食習慣や生活リズムの課題など看過でき

ない現状もあり、家庭との連携がさらに重要になって

います。 

そこで今回は、子どもたちがより一層興味をもって

楽しく食事ができるような食育の実践を中心に紹介

し、併せて親子で食への関心を高める工夫、家庭と

の連携について考えます。 

（5月 9日発売 定価本体 581円税別） 

 

【問合せ先：出版部 ℡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=book2820&_page=_index&_page2=contents&_page3=detailbook&_sys_id=2820&_class=120101&_category=03359
https://www.fukushinohon.gr.jp/esp.cgi?_file=book2821&_page=_index&_page2=contents&_page3=detailbook&_sys_id=2821&_class=120101&_category=08039
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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、種別協議会等正副会
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