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■ 「一億総活躍社会」の実現のための緊急要望、厚生労働大臣
に提出～全社協 政策委員会
7 月 27 日、厚生労働省において、厚生労働大臣宛に「一億総活躍社会」の実現の
ための緊急要望を提出しました。
要望書は、全社協政策委員会 井手之上 優
委員長（大阪府社会福祉協議会 常務理事）より
定塚 由美子 社会・援護局長に手渡し、「一億総
活躍社会の実現に必要となる施策の緊急要望」と、
「更なる社会福祉制度の拡充に向けた要望事項」
について説明し、意見交換を行いました。
定塚社会・援護局長(左)と井手之上
「ニッポン一億総活躍プラン」（以下、「プラン」と
政策委員会委員長(右)
いう。）を実現するための財源確保と緊急施策の確
実な実施について強く要請しました。また、プランにおける子ども・家庭福祉、介護・障
害福祉、地域共生社会の実現に関連する施策について、福祉サービスの拡充と質の
確保、人材確保や処遇改善などに関する事項を要望しました。
さらに、「平成 29 年度社会福祉制度・予算・税制等に関する要望書」（全社協政策
委員会／6 月 9 日付、厚生労働大臣宛）などをもとに、更なる社会福祉制度の拡充の
ための重点事項を要望しました。
プラン実現のための財源確保については、7 月にとりまとめ予定である政府の経済
対策（平成 28 年度第 2 次補正予算）への対応と平成 29 年度予算に向けて、厚生労
働省として保育と介護の受け皿の整備、保育士や介護職員等の処遇改善等に係る予
算確保の取組みを進めたいとのことでした。
また、「一億総活躍プラン」等を踏まえた地域共生社会の実現に向けた検討が厚生
労働省において進められていることについて、今後の社会福祉のあり方に影響を及ぼ
す事項であるため、具体策の検討にあたっては、福祉関係者の意見等を十分に踏ま
えるよう要望しました。
これについては、厚生労働省として「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本部にて方
向性をとりまとめた後、秋頃を目処に包括的な支援・相談体制等に関する検討会を設
置し、モデル事業（多機関の協働による包括的支援体制構築事業）等を踏まえながら
具体策の検討を進める予定であるとの説明がありました。
その他、福祉・介護人材等のキャリアパスの構築や生活困窮者自立支援事業にお
ける任意事業等の総合的な実施の必要性や、社会福祉法人改革について要望と意
見交換を行いました。
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要望事項（概要）
1．「一億総活躍社会」の実現のための緊急要望
(1)「ニッポン一億総活躍プラン」実現の財源確保
(2)「ニッポン一億総活躍プラン」の緊急施策の確実な実現
【子ども・家庭福祉に関する要望】
(１)社会全体で子ども・子育て支援を保障する施策の実現と拡充
1）保育サービスの拡充と質の向上の確保
2）子どもの成長・発達や自立等を保障する社会的養護関係施策の拡充
3）ひとり親家庭（母子世帯）や多子世帯等への支援
【介護・障害福祉に関する要望】
(2)介護、障害福祉サービスの拡充と人材確保のための施策の実現
1）介護サービスの拡充と人材確保対策の強化
2）相談・支援体制の充実・強化
3）障害福祉施策の拡充と人材確保対策の強化
【地域共生社会の実現に関する要望】
(3)実効ある地域共生社会の実現に向けた検討の実施
2. 更なる社会福祉制度拡充の重点要望
(1)保育と社会的養護関係施設施策の拡充と質の向上
1）子ども・子育て支援新制度の 1 兆円確保による保育の集中整備と保育士等の
抜本的な処遇改善
2）実現可能な社会的養護体制の再構築、人材確保と養育の質の向上のための
施策の拡充
(2)高齢者福祉の拡充と介護保険事業の安定運営の確保
(3)地域社会における共生の実現のための障害者支援施策の拡充
(4)地域における総合相談・生活支援体制の強化
(5)働きやすく、やりがいのある職場環境整備、福祉人材確保対策の拡充
(6)大規模災害の被災地支援対応の拡充と災害・防災対策の強化
(7)社会福祉法人の法人税非課税等の税制堅持
↑上記をクリックすると政策委員会ホームページ(平成 29 年度社会福祉制度・予算・税制等に関する要望書)に
ジャンプします。

※「一億総活躍社会」の実現のための緊急要望（全文）は、全社協 政策委員会ホー
ムページからご覧ください。
http://zseisaku.net/action/demand/
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 社協における社会福祉法人制度改革への対応について協議
～都道府県・指定都市社協常務理事・事務局長セミナー
7 月 13～14 日、ロフォス湘南において、「平成 28 年度 都道府県・指定都市社協
常務理事・事務局長セミナー」を 80 名の参加のもと開催しました。
1 日目は、本会の髙井 康行 副会長より
開会挨拶を行い、続いて熊本県社協 常
務理事 松葉 成正 氏より、熊本地震の
復興活動に対する全国からの支援につい
てお礼の挨拶がありました。
その後は、基調説明に続いて、社会福
祉法人制度改革への対応をテーマに行政
セミナーの様子
説明、全社協説明、講演を行いました。
行政説明では、厚生労働省社会・援護局福祉基盤課 内野 英夫 課長補佐より、
改革の経緯や改正社会福祉法の概要とともに、必置となる評議員会、一定規模以上
の法人に導入が義務となる会計監査人等の取り扱いの詳細について説明をいただき
ました。その後の質疑応答では、理事・評議員の選任方法や会計監査人の導入にか
かる法人規模の判定基準、社協における財務規律の考え方等に関する質問に対して、
現時点での検討状況等についての説明があり、今後、社協の特性から配慮すべき事
情があれば検討したい旨の説明がありました。
また、講演では、浦野 正男 氏(全社協・全国社会福祉法人経営者協議会 地域
公益活動推進委員会 委員長)より、「社会福祉法人・福祉施設における制度改革へ
の対応と社協への期待」と題してお話をいただきました。浦野氏は、施設経営法人とし
ての立場から法人改革の受け止めを解説するとともに、「この法人改革を契機として、
社協と施設経営法人との連携・協働を強化し、社協が有する地域住民からの認知とい
う社会的なステータスと、施設経営法人の有する人的・物的資源といった双方の強み
を活かして、民間だからこそできる融通の利いた取組みを進めていく必要がある」と述
べられました。
2 日目は分散会を行い、グループ別に法人改革への対応の他、生活困窮者支援、
新たな貸付事業、福祉人材の確保等、大規模災害の発生に備えた対応といったテー
マについて、課題の共有や意見交換が図られました。
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■ 障害者の権利擁護の徹底をめざす～第 40 回全国身体障害
者施設協議会研究大会
全国身体障害者施設協議会（会長 日野 博愛／以下、「身障協」という。）では、7
月 21～22 日の 2 日間、愛知県名古屋市にて「障害者の権利擁護の徹底をめざして～
『適切なケア』を確保・充実させよう～」をテーマとした研究大会を開催し、全国から会
員施設関係者等 1,226 名の参加のもと、研鑽と交流を図りました。
大会 1 日目は、厚生労働省 障害福祉課 内山 博之 課長による行政説明があり、
本年 5 月に可決・成立した改正障害者総合支援法等の障害保健福祉施策の動向に
ついて説明がありました。続いて、日野会長から基調報告がなされ、社会福祉法人制
度改革や障害者施策の動向、身障協の取り組みについて説明があり、特に障害者虐
待防止・権利擁護の取組みの強化、通報義務の徹底等についての提起がありました。
さらに、有限会社クロフネカンパニー 代表取締役 中村 文昭 氏による記念講演が
行われました。
大会 2 日目は、午前中に 35 の実践発表があり、利用者の権利擁護実践や人材育
成、施設（法人）内研修や OJT 等の取組みに、参加者の関心が多く集まりました。
午後には「東北発・タイムスタディが浮き彫りにする障害者支援施設の現状と課題～
ケアのさらなる改善をめざして」をテーマとした特別報告が行われ、東北ブロック内会
員施設職員によるタイムスタディ調査結果の報告後、身障協 白江副会長、田原副会
長により、利用者の高齢・重篤化、医療的ニーズの拡大や利用者一人あたりの支援総
時間数の増、福祉人材確保・定着に関する課題提起等、今後の身障協の取組みにつ
ながるトークセッションが行われました。

■ 専門員の資質向上をはかる～日常生活自立支援事業専門員
実践力強化研修会
日常生活自立支援事業は、認知症高齢者や障害者など、全国で 48,000 人あまりの
方が利用しており、利用件数は増え続けています。専門
員は、本事業における支援の担い手として活動しており、
全社協では、資質向上を図るための研修会を毎年開催
しています。
7 月 14～15 日、新任の専門員を対象とした「日常生
セミナーの様子
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活自立支援事業専門員実践力強化研修会」を 256 名の参加のもと全社協・灘尾ホー
ルにおいて開催しました。
研修会では、制度創設時から本事業に関わられている、山崎 美貴子 氏（神奈川
県立保健福祉大学 顧問）、平田 厚 氏（明治大学法科大学院 教授・弁護士）、五
十嵐 禎人 氏（千葉大学教授）からは、それぞれの立場より事業の基本事項を学ぶ
講義が行われました。また、瀧 誠 氏（愛知淑徳大学 教授）からは、精神障害者に対
する支援について事例検討を交えながら講義・演習が行われました。
そのほか、「先輩専門員に学ぶ」をテーマにしたシンポジウムでは、長崎県大村市
社協 事務局長 山下 浩司 氏がコーディネーターとなり、専門員として活躍している
愛媛県八幡浜市社協の三根 生雅人 氏、岡山県津山市社協の井伊 理恵 氏から、
自身の経験に基づく報告をいただきました。

 福祉施設・事業所の福祉サービスの苦情対応 4,000 件超え
る～運営適正化委員会事業研究協議会
7月15日に「平成28年度運営適正化委員会事業研究協議会」を開催し、59名が参
加しました。47の運営適正化委員会で受付けた苦情は、はじめて4,000件を超え、内
半数が障害分野となっています。こうした情勢を踏まえ、午前のプログラムでは、社会
福祉法人制度改革に関する行政説明のほか、平田 厚 氏（明治大学法科大学院 教
授・弁護士）より、福祉サービス利用者の権利擁護に向けた運営適正化委員会の役割
等についてご講義いただきました。
午後からは「増加・多様化する苦情相談への対応状況」・「苦情解決による福祉施
設･事業所の質の向上の支援｣をテーマに、近年特に増加傾向にある障害分野の苦
情の傾向・対応状況や、福祉施設･事業所における苦情相談体制整備に向けた取組
み等について福岡県・群馬県が実践報告を行いました。
実践報告を踏まえたグループ協議では、苦情解決状況の公表促進や運営適正化
委員会の運営、機能強化に向けた課題と対応等について情報共有・意見交換を行い
ました。
福祉サービスの提供を取り巻く環境が大きく変化するなかで、福祉サービス利用者
の権利擁護において運営適正化委員会が果たす役割はさらに重要となっています。
福祉施設・事業所の苦情相談体制の整備、苦情を活かした福祉サービスの質の向上、
苦情解決状況の公表の促進などの取組みを進めていく必要があります。
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■ 第 33 期アジア社会福祉従事者研修～第 1 回施設研修開始
3月17日に来日したアジア社会福祉従事者研修生（韓国/李(イ)さん・台湾/廖(リャ
オ)さん・タイ/ワリーさん・スリランカ/マドゥさん・インドネシア/マーチャさん）は、約3ヵ月
間の日本語学習、施設見学等のプログラムを終え、7月20日からは第1回施設研修に
取り組んでいます。
約1ヵ月半の社会福祉施設での研修では、福祉活動体験などを中心として日本の
福祉を学びます。研修先は次のとおりです。ご支援のほど、よろしくお願いいたしま
す。

施設見学をする研修生

第33期研修生

スピーチ試験を終えて

（敬称略）
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■ 日本・韓国・台湾３国の民間社会福祉関係者で交流をはかる
～第 21 回日本・韓国・台湾民間社会福祉代表者会議
「第 21 回日本・韓国・台湾民間社会福祉代表者
会議」が 6 月 27 日に韓国ソウル市で韓国社会福祉
協議会の主催により開催されました。この会議は、
地域的にも近く、福祉を取り巻く環境も近い日本・韓
国・台湾の 3 国の民間社会福祉関係者が共通する
各国の発表者による質疑応答とディス
カッション
(右から 1 番目：菊池氏、2 番目渋谷氏)

課題や取組みについて経験や知識を共有するとと
もに、互いの交流を目的として、1996（平成 8）年より
3 国が順に開催国となって毎年開催されているもの
です。
第 21 回大会には、日本からは全国社会福祉協
議会 髙井 康行 副会長をはじめ 16 名が参加、
韓国 30 名、台湾 24 名の計 70 名が参加しました。
会議では各国から 2 名の報告者がそれぞれの国の
福祉の動向や課題等について報告し、活発な質
疑応答が行われました。各国の報告は次のとおり

各国の主要な会議参加メンバー

です。
なお、第 22 回会議は平成 29 年に日本で開催する予定です。多くの方にご参加い
ただきたくお願いいたします。
(敬称略)
国

発表テーマ
地域福祉・福祉施策の新たな動き

日本

韓国
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「大阪しあわせネットワーク」について
～オール大阪の社会福祉法人による社会貢
献事業～

発表者
全国社会福祉協議会常務理事
渋谷 篤男
吹田みどり福祉会理事長
全国社会福祉法人経営者協議
会副会長
菊池 繁信

アジアの地域社会における福祉と民間資源動
員の方策

スンシルサイバー大学副総長、
福祉行政学博士
チョン・ムソン

官民協力による地域特性に合わせた福祉サ
ービス構築の対策

ソウル大学教授
イ・ボンジュ

台湾

台湾非営利団体の募金
～児童福祉連盟を例に～

児童福祉連盟文教基金会
チン シ シン

先住民社会事業の現地実践
～台湾大安渓部落協働厨房の経験から～

東華大学助教授
ハン ユイン ハオ

■ 韓国・日本の福祉の学びを深める～スタディ・ツアー2016 実
施
全社協国際部主催のスタディ・ツアーは、本会が長年にわたり実施しているアジア
社会福祉従事者研修修了生の母国における活動等を訪問し、その取組みを学ぶとと
もに、修了生たちと交流をはかることを目的として開
催しています。この度、2年に一度開催される「2016
ソーシャルワーク、教育及び社会開発に関する合同
世界会議」 (SWSD2016:Joint World Conference on
Social Work, Education and Social Development
恩平天使院での
2016)の開催に合わせて、6月23～26日の日程で本
ディスカッションの様子
年度第1回目のスタディ・ツアーを韓国で実施しまし
た。
スタディ・ツアーには、日本から15名が参加し、4ヵ
所の社会福祉施設を訪問しました。施設での説明、
視察、質疑応答、意見交換をとおして韓国の福祉の
状況を学ぶとともに、日本の参加者からも日本の取組
みなどを紹介し、双方向での学びを深めることができ
ました。最終日の6月27日は第21回日本・韓国・台湾
民間社会福祉代表者会議に参加し、韓国、台湾の福
祉事情を学ぶとともに3ヵ国の参加者間で交流を深め
中原老人総合福祉館の前にて
ました。
27日から開催されたSWSD2016に参加された方もおられ、充実したツアーとなりまし
た。スタディ・ツアーのスケジュール、修了生の協力者はつぎのとおりです。
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【スタディ・ツアー日程】
(敬称略)
日程
訪問先
6月24日
恩平天使院（児童養護施設）
西部障害者総合福祉館
Nuya House (障害者の福祉作業所）
景福宮（李朝時代の正宮で韓国を代表する古宮）
6月25日
中原老人総合福祉館
南漢山城（歴史的建造物、世界遺産）
修了生交流会
6月26日
第21回日本・韓国・台湾民間社会福祉代表者会議に参加
6月27～30日
SWSD合同世界会議(希望者のみ参加)
【協力いただいた修了生の方がた】
第1期 張昌燁（Jang, Chang Yub）
第9期 趙 倫瑩（Cho, Yun Young）
第16期 成 耆玉（Seong, Ki Ok）
第20期 朴 昭姸（Park, So Youn）
第27期 金 庚河(Kim, Kyoung Ha)
第32期 朴 元珍（Park Won Jin)

第6期 朴菩提（Park, Bo Rie)
第12期 李 光文（Lee, Kwang Mun)
第18期 邊 小玹(Byun, So Hyun)
第26期 姜 眞姫（Kang, Jin Hee）
第31期 李 恩政（Lee Jung Eun)

■ 福祉人材センター・バンクにおけるマッチング機能強化めざす～
マッチング機能強化研修会
7 月 20～21 日、全社協にて中央福祉人材センターが実施するマッチング機能強化
研修会を 46 名のセンター・バンク職員の参加を得て、開催しました。
本研修会は、キャリア支援専門員等マッチング担当者が地域における活動のポイン
トを確認するとともに、実践に活用できるノウハウ等を会得することによって、福祉人材
センター・バンクにおけるマッチング機能の強化につなげることを目的としています。
今年度は、マッチング担当者が活動するうえで押さえておくべき取組みのポイントや、
福祉人材センターが福祉人材の確保・採用・定着を促進するためにすべきことについ
て、『キャリア支援専門員必携 きめ細やかな求人・求職マッチング活動の極意』の説
明がありました。また、都道府県人材センターの実践発表から理解を深めるとともに、2
日目午前中はグループ討議により、日常業務の質の向上・改善のヒントを見つけるた
めの参加者相互の情報交換の時間を持ちました。
特に、今年度は、国全体の求人増という経済・雇用状況のため、福祉領域では深刻
な福祉人材の確保難が続いています。そのようななか、組織的な対応策についても検
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討、意見交換を進めるために、参加対象に、キャリ
ア支援専門員等マッチング支援担当のほか、セン
ター・バンク所長やそれに準ずる職員の方も加え
て開催しました。
グループ討議では、事業所訪問の方法をはじめ、
研修の様子
スカウトの方法や潜在有資格者の掘り起しの際の
広報、民生委員、市町村社協との協力、立地条件が悪い場所における住居提供、送
迎バスの導入といった事例があること。また、求職者に同行しての施設見学、キャリア
支援員のスキルアップの必要性、就職困難な求職者への対応、人材センターの存在
の周知の強化の必要性等、高齢者の活用、SNS の活用等、多岐にわたるテーマにつ
いての協議、情報交換が行われました。

■ 商品製作過程の法令理解と商品開発力を強化～セルプ商品
コンプライアンスの強化ならびに商品開発力の強化促進セミナ
ー
全国社会就労センター協議会（会長 阿由葉 寛／以下、「セルプ協」という。）は 7
月 25 日、セルプ商品コンプライアンスの強化ならびに商品開発力の強化促進セミナ
ーを全国から 58 名の参加を得て開催しました。
このセミナーは、厚生労働省の民間社会福祉事業助成金「就労系施設生産活動促
進事業」を受け毎年開催しているもので、参加対象を社会就労センターで製作した商
品等を販売する全国段階、都道府県段階等における「ナイスハートバザール」の担当
者や関係者としています。
本年度は、ナイスハートバザールの開催に関する知識や情報の提供というこのセミ
ナー本来の目的の他、商品の製作にあたり遵守が求められる様々な法令の理解と商
品の開発力を強化することを目的として開催しました。
当日は午前中に、セルプ協事業振興委員会 小池 邦子 委員長による基調報告
において、「ナイスハートバザール」が目指すもの、バザールの意義や目的、準備段階
での注意事項、バザールでの販売促進の視点等を確認し、続く事例報告では、昨年
度全国段階の「ナイスハートバザール」を開催した埼玉県と広島県の担当者より、実施
した結果の感想や運営全般における良かった点、課題点等について報告をいただき
ました。
引き続き午後には、株式会社 生活品質科学研究所 髙田 かおり 氏による、食
品表示法、地理的表示法、家庭用品規制法、家庭用品品質表示法等、商品の製作
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に関係する諸法令の理解のための講義がありました。次に、参加者の所属施設・事業
所において高い売り上げやセールスポイントがある「イチオシ商品」について、その商
品の開発における要点や苦労話、頒布・ＰＲの工夫等について 17 名の方に発表をし
ていただきながら商品開発に関する情報交換を行いました。最後に、講師の髙田氏よ
り商品開発を行ううえでの着眼点と留意点について、発表を踏まえた講評とまとめをい
ただき、セミナーを終えました。
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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

■

平成 28 年第 12 回経済財政諮問会議【7 月 13 日】

最低賃金については、3％引き上げの方針を示し、また 2016 年度の国内総生産
(GDP)成長率が実質前年度比 0.9％となる見通しを公表。
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2016/0713/agenda.html

■

平成 28 年第 13 回経済財政諮問会議【7 月 26 日】

2020 年度の基礎的財政収支の赤字額は 5.5 兆円となる試算を公表。また、17 年度
予算概算要求の基本的方針を示し、1 億総活躍社会の実現のための政策を推進する
ことを公表。
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2016/0726/agenda.html

■

第１回 「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本部 資料【7 月 15 日】

地域全体で高齢者、障害者等を支える「地域共生社会」の構築に向けた具体策の
検討を加速化するための実現本部の初会合を開催し、2020 年代初頭の現実を目指
す方針を確認。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000130501.html

■

第６０回社会保障審議会介護保険部会資料【7 月 21 日】

訪問介護における生活援助に対する給付等、軽度者に対する支援の見直しへの
議論を開始。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000130774.html
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■

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【7 月 25 日】

改正児童福祉法等の進捗状況を把握するとともに、「新たな子ども家庭福祉」の実
現に向けた制度改革全体を鳥瞰し、新たな社会的養育のあり方の検討を開始。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-koyou.html?tid=368216

厚生労働省新着情報より

■

介護休業制度における「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」に関する研
究会報告書【7 月 19 日】

現行の基準を緩和するとともに、労働者・事業主等介護について必ずしも専門的な
知識を持たない一般の人にもわかりやすい判断基準項目を設けることを検討。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000130474.html

■

高齢者向け給付金の取組状況を公表します【7 月 26 日】

厚生労働省では、高齢者向け給付金（年金生活者等支援臨時福祉給付金）の各
市区町村での取組が平成 28 年 4 月に本格化されたことを機に、取組み状況を把握す
るため、全市区町村を対象とするアンケート調査を実施。その取りまとめの公表。(平成
28 年 6 月 30 日時点)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000131394.html

■

「社会福祉施設等における入所者等の安全の確保について」通知発出【7 月 26 日】

7 月 26 日に発生した神奈川県相模原市の障害者支援施設の事件を踏まえ、都道
府県等に対して、施設入所者の安全確保に関する注意喚起の通知を発出。
http://zseisaku.net/ActionReport/tuchi20160726.pdf
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■

介護給付費等実態調査月報（平成 28 年 5 月審査分）【7 月 27 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/2016/05.html

■

平成 27 年度「使用者による障害者虐待の状況等」の結果を公表【7 月 27 日】

通報・届出件数、虐待が認められた件数ともに前年度より増加。虐待種別は、身体
的虐待 73 人、性的虐待 10 人、心理的虐待 75 人、放置等による虐待 15 人、経済的
虐待 855 人となっている。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000131348.html

■

平成 27 年簡易生命表の概況【7 月 27 日】

男性の平均寿命は 80.79 年となり、過去最高(平成 26 年の 80.50 年)を更新。女性
の平均寿命は 87.05 年となり、過去最高(平成 26 年の 86.83 年)を更新した。
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/life15/index.html
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インフォメーション
■研修会
平成 28 年度 社会福祉法人広報強化セミナー
テーマ：社会福祉法人の経営戦略と広報
（社会福祉協議会・社会福祉施設）申込受付中
本セミナーは、社協・福祉施設において広報活動
を具体的・実践的に進めていくための知識・情報を
理解するとともに、効果的な広報戦略について学び
あうことを目的にして開催するものです。
間もなく申込締切日です。皆さまの参加を、お待
ちしております。
テーマ：社会福祉法人の経営戦略と広報
日 時：平成 28 年 9 月 5 日（月）～9 月 6 日（火）
会 場：全国社会福祉協議会・会議室
対 象：都道府県・指定都市・市区町村社会福祉
協議会ならびに社会福祉法人・福祉施設
で広報活動を担当するリーダー等
↑画像をクリックすると開催要綱及び
参加費：10,000 円（宿泊代等別途）
申込書をダウンロードできます。
申込締切：平成 28 年 8 月 15 日（月）必着
※8 月 15 日以降も、定員の範囲内で申込を受け付けます。
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、FAX にて
お申込みください。
http://zseisaku.net/ActionReport/kaisaiyoko.pdf
問合せ先：全社協政策企画部広報室 TEL 03-3581-7889

FAX 03-3580-5721

あわせて、都道府県・指定都市社協の広報担当連絡会議を開催します。
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■研修会
平成 28 年度 「大都市の福祉問題への取組を促進する社協セミナー」の開催
大都市問題などを背景とする指定都市社協における課題の分析や事業展開の方
向性などについて、本会の「都道府県・指定都市社協の経営に関する委員会」のもと
に設置した「指定都市分科会」で協議し、指定都市（大都市）における生活課題・福祉
課題への各社協での対応と事業・活動展開を働きかけています。
今般、指定都市分科会での議論を踏まえ、社会福祉制度の転換期における大都市
部の社会福祉協議会の果たすべき役割を確認するとともに、今後の実践と事業展開
の方向性を協議、共有することを目的としたセミナーを札幌市社会福祉協議会との共
催にて開催します。
皆様のご参加をお待ちしております。
【セミナー概要】
1．日
程：平成 28 年 9 月 28 日～29 日
2．会
場：札幌市教育文化会館
3．参加対象：指定都市・区社協、中核市社協、特別区社協、都道府県社協の部
課長・職員
4．参加定員：100 名（先着順）
5．参 加 費：7,000 円／情報交換会（任意参加） 2,000 円
6．内
容
「大都市部の社協における今後の実践と事業展開の方向性」（3 指定都市・4 テ
ーマの実践）や開催地である「札幌市におけるコミュニティソーシャルワーク活動
の推進」（3 テーマの実践）についての報告などをもとに、参加者により日々の実
践に関する意見・情報交換を行い、今後の実践と事業展開の方向性を考えま
す。
※詳細については「開催要綱」をご参照ください。
【開催要綱・申込書のダウンロードはこちら↓】
◆開催要綱…http://zseisaku.net/data/yoko160727.pdf
◆参加・宿泊等申込書…http://zseisaku.net/data/moshikomi160727.pdf
問合せ先：政策企画部 TEL03-3581-7889
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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。

<月刊誌>
●特集「実践につながる会議・ミーティングの手法」
『ふれあいケア』8 月号
活発な意見が交わされ、発言がしやすく、実践に
つながる会議・ミーティングが運営されていますか。
会議は、限られた時間のなかで上司、先輩、同僚、
後輩、多職種などが集まる貴重な場です。会議・ミ
ーティングが有効に機能し、現場実践に役立つもの
とするための手法について考えます。
また、会議・ミーティングの運営方法だけでなく、
議事記録のとり方、会議後の情報共有のあり方など
についても紹介します。
（7 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)
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●特集Ⅰ「平成 28 年度『生活保護 新任査察指導
員・新任指導職員基礎研修会』から」
『生活と福祉』7 月号
本号の特集は、5 月 11 日から 13 日の 3 日間、東
京都内で開催された厚生労働省社会・援護局保護
課自立推進・指導監査室主催による「生活保護 新
任査察指導員・新任指導職員基礎研修会」におけ
る 3 日間の研修内容のうち、査察業務のポイントを
中心にその要旨を紹介します。
（7 月 20 日発売 定価本体 386 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)

＜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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