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          （全社協 ぜんしゃきょう） 

Topics 

 政策委員会幹事会（第 3 回）～平成 28 年度第 2 次補正予算案・平成

29年度予算編成に向けた検討・対応などを確認 
 

 法人社協モデル定款改正案示す～平成28年度(第2回)都道府県・指定都

市社協地域福祉推進担当部・課長会議 
 

 「平成 28年熊本地震 今後の生活支援体制の構築に向けた情報交換会」 
 

 制度改正や取り巻く環境の変化に対応する～全国福祉教育推進セミナー／

都道府県・指定都市社協 福祉教育担当者連絡会議 
 

 セルプ協「第21期（平成28年度）リーダー養成ゼミナール」前期面接授業を

開催 
 

 「初級コース受講者のための会計入門研修会」を新たに開催～社協・社会福

祉施設職員会計実務講座 
 

 第 3 期社会福祉士通信課程 短期養成コース 第 2 回面接授業スタート！

／第 29回社会福祉士国家試験直前対策講座 受講者募集中 
 

 「老人の日・老人週間」・老人クラブ全国一斉「社会奉仕の日」～全国老人ク

ラブ連合会 
 

 

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 
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 政策委員会幹事会（第 3 回）～平成 28 年度第 2 次補正

予算案・平成 29 年度予算編成に向けた検討・対応などを確

認 
 

平成28年度第3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8月26日に開催しました。 

「未来への投資を実現する経済対策」（平成28年8月2日閣議決定）にもとづいて、

一億総活躍社会の着実な実現につなげる平成28年度第2次補正予算案と平成29年

度予算概算要求をもとに、社会福祉関係予算の確保に向けた今後の対応とともに、社

会福祉法人制度改革、各福祉分野の制度改革の動向と政策課題について協議しま

した。 

平成28年度第2次補正予算と平成29年度予算に向けては、政策委員会として「『一

億総活躍社会』の実現のための緊急要望」（平成28年7月27日：厚生労働大臣宛）な

どを行ったところです。本会の提案・要望事項の反映状況を精査しながら、予算の編

成・審議過程において社会福祉制度・予算の拡充に向けて必要となる検討と対応を

はかっていくことを確認しました。 

また、介護保険、障害者・児支援、子ども・子育て、社会的養護、生活保護及び生

活困窮者支援などの福祉諸制度について、現在、国の審議会・検討会等で制度改革

の議論が進められています。介護保険制度における軽度者への対応や利用者負担

のあり方、社会的養育や生活困窮者支援など各分野での制度改革に係る議論の状

況を把握・検証しながら、福祉サービスの拡充と支援を必要とする利用者の視点など

から、政策委員会として政策課題を提起し、要望・提案を進めることとしました。 

社会福祉法人制度改革については、平成29年度施行及び平成28年10月の関係政

省令等の発出に向けて、福祉部会等で検討課題とされている事項（現時点で未確定

である、会計監査人の設置法人の規模、控除対象財産等）への対応、各社会福祉法

人での理解の促進などが課題であるとの議論がなされました。 

また、相模原市の障害者支援施設での事件をうけ、福祉施設・事業所における安

全管理体制とリスクマネジメントや福祉人材の育成など、福祉サービスの質の向上に

向けた取組みの必要性について意見交換しました。 
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あいさつを述べる 

全社協・野崎吉康事務局長 

 法人社協モデル定款改正案示す～平成 28年度(第 2回)都

道府県・指定都市社協地域福祉推進担当部・課長会議 
 

8 月 24 日、社協における社会福祉法人制度改革への適切な対応を進めることを目

的に今年度 2 回目の都道府県・指定都市社協地域福祉推進担当部・課長会議を開

催しました。 

開会の挨拶で、全社協・野崎事務局長は、

全社協の定款や理事・評議員の選任規程

の見直し等の準備状況について説明する

とともに、社協として、社会福祉法人制度改

革に的確に対応していくべく、全国ネットワ

ークを生かして取り組んでいく旨を述べまし

た。 

続いて行政説明が行われ、厚生労働省

社会・援護局福祉基盤課より、社会福祉法

人制度改革に関する説明がありました。また、

全社協・高橋地域福祉部長より基調説明を行い、社協としての対応の基本的考え方

を改めて述べるとともに、法人社協モデル定款の改正について、検討作業の経緯や

方針、検討の過程で論点となった評議員会の位置づけ等について説明がありました。 

モデル定款改正案の説明の後に行われたグループ討議では、市区町村社協への

支援について協議し、理事、評議員の選任のあり方や社会福祉充実残額の算出にあ

たっての社協に特有の基金等の取扱い、地域の社会福祉法人に対する評議員確保

支援、協働による公益的な取組みの推進等、さまざまな論点に関して意見交換が行わ

れました。 

 

 

■ 「平成 28年熊本地震 今後の生活支援体制の構築に向けた

情報交換会」 
 

熊本地震発生から5ヵ月が経過し、熊本県では避難所から仮設住宅等へ被災され

た方々の生活拠点への移行が始まります。熊本県では、15市町村に「地域支え合い

センター」（以下、「センター」という）が開設され、その運営は当該地区の市町村社協

を中心に委託され、専任の相談員による地域の見守りなどによる支援が行われること

になります。 

熊本県内のセンターの立ち上げと具体的な運営準備にあたり、全社協地域福祉推
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宮城県仙台市太白区にある 

「あすと長町仮設住宅」 

進委員会は、8月17～18日、仙台市内の会場にて「平成28年熊本地震 今後の生活

支援体制の構築に向けた情報交換会」を開催しました。 

情報交換会は、東日本大震災発生後、生活支援を継続している東北3県1市（岩手

県、宮城県、福島県、仙台市）社協の関係者に参加いただき、仙台市内で実施しまし

た。 

初日は、熊本県社協及び熊本市社協

が被災地の現状と課題を報告し、その後、

東北3県1市社協の関係者を含めた県と

市の3つのグループに分かれ、今後の取

組みに向けてより具体的で率直な意見

交換等を行いました。2日目は現場視察

として、仙台市社協中核支えあいセンタ

ーや仙台市内にある「あすと長町ニュー

タウン」の仮設住宅、その後、沿岸部に

移動して石巻市社協災害復興支援対策課等を訪問しました。 

熊本県社協及び熊本市社協では、今後、住民の自助を基本としながら、避難所、

仮設住宅、みなし仮設、そして在宅に暮らす高齢者、障がい者、生活困窮者、子育て

世帯等に対する総合的な支援に向けた体制を構築していくことになりますが、今般の

東北3県1市社協の関係者の経験等を参考にその具体的な取組みを進めていくことに

なります。 

東日本大震災は発災後5年以上経過していますが、東日本大震災における被災者

支援もまた継続していることを認識しつつ、今後も継続的な情報収集を行いながら必

要な支援を行っていく予定です。 

 

 

 

■ 制度改正や取り巻く環境の変化に対応する～全国福祉教育

推進セミナー／都道府県・指定都市社協 福祉教育担当者連

絡会議 
 

8 月 9～10 日、「福祉教育のこれから～制度改正や取り巻く環境の変化に対応する

～」をテーマに、「平成 28 年度全国福祉教育推進セミナー」を 82 名の参加のもと、開

催しました。 

初日は、基調講演「サービスラーニング入門～サービスラーニングとは？そして今な

ぜサービスラーニングが必要なのか～」（講師：日本福祉大学招聘教授/市民社会コ
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当日の様子 

ンサルタント 村上 徹也 氏）において、サービスラーニング（「社会貢献活動」と「学

習」を結びつけた取組み）の考え方や特徴、歴史、展開する際の留意点などを整理し

ました。また、福祉教育の視点と結びつけながら、なぜ今、サービスラーニングが必要

なのかを学び合いました。 

その後、シンポジウム「サービスラーニン

グを通して市民性を育む」では、コーディ

ネーターに日本福祉大学教授/日本福祉

教育・ボランティア学習学会理事  原田 

正樹 氏、コメンテーターに村上 徹也 氏

にご登壇いただき、2 名のシンポジスト(山

形県立高畠高等学校 校長 奥山 留美

子氏、宮崎県日向市社協 地域福祉課 

課長 成合 進也 氏)から、現在の学校を

中心とした福祉教育実践報告がなされました。また事例を通して市町村社協は新しい

福祉教育の展開としてサービスラーニングを担うことができるのか。あるいは高等学校

は今、どのような地域連携教育を展開しているのか。高校生が市民性を育んでいくた

めにはどのような取組みが必要となるか等について学びました。 

2 日目は、各テーマに分かれて分科会を行いました。第１分科会では、社会的包摂

にむけた福祉教育の実践事例、第 2分科会では地域における福祉教育実践のきっか

けづくりや継続するための「場づくり」の実践事例を参加者とともに共有し、紐解いてい

きました。また、第 3 分科会では防災と福祉教育のテーマで、具体的な事例を踏まえ

たワークを取り入れながら、改めて防災・減災における福祉教育の役割を参加者ととも

に考えました。 

セミナー後は、「平成 28 年度 都道府県・指定都市社協 福祉教育担当者連絡会

議」を開催し、都道府県・指定都市社協における福祉教育の実践、市区町村社協へ

の支援のあり様について、福祉教育担当者間での情報交換を行いました。 

【分科会】 

第 1分科会 「社会的包摂にむけた福祉教育の実践」 

コーディネーター 原田正樹氏（日本福祉大学 教授） 

講義・事例報告 奥田 知志 氏（NPO 法人 抱樸 理事長） 

鼎談者   須田 めぐみ 氏（宮城県女川町社協） 

第 2分科会 「地域における福祉教育実践のための機会をつくる」 

コーディネーター  佐藤 陽 氏（十文字学園女子大学人間生活学部人間福  

祉学科） 

事例① 根元 健一 氏 （宮城県村田町社協 係長兼福祉活動専門員） 

事例② 木村 俊彦 氏 （埼玉県新座市 キャベツの会 事務局） 
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講義の様子 

第 3分科会 「防災と福祉教育」 

コーディネーター： 篠原 辰二氏（一般社団法人Wellbe Design 理事長） 

事例①  齊藤 直基 氏（栃木県日光市社協） 

事例②  松浦 英雄 氏（北海道士別市ボランティアセンター 副運営委員長） 

 

 

■ セルプ協「第 21期（平成 28年度）リーダー養成ゼミナール」

前期面接授業を開催 
 

全国社会就労センター協議会（セルプ協／会長 阿由葉 寛）では 8 月 17～19 日

の 3 日間にわたり、「第 21 期（平成 28 年度）リーダー養成ゼミナール」前期面接授業

を開催しました。 

このゼミナールは、セルプのセンター長や中堅幹部職員などを対象として、今後の

セルプを担う者としての必要な知識等の習得やリーダーシップの養成、またセルプ関

係者間のネットワークの構築を目的に毎年度開催されています。受講生はこの 1 年間

のゼミナールを通して、前期・後期面接授業での講義や所属ゼミ講師（セルプ協役員）

の助言を受けながら、それぞれの事業所における取組み等の現状と課題、今後のあり

方について検討し、今期中に 8,000字以上の修了レポートを作成します。 

本年度は全国から、定員（18名）を上回る 20名の受講生を受け入れての開講となり

ました。 

1 日目は、阿由葉 寛 会長による開講の挨拶

と基調報告、斎藤 公生 顧問による「セルプ経

営の目指すもの」と題した講義、井上 忠幸 制

度・政策・予算対策委員による制度改革ディス

カッションが行われました。阿由葉会長からは、

セルプ協の歴史や近年の制度動向、はたらく・

くらすを支えるセルプ協の基本姿勢等について

の講義がありました。続いて斎藤顧問からは、

工賃向上というセルプに課せられた責任と今後

のセルプのあり方について、顧問の事業所における取組みも紹介しながら、受講生に

強いメッセージが送られました。最後に、井上委員による制度改革ディスカッションで

は、受講生から各事業所の現状やそれに対する意見等を聞きながら、制度の成り立ち

や変遷を注視し分析することの重要性についての話がありました。 

2 日目は、「先駆的な取組みから学ぶ」ため、就労移行支援事業で注目を浴びてい

る「ぽこ・あ・ぽこ」（神奈川県横浜市）を訪問しました。三田地 明典 施設長による講
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講義の様子 

義と施設見学を通して、職員の役割分担や企業出身 OB 職員の活用、営業等に関す

るさまざまな工夫について知り、またそれらを実際に目で見て肌で感じたことで、受講

生は多くの刺激を受けた様子でした。 

3日目は、午前中にそれぞれのゼミに分かれてのゼミナールと午後には大妻女子大

学 人間関係学部 教授 小川 浩 氏による職業リハビリテーション論の講義がありま

した。また、セルプ協役員 3名（叶 義文 副会長、益原 忠郁 事業振興副委員長、内

藤 晃 調査・研究・研修委員長）がゼミ講師となってそれぞれ 6～7名の受講生を受け

持つゼミナールでは、一人ひとりのレポート内容に合わせたきめ細やかなアドバイスが

ありました。小川教授には、グループディスカッションを交えながら、とくに就労移行支

援において求められる視点やアセスメントの大切さについてご講義いただきました。 

内容の濃い 3日間であったという声が受講生から寄せられました。1日目、2日目の

授業日程終了後に開かれた情報交換会では、受講生同士すぐに打ち解け合ってい

る様子があり、このゼミナールのもう一つの目的でもある活発な交流と意見交換の機会

となりました。 

今後は、来年 1月の後期面接授業と修了論文作成に向け、受講生が互いに協調し、

ゼミ講師のサポートを受け、学びを深めていくこととなります。 

 

 

 「初級コース受講者のための会計入門研修会」を新たに開催

～社協・社会福祉施設職員会計実務講座 
 

中央福祉学院では、社会福祉協議会ならびに社会福祉法人の社会福祉施設・事

業所等の会計実務担当者・役職員等を対象に、「社会福祉法人会計基準」に基づく

会計実務等に係る知識・技術を習得することを目的とし、「社協・社会福祉施設職員会

計実務講座」を毎年開講しています。 

本年度は、「初級コース」受講者を対象とした、

「初級コース受講者のための会計入門研修会」を

創設しました。本研修会は、簿記の学習経験や会

計の実務経験がない方を対象とし、初級コースを

受講するための基礎知識を身につけ、受講効果

をより高めることを目的としています。 

8月21～23日に開催された研修会は、初級コー

ス受講者470名のうち223名が受講し、「簿記とは何か」という問いかけからはじまり、複

式簿記の概要、仕訳の基本、会計帳簿の関係やつながり、社会福祉法人会計におけ

る各種の仕訳（現預金、収益、費用等）について、講義と演習を通じて学びました。受
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講者の学習意欲は非常に高く、2日目に実施した理解度確認テストでは、平均点が90

点を超えるなど、学習効果の高い研修会となりました。 

 

 

■ 第 3 期社会福祉士通信課程 短期養成コース 第 2 回面接

授業スタート！／第 29 回社会福祉士国家試験直前対策講

座 受講者募集中 
 

第3期生の第2回面接授業（ロフォス会場）は8月26日からスタートし、4日間のプログ

ラムで、ソーシャルワークの主な理論やアプローチ、事例検討を通したメゾ・マクロレベ

ルのソーシャルワークの基本理解などに取り組み、全演習の総括を行いました。参加

者は、合格への意気込みを模造紙に書いて、それを囲んで記念撮影を行いました（下

記写真を参照）。また、これから東京・大阪会場の受講者の方々も順次これらの演習に

取り組むこととなっています。 

 

第29回社会福祉士国家試験対策講座は大阪とロフォスで開催しました（大阪会場：

ウェルおおさか大阪市社会福祉研修・情報センター・8月13～14日開催、ロフォス会

場：8月20～21日開催）。大阪には48名、ロフォスには114名の第3期生と卒業生が参

加し、模擬試験と国家試験受験のポイントと取組み、特別講義では社会学等の要点に

ついてと、盛りだくさんのことを学びました。この時期までに19科目全体の概要を学習

していなかった多くの人は、さまざまな科目の解説についていくのに苦戦されていまし

た。  しかし、「家では復習・理解しにくい制度の根拠やその仕組みを説明してもらい

スッキリわかった」「覚えるコツを教えてもらった」「ひとりで勉強（卒業生）していたが、周

りのがんばっている人と一緒に学べて励みになった」という感想をいただきました。 

また、この夏の講座とは別に、第29回社会福祉士国家試験対策直前講座を、11月

に次の2会場で行います。科目の特別講義としては「心理学」の要点を学びます。そし

て、中央福祉学院が実施する模擬試験のフィードバックを中心に、問題演習と解説講

義を行いますので、奮ってご参加ください。独学よりも効率的な学び、暗記問題等の

正解の上乗せに役立てていただきたいと思います。 

溝渕淳先生クラス 倉石哲也先生クラス 
 

矢野明宏先生クラス 
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地域社会への感謝と地域の担い手とし

ての活力を示す黄色いのぼり 

講座の概要 

【東京会場】 

日時：2016年11月3日（文化の日・祝日）8：40～16：45 

会場：新霞が関ビル 全国社会福祉協議会 5階会議室 

    （東京都千代田区霞が関3-3-2） 

【兵庫会場】 

日時：2016年11月23日（勤労感謝の日・祝日）9：10～16：50 

会場：兵庫県福祉センター 多目的ホール 

     （神戸市中央区坂口通2-1-1） 

・参加対象：全社協・中央福祉学院社会福祉士通信課程の在籍生・卒業生（各会場

定員120名） 

・参加費：10,300円（税込） 

・申込：全社協・中央福祉学院ホームページから申込書をダウンロードしていただき

メールかFAXでお申込ください。 

http://www.gakuin.gr.jp/training/course3923.html 

 

 

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 

           ℡046-858-1355（平日 9：30～17：30）Fax046-858-1356 

 

 

■ 「老人の日・老人週間」・老人クラブ全国一斉「社会奉仕の日」

～全国老人クラブ連合会 
 

本年も、「老人の日・老人週間」キャンペーンを、内閣府、厚生労働省、全国社会福

祉協議会(以下、「全社協」という)、全国老人クラブ連合会をはじめとする 3省庁 9団体

が主唱し実施します。 

「老人の日・老人週間」が制定された経緯は、

昭和 22年に兵庫県野間谷村（現在の多可町）

にて 9月 15日に敬老行事が開催されたことに

端を発します。その後、兵庫県が県民運動を

起こし、現在の全社協も運動を展開した結果、

昭和 41年から「敬老の日」が国民の祝日として

制定されました。その後法改正があり、現在で

↑URL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/training/course3923.html
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は 9月 15日は「老人の日」、その日から 21日までが「老人週間」となり、祝日である「敬

老の日」は 9月の第三月曜日になりました。 

「敬老の日」が国民の祝日となって今年で 50年。発祥の地である兵庫県多可町で

は、兵庫県と多可町が主催して「敬老の日制定 50周年式典」が 9月 15日に開催され

ることになっています。 

また全国老人クラブ連合会では、昭和 61年から

「敬老の日」に感謝する活動として、「老人クラブ社

会奉仕の日」を 9月 20日に定め、全国一斉に奉仕

活動を展開しています。当時、老人クラブの 90％

以上が清掃活動を実施していたことから開始したも

ので、現在でも最も実施率の高い活動として 86％

が実施しています。また、「社会奉仕の日」実施率

は 66％になります（平成 26年度老人クラブ実態調

査）。当日は、地域社会への感謝と地域の担い手と

しての活力を示そうと、黄色いのぼりを掲げて、清

掃や花壇づくり、資源ごみのリサイクル、地域見守

りなどに取り組んでいます。 

全老連ホームページから、「老人の日・老人週間」

キャンペーン要綱、「敬老の日」を含む歴史、「老人

クラブ社会奉仕の日」についてご覧になれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑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.zenrouren.com/915/index.html
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■ 第 61回社会保障審議会介護保険部会資料【8月 19日】 

介護サービスの利用者負担などの拡大に向けた議論を開始。介護保険制度維持

のため、2 割負担の対象者を拡大するかどうかが焦点。年末までに結論を出し、2018

年度介護保険制度改正に反映させる予定。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000133952.html 

 

■ 平成 28年度第 2次補正予算閣議決定【8月 24日】 

厚労省関連では 5,698億円が計上され一億総活躍社会の実現に向け 4,477億円、

熊本地震の被災地支援等に 1,033 億円が計上されている。9 月の臨時国会へ提出さ

れる予定。 

http://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/16hosei/02index.html 

 

■ 厚生労働省 平成 29 年度予算概算要求【8月 26日】 

平成 28年度当初予算比 2.7％増の 31兆 1,217億円と過去最高。社会保障費の自

然増 6,400 億円を見込んだ他、重点課題に優先的に配分する「新しい日本のための

優先課題推進枠」に 2,167億円を要求。 

http://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/17syokan/ 

 

 

 

 

 

※ 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.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000133952.html
http://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/16hosei/02index.html
http://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/17syokan/
http://zseisaku.net/
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■ 「働き方の未来 2035：一人ひとりが輝くために」懇談会報告書【8月 17日】 

厚生労働省が懇談会を開催し、議論を重ねてきた「働き方の未来 2035：一人ひとり

が輝くために」の報告書。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000133454.html 

 

■ 認定こども園と保育所の収益性の比較について(独立行政法人福祉医療機構)【8月

19日】 

認定こども園の施設数は新制度開始とともに急増し、今年4月1日には4,001件で、

約 6割は保育所からの移行。認定こども園と保育所の収益構造を平成 28年度公定価

格を用い、試算比較したところ、認定こども園は保育所に比べて基本分単価が高く、と

くに 1号定員を設定した認定こども園は保育所よりも高い収益水準となっている。 

http://hp.wam.go.jp/Portals/0/docs/gyoumu/keiei/pdf/2016/research

%20team/No004_160819(4).pdf 

 

■ 介護給付費等実態調査月報（平成 28年 6月審査分）【8月 25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/2016/06.html 

 

■ 介護保険事業状況報告(暫定)平成 28年 5月分【8月 24日】 

平成 28年 5月分の介護保険事業の概要報告(暫定)。 

http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/osirase/jigyo/m16/1605.html 

 

 

 

厚生労働省新着情報より 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000133454.html
http://hp.wam.go.jp/Portals/0/docs/gyoumu/keiei/pdf/2016/research%20team/No004_160819(4).pdf
http://hp.wam.go.jp/Portals/0/docs/gyoumu/keiei/pdf/2016/research%20team/No004_160819(4).pdf
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/kyufu/2016/06.html
http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/osirase/jigyo/m16/1605.html
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ともに生きる豊かな福祉社会をめざして 

～平成 28年「全社協福祉懇談会」開催～ 

 

全社協では、少子高齢化、人口減少社会が急進し、福祉ニーズが多様化・増大す

るなか、今日的な社会福祉政策のあり方について、幅広く意見交換を行うとともに、わ

が国の社会福祉の増進のために共に福祉活動に取り組んでいくことを目的として、全

国の福祉組織関係者の参加と、関係国会議員等のご参会により、平成 28 年「全社協

福祉懇談会」を開催いたします。 

開催のご案内は、近日中に都道府県・指定都市社協会長、種別協議会、経営協、

全民児連等の関係組織会長等に送付予定です。 

○日  時：平成 28年 10月 6日 17時 00分～19時 00分 

○場  所：全社協「灘尾ホール」 

 

 

 

 

 

 

 

平成 28年度 社会福祉法人経営者研修会 

～経営管理コース～ 

 

改正社会福祉法の成立等、制度改革が

進むなか、社会福祉法人が現在直面する

状況を理解するとともに、社会福祉法人が

果たすべき使命、さらには、地域の福祉文

化をより豊かなものにするために、社会福

祉法人の経営者に求められる専門的知識

及び技術を習得します。 

↑画像をクリックするとホームページにジャン
プします。 

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/ 

http://www.gakuin.gr.jp/training/course311.html
http://www.gakuin.gr.jp/
http://www.gakuin.gr.jp/
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具体的には、地域公益活動に取り組む社会福祉法人の実践等からこれからの法人

経営のあり方を学ぶとともに、法令改正を踏まえた財務管理のポイント等について、講

義と演習を通じて理解を深めます。 

 

研修の概要 

日 時：平成28年9月28日～30日 

会 場：中央福祉学院（ロフォス湘南） 

対 象：社会福祉法人の役員及び社会福祉法人運営に携わる者 200名 

参 加 費：25,700円（税込）※宿泊代等別途 

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お申込みください。 

申込締切：平成28年9月16日必着 

 

プログラム： 

①「社会福祉法人をめぐる現状と課題」 

厚生労働省社会･援護局 福祉基盤課 

②「社会福祉法人改革とこれからの法人経営」  

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 浦野 正男 氏 

③「社会福祉法人の労務管理」            

社会保険労務士  石井 孝治 氏 

④「社会福祉法人の財務管理と経営のあり方」 

独立行政法人 福祉医療機構 経営サポートセンター 

コンサルティンググループリーダー 千葉 正展 氏 

⑤「特別講義」 

社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス東埼玉総合病院 

北葛北部医師会 在宅医療連携拠点 菜のはな 中野 智紀 氏 

 

 

 

 

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 

          ℡046-858-1355（平日 9：30～17：30）Fax046-858-1356 

 

 

 

 

↑URLをクリックするとホームページにジャンプします。 

【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/ 
 

http://www.gakuin.gr.jp/
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第 43回国際福祉機器展 H.C.R.2016 の来場、イベント 

参加受付開始 

 

第 43 回国際福祉機器展 H.C.R.2016 は、10 月 12

～14 日を会期に東京ビッグサイト（東京・有明）で開催

されます。 

H.C.R.事務局は、8 月 17 日から展示会への来場や

国際シンポジウム・セミナーなどのイベントへの参加に

ついて、WEBからの申込受付を開始しました。 

17 か国・ 1 地域からの 527 社の出展による

H.C.R.2016 では、高齢者や障害者の自立と社会参加

の促進、家庭や福祉施設での介護の質の向上を目的

として、杖・車いす・福祉車両、入浴・トイレ、住宅改造

機材などの福祉機器、高齢者向け食品や衣類など日

常生活を支えるさまざまな生活用品など約 20,000点の

総合展示に加え、一般の方々、福祉関係者、企業関

係者などに向けた最新の福祉・介護・リハビリなどの情

報を提供するために、以下のようなイベントの開催が予

定されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【内容】(予定) 

１．国際シンポジウム  

ⅰ）テーマ「障害者の権利の擁護とさらなる社会参加の促進のために 

～ノーマライゼーションのこれまでとこれから」 

ⅱ）日 時：平成 28年 10月 12日（水）13：00～16：00（予定） 

ⅲ）会 場：東京ビッグサイト会議棟 6F 

ⅳ）参加者：障害者福祉に関する課題や政策・制度に関心のある方であれば、どな

たでも参加可 

ⅴ）参加申込：H.C.R.webサイト（https://www.hcr.or.jp）から申込 

↑画像をクリックすると H.C.Rホー
ムページにジャンプします。 

日   時：平成28年10月12日（水）～14日（金） 

会   場：東京ビッグサイト （東京・有明） 

入 場 料：無料・登録制(一部のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑは有料) 

申込方法：WEB（https://www.hcr.or.jp）からの申

込受付を開始。 

https://www.hcr.or.jp/
http://www.hcr.or.jp
https://www.hcr.or.jp/
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ⅵ）登壇者 

a．シンポジスト： 

①デンマーク／ハナ・スティグ・アンダーセン氏 

デンマーク社会福祉・内務省障害者局長 

②日本／末光 茂 氏 

社会福祉法人 旭川荘理事長、川崎医療福祉大学特任教授、医学博士 

b．チューター： 

近藤 純五郎 氏 

一般財団法人 医療経済研究･社会保険福祉協会理事長、 

弁護士、元厚生労働事務次官 

 

２．H.C.R.セミナー 

ⅰ)一般、福祉サービス利用者・家族むけセミナー 

a．はじめての福祉機器 選び方・使い方セミナー 

会期中 3 日間、基本動作編、自立支援編、住宅改修編から 10 テーマを設定し

て講義を実施。 

b．高齢者むけの手軽な日々の食事  

c．一般家庭の介護で腰痛にならないための基本技術～ボディメカニクスの理解 

と活用 

d．介護ロボットの活用で未来を拓く 

ⅱ)福祉職・介護職むけセミナー 

a．福祉施設の実践事例発表～役立つ活かせる工夫とアイデア 

b．福祉施設での感染症の知識と対応～知っておきたい感染症対策のポイント 

c．東京オリンピック・パラリンピックの理想とレガシー（遺産） 

                    ～環境と福祉の統合、社会への定着をめざして 

ⅲ)企業関係者むけセミナー 

a．介護ロボット開発の最新動向と今後の展望 

    ～北欧のユーザー・ドリブン・イノベーションからみる普及実現に向けた取り組み 

 

３．出展社によるプレゼンテーション 

４．H.C.R.特別企画 

ⅰ) アルテク講座 2016 

携帯電話やスマートフォンなど身の回りにあるテクノロジーの福祉的な利用方法

についての解説・実演。  

ⅱ) 高齢者・障害者の生活支援用品コーナー 

障害者差別解消法の制定などにより求められるようになった“合理的配慮”。そ
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こで、H.C.R.2016 では、自分に合うサイズに調節できる「モノ」を紹介する「マイサ

イズ！あなたに合わせたモノ展」を開催。関連グッズを展示・紹介。 

ⅲ) 障害児のための「子ども広場」： 

子ども用福祉機器の展示、機器の利用・療育・住宅改造などに関する相談、障

害のある子どものための住宅改造事例の紹介、保育士が常駐するひとやすみ

コーナーなどを実施。 

ⅳ) 福祉機器開発最前線 

現在開発中の製品や新発表の福祉機器、最先端の介護ロボットなどのデモン

ストレーション・集中展示。 

ⅴ) ふくしの相談コーナー 

福祉機器や自助具などの相談コーナーを設置。 

ⅵ) 被災地応援コーナー 

災害に見舞われ、復興に取り組みながら製造・生産活動に取り組むセルプ（障

害者就労支援施設）の製品を販売。 

 

～ H.C.R.スマホ用アプリをご活用ください！ ～ 

H.C.R.では、展示会当日だけでなく、普段から福祉機器を身近に感じてもらえるよう

にスマートフォン用アプリを導入しました。 アプリの主な使用や機能は以下のとおりで

す。HCR アプリを使えば、HCR と福祉機器がもっと身近に。ぜひダウンロードいただき、

ご活用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問合せ先】 一般財団法人 保健福祉広報協会（H.C.R.2016事務局） 

TEL：03-3580-3052  FAX：03-5512-9798 

※詳細や最新情報は H.C.Rホームページをご覧ください。 

 
http://www.hcr.or.jp 

 

【利用方法】 

H.C.R.web サイト（https://www.hcr.or.jp）からダウンロード（トップ画面→

HCRアプリ→「HCRアプリのご案内」に QR コードを掲載）できます。 

【主な仕様・機能】  

・iOS, Android対応  

・展示会やイベント、福祉機器の新着情報を随時配信！  

・展示会へのアクセスや場内マップ、イベントなどの情報をスマホでいつでも確

認可能！  

・H.C.R.Webサイトの「展示製品情報」ページに簡単アクセス！  

・事前に入場登録すれば、当日の受付は専用レーンで楽々入場！ 

http://www.hcr.or.jp/
https://www.hcr.or.jp/
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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。 

 

 

<月刊誌> 

●特集「地域のニーズに応えていくために～これからの地域公益活動～」 

『ふれあいケア』9月号 

 

社会福祉施設はこれまで、地域とのつながりを大

切にした運営に取り組んできました。 

一方、このたびの「社会福祉法等の一部を改正す

る法律」においては、地域における公益的な取組み

の実施が社会福祉法人の責務とされました。それに

はどのような意味が込められているのでしょうか。そ

して、どのような地域公益活動が期待されているの

でしょうか。 

社会福祉法人が運営する特別養護老人ホームを

はじめとした老人福祉施設のこれまでの活動からそ

の意義を確認するとともに、実践事例をもとに地域

独自の福祉ニーズのくみとり方、活動を持続・発展さ

せるノウハウなどを紹介します。 

（8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) 

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/esp.cgi?_file=book2842&_page=_index&_page2=contents&_page3=detailbook&_sys_id=2842&_class=120101&_category=17807
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/
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●特集Ⅰ「平成 28年度『生活保護担当ケースワーカー全国研修会』から(前編)」 

特集Ⅱ「生活保護法による保護の実施要領について」の一部改正について（通知）厚

生労働省社会・援護局保護課」 

『生活と福祉』8月号 

 

本号の特集は特集Ⅰとして、7月13～15日に、東

京都内で開催された厚生労働省社会・援護局保護

課主催による「生活保護担当ケースワーカー全国研

修会」における 3日間の研修内容のうち、前編として

初日の講義の抄録を掲載しています。 

また、特集Ⅱでは平成 28年 7月から施行された

生活保護法による保護の実施要領の改正等につい

て、その改正等のポイントを解説しています。業務に

必須の内容ですのでぜひご一読ください。 

（8月22日発売 定価本体386円税別） 

 

【問合せ先：出版部 ℡03-3581-9511】 

 

 

 

＜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。 

 

 

 

 

(↑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=book2841&_page=_index&_page2=contents&_page3=detailbook&_sys_id=2841&_class=120101&_category=05595

