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会





都道府県・指定都市社協の経営に関する委員会を開催
都道府県・指定都市社協の経営に関する委員会 平成 28 年度第 1 回「指定都市分科会」を開催
新たな時代に対応した福祉の提供ビジョンとこれからの地域福祉を考える～平成 28 年度社会福祉協
議会活動全国会議を開催





グローバル化の中の地域福祉実践―貧困・格差と排除・孤立を超えて～国際地域福祉シンポジウム
地域福祉推進委員会、社会福祉法改正にかかる検討作業委員会第 1 回委員会を開催
生活困窮者自立支援制度の理念を正しく理解し、高い支援技術を有する支援員の確保を目指す～
生活困窮者自立相談支援事業従事者養成研修を開催



「優先調達推進法の日・月間」法施行 3 周年記念全国キャンペーンを推進～阿由葉全国セルプ協会
長等が塩崎厚生労働大臣を訪問



子ども・子育て支援新制度施行と社会福祉法改正をふまえ、今後の事業運営に求められる取り組みを
考える～「平成 28 年度 保育新制度セミナー」を開催



主任保育士・主幹保育教諭に求められる高度な専門性や指導性の習得を目指す～第 29 期主任保
育士・主幹保育教諭特別講座を開催



保育実践に必要な保健・衛生に関する知識を学ぶ～平成 28 年度 保育所・認定こども園 保健・衛
生専門研修会を開催



第 41 期福祉施設長専門講座 第 1 回スクーリングを開講
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 社会福祉法人制度改革の施行に向けた事務連絡発出
6 月 20 日
今年3月に成立した社会福祉法等の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）
について、厚生労働省社会・援護局福祉基盤課から都道府県・指定都市・中核市社
会福祉法人担当課（室）宛に6月20日付で以下の事務連絡が発出されました。本事務
連絡については、現時点での考え方が示されたものであり、今後、変更があり得ること
を申し添えています。
また、7月8日には、都道府県・指定都市・中核市担当者会議を開催の予定です。

■ 社会福祉法人制度改革の施行に向けた留意事項について（経営組織の見直しにつ
いて）
社会福祉法人制度改革において改正法により行われる経営組織の見直しに関
する留意事項について、趣旨、内容、実施の際の留意事項等を周知。
http://zseisaku.net/ActionReport/jimuren201606201.pdf

■ 「社会福祉法人制度改革の施行に向けた留意事項について」に関する FAQ

について

社会福祉法人制度改革の施行に向けた留意事項について（事務連絡）に関す
る FAQ について、とりまとめ。今後 FAQ については、随時追加等が行われる予
定。
http://zseisaku.net/ActionReport/jimuren201606202.pdf

■ 社会福祉法人における評議員の選任及び解任方法について
改正法では評議員の選任・解任の方法は、定款で定めることとしているが、理
事又は理事会が評議員を選任・解任する旨の定めは無効とされている。定款で定
める選任・解任方法として、法人関係者でない中立的な立場にある外部の者によ
る方法のなかの選任・解任委員会を設置する場合の記載例を例示。
http://zseisaku.net/ActionReport/jimuren201606203.pdf
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■ 社会福祉法人における評議員の員数の経過措置に係る一定の事業規模について
評議員の員数の経過措置に係る一定の事業規模について、要件(サービス活
動収益が 4 億円を超えない法人とする予定)を周知。
http://zseisaku.net/ActionReport/jimuren201606204.pdf

■ 社会福祉法人制度改革における理事等の解任について
改正法では、評議員が理事等を解任する場合、要件に該当する場合に限り、
評議員会の決議によって、その理事又は監事を解任することができることとしてい
る（社会福祉法第 45 条の 4 第 1 項）。その趣旨や評議員会の適正な運営が確保
されるよう指導監督の際の留意事項等を周知。
http://zseisaku.net/ActionReport/jimuren201606205.pdf

■ 社会福祉法人制度改革における社会福祉法人定款例（案）について
社会福祉法人制度改革に伴い、各社会福祉法人において必要となる定款変
更等の事前準備作業の参考として、社会福祉法人定款例（案）を周知。
http://zseisaku.net/ActionReport/jimuren201606206.pdf

■ ニッポン一億総活躍プランの実現に向けた検討・要望を確認～
平成 28 年度第 2 回政策委員会幹事会
平成 28 年度第 2 回となる全社協 政策委員会 幹事会（委員長：大阪府社協 常務
理事 井手之上 優 氏）を開催し、社会福祉法人改革などの社会保障、福祉政策と政
策課題への対応などについて議論しました。また、「ニッポン一億総活躍プラン」や骨
太の方針 2016、社会保障の充実に係る消費税引上げの再延期等を踏まえた各福祉
分野における政策課題と重点課題等について協議しました。
はじめに、社会福祉法人改革については、社会福祉法人・福祉施設とともに、市町
村社協や都道府県・指定都市社協で必要となる対応と連携・協力の課題について幹
事から意見が述べられました。
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厚生労働省から定款や評議員の設置に係る小規模法人の経過措置に係る考え方
が早期に示されるよう働きかけを継続しながら、社会福祉法人改革における平成 29 年
度 4 月施行事項への対応について周知・検討を進めることを確認しました。
また、社会福祉充実計画や会計監査人設置法人の基準等については、現在、社
会保障審議会福祉部会等において検討が進められているところであり、社会福祉法
人・福祉施設、また、社会福祉協議会での取組や円滑な導入に向けて提案・要望活
動を引き続き行うこととしました。
一方、各福祉分野における政策課題と重点課題については、政策委員会 構成組
織におけるこの間の福祉制度・予算等の拡充に向けた要望内容を確認しつつ、政策
委員会として提案・要望する事項について協議しました。
とくに、社会保障の充実に係る消費税引上げの再延期等が決定し、平成 29 年度以
降の予算編成は厳しいことが見込まれるなか、また、平成 30 年度には介護、障害福祉、
医療の報酬改定や制度改革が集中していることを見据えながら、福祉制度の拡充と
予算確保に向けた取組を早急に進めることが必要とされています。
そこで、当面の取組として、平成 29 年度予算編成等に向けて、ニッポン一億総活躍
プランに掲げられた事項を実現すべく、さらに関連する平成 29 年度予算等に関する
事項を政策委員会としてとりまとめ、提案・要望活動を早急に行うことを確認しました。

■ 都道府県・指定都市社協の経営に関する委員会を開催
平成 28 年度第 1 回（第 14 回）となる「都道府県・指定都市社会福祉協議会の経営
に関する委員会」（委員長：愛媛県社協 事務局長 菅野 慎二 氏）を 6 月 20 日に開
催し、平成 28 年度の検討事項の確認とともに、都道府県・指定都市社協の経営課題
について、社会福祉法人改革への対応を中心に協議を行いました。
また、協議にさきだち、全社協より平成 28 年度熊本地震における対応状況につい
て報告しました。
都道府県・指定都市社協における社会福祉法人改革への対応については、①社
会福祉法人・福祉施設での対応と取組の支援等、②市町村社協での対応と取組の支
援等、③都道府県・指定都市社協（自法人）での対応、の 3 つの観点から課題と対応
の方向性について意見交換しました。
社会福祉法人改革に係る政省令等の詳細が厚生労働省から示されることとあわせ
て、対応が必要となる事項についての社会福祉法人・福祉施設、市町村社協等の理
解を図ることが必要であること、また、社会福祉法人・福祉施設と市町村社協が連携・
協働した地域での公益的な活動の展開のための取組や工夫が必要であるとの意見が
出されました。
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さらに、生活困窮者自立支援制度などのセーフティネット関連事業については、平
成 30 年度の関連制度の見直しに向けて、この間の事業実施における課題等をもとに
具体的な提案・要望を整理する必要があることを確認しました。
委員会における協議などを踏まえ、7 月 13 日（水）～14 日（木）に開催される都道府
県・指定都市社協常務理事・事務局長セミナーにおいて、社会福祉法人制度改革へ
の対応や生活困窮者支援をはじめとした地域の福祉課題・生活課題への対応等につ
いて協議を行う予定としています。

■ 都道府県・指定都市社協の経営に関する委員会 平成 28 年
度第 1 回「指定都市分科会」を開催
全社協「都道府県・指定都市社協の経営に関する委員会」に設置されている「指定
都市分科会」では、指定都市社協における大都市問題などを背景とする課題の分析
や事業展開の方向性と事業展開を支える組織体制、組織運営について協議を進めて
います。
平成 28 年度の第 1 回会議を 6 月 16 日に開催し、委員の交替にともない平成 28
年度の委員長に寺前 泰男 氏（静岡市社会福祉協議会 常務理事）、副委員長に川
之上 正 氏（北九州市社会福祉協議会 常務理事）を互選により選任しました。
また、協議にさきだち、全社協より平成 28 年度熊本地震における対応状況につい
て報告しました。
平成 28 年度の指定都市分科会では、社会福祉法改正等を踏まえながら、指定都
市社協及び区社協のガバナンスの強化、指定都市社協と社会福祉法人・福祉施設等
が連携・協働しての地域での公益的な活動の実施・展開等についての検討と提起を
行うことなどを確認しました。
また、大都市部における社会福祉協議会の役割を確認し、今後の実践と事業展開
の方向性を協議し共有することを目的として平成 26 年度より「大都市の福祉問題への
取組を促進する社協セミナー」（以下、「セミナー」という）を開催しています。
分科会では、平成 28 年度セミナーの開催に向けて、実践報告のテーマ等について
協議し、「社会福祉法人・福祉施設との連携・協働、地域での公益的な取組の促進」、
「地域の総合相談・支援体制、生活困窮者自立支援への総合的な取組」、「地域包括
ケア、総合支援事業」などが指定都市社協の事業における重要テーマであるとの意見
が出され、これらのテーマについて、指定都市社協から実践を募集し、セミナーで報
告いただくこととしました。
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平成 28 年度のセミナーは、「札幌市社会福祉協議会」との共催にて、平成 28 年 9
月 28 日（水）～29 日（木）に札幌市で開催します。
開催の詳細については、7 月下旬をめどに、指定都市社協及び都道府県社協等に
ご案内の予定です。

■ 新たな時代に対応した福祉の提供ビジョンとこれからの地域福
祉を考える～平成 28 年度社会福祉協議会活動全国会議を
開催

当日の様子

地域福祉推進委員会(桐畑 弘嗣委員長)では、6
月9～10日、280名の参加を得て全社協灘尾ホール
において平成28年度社会福祉協議会活動全国会議
を開催しました。
1日目には「新たな時代に対応した福祉の提供ビジ
ョンとこれからの地域福祉」と題し、コーディネーター
に原田 正樹氏（日本福祉大学教授）、シンポジストと
して長岡 芳美氏（山形市社協事務局長）、一水 英
喜氏（日之影町社協事務局長）、本後 健氏（厚生労

働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援
室長）の3名を迎え、シンポジウムを行いました。
長岡氏からは、生活困窮者支援や日常生活自立支
援事業、生活福祉資金貸付事業等に基づく相談支援
を横断的に実施できるよう社協の組織再編を行うととも
シンポジウムの様子
に、生活支援体制整備事業（介護保険制度）等の活
用によってコミュニティソーシャルワーカーを配置し、地域にアウトリーチしてニーズ発
見や資源開発を住民とともに進める体制づくりについてご報告いただきました。
また、一水氏からは、過疎化が進行する現状を踏まえ、サービスの受け手と担い手
を固定せず、誰もが参加できる常設多機能型の拠点整備や生活困窮者や障害がある
人も地域の「人財」として活躍できる場づくりをすすめる取り組み等についてご報告い
ただきました。本後室長からは、新しい地域包括支援体制のねらいやポイントの説明
があり、平成28年度から開始されるモデル事業において多機関協働の推進を担う「相
談支援包括化推進員」など、社協の役割についての期待をお話しいただきました。
2日目は、「地域における総合相談・生活支援体制づくり」及び「住民主体の地域包
括ケアシステム」、「社会福祉法人・福祉施設との協働による地域の公益的な活動の推
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進」という3つのテーマについて分科会を行い、各地の先進的な実践報告を交えなが
ら学び合う機会となりました。

■ グローバル化の中の地域福祉実践―貧困・格差と排除・孤立
を超えて～国際地域福祉シンポジウム
日本地域福祉学会では、6 月 10 日に全社協地域福祉推進委員会の共催のもと、
国際地域福祉シンポジウムを開催しました。

当日の様子

本シンポジウムは、日本地域福祉学会 30
周年を記念して企画されたもので、約 140 名
の参加を得て灘尾ホールで行われました。
初めに、宮本 みち子氏（放送大学副学長）
より「貧困と格差の社会にしないために～子
ども・若者から高齢者までの実態から」と題し
た記念講演があり、日本における社会的孤
立や自立の困難を抱える若者の実態等につ
いて紹介され、コミュニティへの期待を述べら
れました。

続くシンポジウムでは、「グローバル化の中の地域福祉実践―貧困・格差と排除・孤
立を超えて」をテーマとし、原田 正樹氏（日本福祉大学教授）をコーディネーターに、
メアリー L. オーマー氏（ピッツバーグ大学准教授）、崔鮮熙氏（聖書大学教授）、野
口 定久氏（日本福祉大学特任教授）よりそれぞれ米国、韓国、日本における生活困
窮の状態にある人への支援や地域包括ケアの状況について報告が行われました。
その後、指定討論者として登壇した室田 信一氏（首都大学東京）、金成 垣氏（明
治学院大学）からのコメント及び課題提起を受け、グローバル化のもと地域社会での
問題解決への期待が高まっている状況のなかでの今後の地域福祉実践のあり方やソ
ーシャルワークの役割等について議論が行われました。国際比較を通した議論を踏ま
え、牧里 毎治氏（関西学院大学教授/日本地域福祉学会副会長）、渋谷 篤男（全社
協常務理事）が総括討論者としてコメントし、シンポジウムを締めくくりました。
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 地域福祉推進委員会、社会福祉法改正にかかる検討作業委
員会第 1 回委員会を開催
地域福祉推進委員会(桐畑 弘嗣委員長)では標題作業委員会を設置し、6月13日
に第1回委員会を開催しました。
本作業委員会では、社会福祉法改正を踏まえた組織経営のガバナンス強化や社
協モデル定款の対応など、社協の事業・組織運営上の対応を検討するほか、地域協
議会への取り組みや小規模法人における評議員確保支援への対応を含めた社会福
祉法人・福祉施設との協働に関する推進方策を検討することとしています。
今後、国の政省令や通知の状況を見つつ検討をすすめ、全国の都道府県・指定都
市社協、市区町村社協に取り組みの考え方や実施内容について周知していく予定で
す。

■ 生活困窮者自立支援制度の理念を正しく理解し、高い支援技
術を有する支援員の確保を目指す～生活困窮者自立相談支
援事業従事者養成研修を開催
平成27年4月より、生活困窮者自立支援制度(以下、「本制度」という)が全国で実施
されています。本制度では生活困窮者の多様かつ、複合的な課題に対し、適切な支
援を実施することが求められています。そこで、本制度の理念を正しく理解し、高い支
援技術を有する支援員を全国的に確保するため国が計画的な養成研修を行い、各事
業を実施する相談支援員の要件研修として本研修を位置づけています。
昨年度に引き続き、国研修「生活困窮者自立支援制度人材養成研修事業」を本会
が受託し、「自立相談支援事業従事者養成研修」、「就労準備支援事業従事者養成
研修」、「家計相談支援事業従事者養成研修」、「担当者研修」を実施することとなりま
した。（下表参照）
研修実施に際しては企画・運営委員会（委員長：和田 敏明
ルーテル学院大学名誉教授）及び各研修の企画部会を設置し
て、カリキュラムに基づく効果的な研修内容の検討を行っていま
す。
今年度は、6月16～18日の計3日間、全社協灘尾ホールにて
自立相談支援事業従事者養成研修【前期】共通プログラム〔第1
回〕を実施し、制度の理念や基礎的な技術を学びました。
講義を行うルーテル学
院大学名誉教授
和田 敏明氏
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また、後期研修では、自立相談支援事業従事者養成研修は、主任相談支援員、相
談支援員、就労支援員それぞれの職種に応じた演習を多く組み込んだプログラム内
容となっています。
就労準備支援事業従事者養成研修は、事業の
理念など基本的な講義や実践事例紹介、演習を
行います。家計相談支援事業従事者養成研修は、
基本的な講義や演習、「家計計画表」や「キャッシ
ュフロー表」の作成や活用に関するパソコンを用
いた実習等、それぞれの事業に求められる知識
研修の様子
や技術を学ぶ内容となっています。
さらに、今年度より都道府県研修の企画検討メ
ンバー及びその予定者（各都道府県の研修担当者や国が実施する研修の修了者を
想定）を対象とした「担当者研修」を実施する予定です。
表 生活困窮者自立支援制度人材養成研修開催一覧

■ 「優先調達推進法の日・月間」法施行 3 周年記念全国キャン
ペーンを推進～阿由葉全国セルプ協会長等が塩崎厚生労働
大臣を訪問
優先調達推進法（国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に
関する法律）が平成25年4月に施行されてから3年が経過しました。この法により、国及
び都道府県、市町村自治体などの官公庁は、障害者就労施設・事業所から物品や役
務を調達する方針を示し、それに基づいた調達を行うことが義務化されています。
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この間、国や地方公共団体による障害者就労施設・事業所からの調達実績は増加
していますが、自治体ごとに実績の差が見られ、また、依然として調達方針が定められ
ていない自治体も多くあるなど、自治体による法の理解や活用が充分にすすんでいな
いと思われる状況も見受けられます。
このことから、全国社会就労センター協議会（阿由葉 寛会長/セルプ協）及び日本
セルプセンターでは、法の公布日である6月27日を「優先調達推進法の日」とし、この
日を中心とした6月20日から7月20日までの一か月の期間に、都道府県・指定都市・市
町村の会員施設・事業所や関係者と協働し、各団体の首長を訪問し、法の浸透や地
域の障害者就労施設・事業所から調達可能な物品や役務等について説明し、一層の
法の活用を求める全国キャンペーンを実施することとしました。この活動は、社会就労
センターへの発注拡大を図り、利用者の工賃・賃金向上につなぐことを目的とするもの
です。
6月14日、セルプ協阿由葉会長、日本セ
ルプセンター川俣会長等は同キャンペーン
の一環として、塩崎 恭久厚生労働大臣を訪
問しました。塩崎大臣からは先んじて、キャン
ペーン実施に向けた応援メッセージを書面
でいただいており、その内容を全国のセルプ
協関係者で共有し、一層の調達推進を各自
左から、川俣日本セルプセンター会長、阿由
治体に働きかける際に活用させていただくこ 葉全国セルプ協会長、塩崎厚生労働大臣、小
池セルプ協事業振興委員長、田中厚生労働

とについてお礼を述べました。さらに、全国
省障害福祉課長（当時）
の自治体に法の理解や社会就労センター
への発注等一層の活用の働きかけを進めていただくよう、重ねて要望しました。
懇談の中で阿由葉会長が「法施行３周年を記念し、さらなる推進を期して全国キャ
ンペーンを行うために新たにポスター等も作成した。これを各都道府県や市区町村に
ある社会就労センター関係者が全国の自治体に配布しつつ、法の活用についてお願
いをしていくこととしている」と述べると、塩崎大臣からは「各自治体の法の理解の状況
はどうか。」、「どうしたらさらにそれが進むか。」、「これから一億総活躍社会を推進して
いくなかで、（障害者の工賃・賃金向上のための）こうした動きをどんどん推進してほし
い」との言葉がありました。
この全国キャンペーンの取組みに関しては、全国社会就労センター協議会ホーム
ページにてご覧になれます。
http://www.selp.or.jp/yusen/index.html
(↑クリックすると全国社会就労センター協議会ホームページにジャンプします)
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■ 子ども・子育て支援新制度施行と社会福祉法改正をふまえ、
今後の事業運営に求められる取り組みを考える～「平成 28 年
度 保育新制度セミナー」を開催
全国保育協議会(万田 康会長)は、6月
に全国4会場（盛岡、横浜、名古屋、福岡）
で「平成28年度 保育新制度セミナー」を
開催し、4会場で延べ約1,200名の参加が
ありました。
セミナーでは、子ども・子育て支援新制
度施行をふまえた今後の保育現場に求め
られる取り組みや、平成27年度末に成立
当日の様子
した「社会福祉法等の一部を改正する法
律」に関する説明ならびに今後の動向について説明・解説があり、これからの地域ニ
ーズに保育関係者が応えていくために、対応していく事項について理解を深める機会
となりました。

■ 主任保育士・主幹保育教諭に求められる高度な専門性や指導
性の習得を目指す～第 29 期主任保育士・主幹保育教諭特
別講座を開催
全国保育士会(上村 初美会長)は、6 月 10～13 日に、全国の保育所・認定こども園
等の主任保育士・主幹保育教諭等のリーダー的職員を対象として、第 29 期主任保育
士・主幹保育教諭特別講座 前期集中
講義をロフォス湘南にて行いました。
本講座は、保育の要を司る主任保育
士・主幹保育教諭の資質向上を目的と
しています。前期(6 月)・後期(9 月)の 2
回の集中講義の受講だけでなく、受講
講義の様子
生全員が 7～8 人で構成するゼミに所
属し、講師の指導のもと、1 年間をかけ
て計 6 回の月次レポートと修了論文を執筆します。
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今回の 4 日間にわたる集中講義では、保育専
門職に求められるソーシャルワークや地域子育
て支援の拠点としての役割、リスクマネージャー
としての役割など、主任保育士・主幹保育教諭
に求められる高度な専門性や指導性の習得を
目指しました。
また、ゼミごとの演習では、自らが執筆する修
了論文のテーマの設定や年間計画だてを通し
て、今後の取り組みにむけた意欲がかき立てら
れた様子がうかがえました。

グループワークの様子

ゼミ指導の様子

【前期集中講義日程】
6 月 10 日（金） 講義Ⅰ「保育士会活動」
全国保育士会 会長 上村 初美 氏
講義Ⅱ「本講座を受講して」
第 27 期修了生 椎名 美佐 氏
講義Ⅲ「保育専門職に求められるソーシャルワーク」
一般社団法人全国保育士養成協議会 会長 山崎 美貴子 氏
6 月 11 日（土） 講義Ⅳ「現代保育課題」
公益財団法人東京都人権啓発センター 講師 田村 初惠 氏
講義Ⅴ「乳児保育」
東京家政大学 准教授 高辻 千恵 氏
ゼミ演習
6 月 12 日（日） 講義Ⅵ「地域子育て支援の拠点としての役割」
武庫川女子大学 教授 倉石 哲也 氏
講義Ⅴ「論文の書き方」
大阪府立大学 地域保健学域教育福祉学類 准教授
里見 恵子 氏
ゼミ演習
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6 月 13 日（月） 講義Ⅷ「リスクマネージャーとしての役割」
NPO 法人 保育の安全研究・教育センター 代表／心理学博士
掛札 逸美 氏

■ 保育実践に必要な保健・衛生に関する知識を学ぶ～平成 28
年度 保育所・認定こども園 保健・衛生専門研修会を開催
全国保育協議会(万田 康会長)は、6 月 17～18 日にかけて、新横浜プリンスホテル
（神奈川県横浜市）にて、「平成 28 年度 保育所・認定こども園 保健・衛生専門研修
会」を開催しました。全国から 402 名の受講者を得て、実り多い研修会になりました。
本研修会は、子ども・子育てをめぐる

研修の様子

今日的課題への理解を深めるとともに、
保育所・認定こども園・乳児院等にお
ける感染症や食物アレルギーへの対
応や、配慮を必要とする子どもや家庭
への支援といった、保健・衛生に関す
る知識の理解をすすめ、関係機関との
連携などを学ぶことを目的として毎年
開催しています。本年度の研修プログ
ラムは下表のとおりです。

【プログラム】
行政説明「保育行政の動向と課題について」
厚生労働省 雇用均等・児童家庭局 保育課 保育指導専門官
鎭目 健太 氏
【1 日目】
講義「保育施設における感染症の基礎知識」
6 月 17 日（金） みうら小児科 院長／日本保育保健協議会 会長 三浦 義孝 氏
講義「食物アレルギーのある子どもへの対応～保育現場における実
践から考える～」
同志社女子大学 特任教授 伊藤 節子 氏
講義・演習「配慮を必要とする子どもやその家庭への支援」
ほあしこどもクリニック副院長 帆足 暁子 氏

【2 日目】
6 月 18 日（土） 講義「乳幼児期の『食事』と『食育』の推進」
白梅学園大学 教授 師岡 章 氏
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■ 第 41 期福祉施設長専門講座 第 1 回スクーリングを開講
中央福祉学院にて 6 月 18～21 日、「第 41 期福祉施設長専門講座」の第 1 回となる
スクーリングを開催しました。
今回のスクーリングには 124 名が出席し、①社会福祉施設の経営管理、②社会福
祉施設のサービス管理、③地域における社会福祉施設の役割と公益的取組の 3 分野
の演習を中心に、社会福祉施設長として種別横断的に求められる専門知識や管理能
力について、実践的な学習を行いました。
受講生からは、「経営や社会福祉法改正に伴う変化、公益的事業、社会福祉法人
の役割についてなど、施設長として必要な知識を深めることができた」、「全国規模で
種別横断的な情報交換を行うことができ参考となった」等といった感想が寄せられまし
た。
今後、受講生は、自施設・事業所の地域における役割や公益的取組、中期事業計
画の策定等の課題に取り組み、平成 29 年 2 月に開催される第 2 回スクーリングでさら
に学びを深める予定です。
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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

社会保障・福祉政策情報

と対応」をご覧ください。

http://zseisaku.net/
※ 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 130 回社会保障審議会介護給付費分科会【6 月 15 日】

2018 年度の介護報酬改定に向け、10 月に実施する「平成 28 年度介護従事者処遇
状況等調査等」について検討。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000127488.html

■

全国児童福祉主管課長等会議資料【6 月 17 日】

今般の、児童福祉法等の一部改正についての説明会資料。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000128028.html

厚生労働省新着情報より

■

「イクメンスピーチ甲子園 2016」～育児と仕事を両立しているイクメンエピソードを募集。
応募期間は 8 月 8 日まで～【6 月 13 日】

厚生労働省では、育児を積極的に行う男性＝「イクメン」を応援し、男性の育児休業
取得を促進するイクメンプロジェクトの一環として、「イクメンスピーチ甲子園」を開催。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000126713.html
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■

生活保護に関する実態調査【6 月 16 日】

総務省では、「生活保護に関する実態調査」の勧告（平成 26 年 8 月勧告）に対する
改善措置状況について、厚生労働省からの 2 回目の回答を受け、その概要を公表。
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/105218.html

■

平成 27 年中における行方不明者の状況【6 月 16 日】

警察庁による、平成 27 年中における行方不明者の状況のとりまとめ。昨年 1 年間に
認知症が原因で行方不明になり、家族などから全国の警察に届け出のあった人は延
べ 1 万 2,208 人に上り、3 年連続で最多を更新。不明者のうち 1 万 2,058 人は所在が
確認されたが、残る 150 人は年末までの発見に至らなかった。
http://www.npa.go.jp/pressrelease/2016/06/20160616_01.html

■

介護保険事業状況報告(暫定) 平成 28 年 3 月分【6 月 20 日】

平成 28 年 3 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/m16/1603.html

■

介護給付費等実態調査月報（平成 28 年 4 月審査分）【6 月 23 日】

介護サービスに係る給付費等の状況の調査結果を公表。
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/kyufu/2016/04.html

■

「認知症の本人及び家族への地域資源を活用した支援に関する調査」【6 月 24 日】

厚生労働省では、「認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）」について、地域
資源を活用して実施している自治体の中から、４つの自治体を対象に、実施状況を調
査し、その結果を公表。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000128057.html
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■

介護保険事業状況報告(暫定) 平成 28 年 4 月分【6 月 27 日】

平成 28 年 4 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/m16/1604.html

■

総務省、平成 27 年国勢調査「抽出速報集計結果」の公表【6 月 29 日】

総人口に占める 65 歳以上の高齢者の割合(高齢化率)は 26.7％で、前回 2010 年比
で 3.7 ポイント増と過去最高を更新。
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01toukei03_01000052.h
tml
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インフォメーション

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/

平成 28 年度 社会福祉主事資格認定通信課程 受講者
募集期間延長のご案内
～民間社会福祉事業職員課程・秋期コース～
全社協・中央福祉学院では、標記
通信課程の平成 28 年度受講者を募
集しています。
「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広く取得され、
↑画像をクリックすると中央福祉学院のホームページ
準用されています。
にジャンプします。
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。
本課程の受講申込期間を、当初の締切日（6 月 30 日）から、平成 28 年 8 月 1 日（月）
まで延長いたします。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。
皆様のお申し込みをお待ちしております。
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(1)受講期間:
(2)学習内容:
(3)受 講 料:

(4)受講資格:

通信課程の概要
平成 28 年 10 月～平成 29 年 9 月（1 年間）
自宅学習によるレポート作成（16 科目）、面接授業（５日間）
87,400 円 (添削指導料、テキスト・教材費・面接授業料含む(消費税
込額))
※面接授業時の交通費・宿泊費等は別途
社会福祉法に基づく第 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基づく介護保険事業者
の指定を受けた民間の施設・事業所に勤務していること。

(5)申込期間: ～平成 28 年 8 月 1 日（月）当日消印有効
※定員に達し次第申し込みを締め切ります。
【受講案内・申込書のダウンロードはこちら】
中央福祉学院ホームページ
http://www.gakuin.gr.jp/training/course305.html

【問合せ先：中央福祉学院 TEL 046-858-1355】

平成 28 年度 職場研修担当者研修会
施設職員コース(第１回)／インストラクター養成コース
受講者募集のご案内
社会福祉法人・施設のあり方が大き
く問われ、福祉・介護人材の不足が懸
念される中、人材の育成や定着を図
ることは喫緊の課題となっており、ＯＪ
Ｔをはじめとする「職場研修」の重要性
がますます高まっています。
中央福祉学院では、社会福祉法
人・施設等における「職場研修」の推
進・定着を図ることを目的に開発した
↑画像をクリックすると中央福祉学院のホームページ
標準研修プログラムにより、「職場研
にジャンプします。
修担当者研修会」を毎年開催していま
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す。
本年度は次のとおり、「施設職員コース」と「インストラクター養成コース」を合同開催
いたしますので、多くのご参加をお待ちしております。会場は、いずれもロフォス湘南・
中央福祉学院です。
研修会の概要
施設職員コース （第 1 回）
日
程： 平成 28 年 8 月 3 日（水）～5 日（金）
会
場: 中央福祉学院
受 講 料: 10,300 円
受講対象： 社会福祉法人・施設等において「職場研修」を推進している職員等
内
容: 「職場研修」の運営実務に関する知識及び技術の習得を図る。
インストラクター養成コース
日
程： 平成 28 年 8 月 3 日（水）～5 日（金）
会
場: 中央福祉学院
受 講 料: 10,300 円
受講対象: 職場研修担当者を対象とした研修のインストラクター（予定含む）とし
て、各都道府県・指定都市社会福祉研修実施機関が推薦する方。
内
容: 「職場研修担当者研修会」の基本的な指導方法等の習得を図る。
※ 平成 28 年 7 月 5 日(火)申込締切
※ 施設職員コースは、第 2 回を平成 29 年 2 月 12 日（日）～14 日（火）に開催予定で
す。内容は、第 1 回と同様です。
※ 本研修会で使用するテキストは、本会出版部発行の『改訂･福祉の「職場研修」マ
ニュアル』です（平成 28 年 6 月に改訂版を刊行）。
ご注文は、全社協出版部受注センター（℡.049-257-1080）で承ります。

【受講案内・申込書のダウンロードはこちら】
中央福祉学院ホームページ
http://www.gakuin.gr.jp/training/course321.html

【問合せ先：中央福祉学院 TEL 046-858-1355】
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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。
<新刊図書>
●『ひとりぽっちをつくらない コミュニティソーシャルワーカーの仕事』
(勝部 麗子 著)
2014 年放送の NHK ドラマ『サイレント・プア』の主
人公のモデルとなり、NHK『プロフェッショナル仕事
の流儀』でも取り上げられた、コミュニティソーシャル
ワークの第一人者である勝部麗子さん。大阪府・豊
中市社会福祉協議会での実践をふまえ、コミュニテ
ィソーシャルワークの極意といえる活動原則と支援
のポイントを一冊にまとめました。
孤独死、ごみ屋敷、ひきこもり、生活困窮、女性や
子どもの貧困、ホームレス、若年性認知症など、地
域社会の生活のなかにある課題に取り組むすべて
の地域福祉関係者にとって必読の書です。

(↑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)

(6 月発行 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)
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<月刊誌>
●特集「穏やかな心でケアするために」
『ふれあいケア』7 月号
介護職員は、いくつものストレスを抱えながらケア
にあたっています。職員が穏やかな心でケアができ、
いきいきと働ける職場になるためには、ストレスに対
するマネジメントが欠かせません。しかし、なかには
職員個人の力ではどうにもならないこともあります。
そこで、介護職員はどのようなストレスを感じてい
るのかを考え、それに対して施設・事業所全体で取
り組めることは何かを探ります。
（6 月 20 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Ⅰ「本格実施から 1 年 生活困窮者自立支
援制度」
特集Ⅱ「平成 28 年度の生活保護(2)」厚生労働
省社会・援護局保護課
『生活と福祉』6 月号
本号の特集は、特集Ⅰ「本格実施から 1 年 生活
困窮者自立支援制度」として、昨年 4 月から施行と
なった生活困窮者自立支援制度が 1 年経過したこと
をふまえ、各地の取り組みを紹介しながら、改めて
制度の現状と今後について考えます。
また特集Ⅱ「平成 28 年度の生活保護（２）」では、
5 月号に引き続き、平成 28 年度に改正された医療
費扶助の運営要領等について説明しています。業
務に必須の内容ですのでぜひご一読ください。
（6 月 20 日発売 定価本体 386 円税別）
【問合せ先：出版部 ℡03-3581-9511】
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(↑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)

＜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。
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