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日 

 

Action Report 

全 社 協 

第 82号 

Japan National Council of Social Welfare 

          （全社協 ぜんしゃきょう） 

Topics 
 平成 28年度(第 70回)赤い羽根共同募金運動がスタートしました！(中央共同募金会) 
 

 社会保障審議会福祉部会(第 19 回)～改正社会福祉法の施行に向けた検討事項について・今後

の社会福祉人材確保専門委員会について 
 

 制度改革を好機として、存在意義を発信する～第 35回全国社会福祉法人経営大会(熊本県) 
 

 「運営者」としての力量を高める～平成 28年度第 1回災害ボランティアセンター運営者研修（福岡

県） 
 

 都道府県域での支援体制の充実をめざす～都道府県域における同時多発・広域災害への支援のあ

り方検討委員会の開催 
 

 平成 30年改正障害者総合支援法の見直しに対応する～セルプ協「第 10回海外障害者雇用・就

労事情視察セミナー」 
 

 地域の期待に応えるために、いま求められるリーダー像を考える～平成 28 年度 地域包括・在宅介

護支援センター リーダー職員研修会 
 

 関係団体へのヒアリングを実施～第 2 回 新たな社会的養育の在り方に関する検討会(厚生労働

省) 
 

 施設長の役割とあり方について学ぶ～社会的養護を担う児童福祉施設長研修会（大阪会場） 
 

 第 1回施設研修を実施～第 33期アジア社会福祉従事者研修 
 

 福祉人材確保対策のさらなる推進、福祉人材センターと行政機関の連携強化を再確認～福祉人

材センター全国連絡会議 
 

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
http://www.hirogare.net/
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■ 平成 28年度(第 70回)赤い羽根共同募金運動がスタート

しました！(中央共同募金会) 
 

第 70回を迎えた共同募金運動が 10月 1日から全国一斉

に始まりました。 

今年の運動は、「じぶんの町を良くするしくみ。」をメインテ

ーマに、運動期間を来年 3月までの 6ヵ月間に拡大して実施

されます。全国の募金目標額は 199億 8,535万円です。 

中央共同募金会では、共同募金運

動創設 70 年を機会に、これまで運動に携わってきたボランテ

ィアや寄付者の皆さまに対して 70 年の感謝を伝えるとともに、

今後の共同募金運動を活性化するため「70年記念広報プラン」

を策定し、70 周年記念ロゴマーク、ならびに 70 周年記念動画

を作成いたしました。 

70周年記念動画は、全編イラストレーションで構成しており、

未来に向かう前向きなリズムとメロディをもった歌詞で、共同募

金がこれまで果たしてきた役割と未来への約束を込めた内容

となっています。歌詞は、赤い羽根共同募金の歴史やメッセー

ジを「おたがいさまの歌」としてストーリー化しました。動画は中

央共同募金会ホームページ（トップページ）から視聴いただけ

ます。 

また、10 月 1 日に東京・浅草寺にて、恒例の赤い

羽根共同募金運動キックオフイベントが開催され、古

屋 範子 厚生労働副大臣、斎藤 十朗 中央共同募

金会会長のほか、大相撲秋場所三賞受賞力士の高

安関、遠藤関、NHK 大河ドラマ「真田丸」に出演中の

新納 慎也さん、深水 元基さんらのご協力により街

頭募金を実施し、寄付を呼びかけました。 

 

共同募金会は地域福祉を推進するため、社会福祉協

議会、NPO、ボランティア団体など地域の課題の解決に

取り組む団体と連携を図りながら、今年度の共同募金運

動を進めてまいります。皆さまの温かいご支援を今年も

よろしくお願い申し上げます。(中央共同募金会) 

70周年記念ロゴマーク 

↑画像をクリックすると

中央共同募金会の HP

へジャンプします。 

浅草寺境内で行われた 

キックオフイベントの様子 

大勢の人でにぎわう会場 

http://www.akaihane.or.jp/
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 社会保障審議会福祉部会(第 19 回)～改正社会福祉法の

施行に向けた検討事項について・今後の社会福祉人材確保専

門委員会について 
 

第 19 回社会保障審議会福祉部会が 9 月 26 日に開催され、改正社会福祉法の施

行に向け、「政省令事項」、「社会福祉充実残額」及び「社会福祉充実計画」、「今後の

社会福祉法人改革の施行スケジュール等」についての審議が行われました。 

また、福祉人材確保専門委員会につい

ては今後の検討課題と具体的な検討内容

例が示されました。 

全社協の種別協議会からは、武居 敏 

全国社会福祉法人経営者協議会副会長、

武藤 素明 全国児童養護施設協議会副

会長が委員となっています。 

 

○社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う主な政省令事項について(案) 

①会計監査人の設置義務法人の範囲 

同部会報告書(平成 27年 2月)では、収益 10億円以上、負債 20億円以上が適当

とされていますが、会計監査人制度を円滑に導入し、安定的に根付かせていくために

段階的に導入することが次のとおり提案されました。 

平成 29、30年度は、収益 30億円を超える法人又は負債 60億円を超える法人 

平成 31、32年度は、収益 20億円を超える法人又は負債 40億円を超える法人 

平成 33年度以降は、収益 10億円を超える法人又は負債 20億円を超える法人 

平成 29 年度以降の会計監査の実施状況を踏まえ、必要に応じて段階施行の時期

及び基準の見直しを検討することとしています。 

 

②評議員の員数に係る経過措置 

一定の事業規模を超えない法人については、平成 29 年度から 3 年間、評議員の

員数を 4人以上とする経過措置の対象となる事業規模について、平成 27年度事業活

動計算書のサービス活動収益が 4億円を超えない法人とすることが提案されました。 

 

 

 

 

審議会の様子 
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社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う主な政省令事項について※ 

1．政令で規定する事項 

(1)会計監査人設置の基準 

○会計監査人設置の基準を、最終会計年度の収益 30 億円／負債 60 億円を超え

る法人と規定する。 

(2)評議員数に関する経過措置 

○評議員に関する経過措置(3年間は 4人以上とするもの)の対象となる法人の基準

を、収益 4億円を超えない法人と規定する。 

(3)社会福祉法人等の資産の総額の変更に係る登記の期限の変更(組合等登記令

の一部改正) 

○資産の総額に変更があったときの登記の期限について、会計年度の終了後「二

月以内」としているものを「三月以内」と改正する。 

2．省令で規定する主な事項 

(1)評議員等と特殊の関係を有する者 

○評議員等と特殊の関係があることにより、評議員等になることが制限される者につ

いて、公益認定法の規定に準拠し、事実婚の関係にある者、評議員等の使用人とな

っている者、支配している他の法人の役員である者等を規定する。 

(2)控除対象財産額 

○控除対象財産額を算出するために合計する財産として、事業の継続に必要な財

産(社会福祉事業等の実施に必要な財産、当該財産のうち固定資産の再取得等に必

要な額に相当する財産及び最低限必要な運転資金)を規定する。(詳細及び係数につ

いては通知に記載) 

(3)社会福祉充実計画 

○社会福祉充実計画について、 

・計画への記載事項(法人の基本情報や資金計画等) 

・計画の変更に当たって、所轄庁の承認を要さず、届出のみで足りる軽微な変更事 

項(事業の種類、実施地域、実施期間や、社会福祉充実計画に係る重要事項以外の

もの) 

などの基本的事項を規定する。(詳細については通知に記載) 

3．施行期日 

平成 29年 4月 1日 

※政省令案は、今後パブリックコメントを行い、本年 10月下旬～11月目途に公布。 

※福祉部会で示された素案。政省令案は後述のパブリックコメント募集の HP で参照

可能。 
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○「社会福祉充実残額」及び「社会福祉充実計画」について 

前回までに出された意見について「社会福祉充実残額算定に関する意見と方向性」

として検討の方向が示されました。 

武居委員からは、控除対象財産のうち、再生産に必要な財産を算定する際には、

既存施設(建物)を建築・取得した際に投下した自己資金分については、再投下対象

財産とならないよう「社会福祉法人の財務規律の向上に係る検討会」で精査、検討す

るよう要望がありました。今後は 10月中に「財務規律検討会」を開催し、検討事項につ

いて結論を得ることとされています。 

 

○今後の社会福祉法人改革のスケジュール等について 

関係法令改正後、定款変更認可等一連の施行スケジュールの説明があり、委員か

らは、移行の際に混乱を来さぬよう、各スケジュールの実施順序等、整合性をとり、具

体的かつ、わかりやすく示してほしいとの要望がありました。 

また、厚生労働省は、政省令等公布後、行政を対象とした全国担当者説明会を 11

月に開催し周知していく予定です。 

 

 厚生労働省 社会保障審議会福祉部会（第 19回） 資料 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000137867.html 

 

 

○今後の福祉人材確保専門委員会について 

同部会のもとに設置する福祉人材確保専門委員会は、「2025 年に向けた介護人材

の確保」報告書(平成 27年 2月)のとりまとめ後、委員会を再開しました。 

10 月から来年 1 月にかけて介護人材のキャリアパスや社会福祉士のあり方等につ

いて計 7回程度検討を行い、3月に報告書のとりまとめをするとしています。 

 

 厚生労働省 社会保障審議会福祉部会 福祉人材確保専門委員会 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho.html?tid=224742 

 

 

○改正社会福祉法の施行に伴う政省令(案)のパブリックコメント募集について 

9月 27日、改正社会福祉法の施行に伴う、政令案及び省令案が示され、パブリック

コメントの募集が開始されました。募集は 10月 26日までで、パブリックコメントを踏まえ

↑URLをクリックすると厚生労働省ホームページにジャンプします。 

↑URLをクリックすると厚生労働省ホームページにジャンプします。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000137867.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho.html?tid=224742
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て、政省令は、10月下旬から 11月に公布される予定です。 

 

 パブリックコメント：「社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政    

令の整備及び経過措置に関する政令案」に対する意見の 

募集について 

 

 

 パブリックコメント：「社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労        

働省関係省令の整備等に関する省令案」に対する意見の 

募集について 

 

 

 制度改革を好機として、存在意義を発信する～第 35 回全国

社会福祉法人経営大会(熊本県) 
 

全国社会福祉法人経営者協議会(磯 彰格 会長／以下、「全国経営協」)は、9 月

14～15日、熊本市にて、第 35回全国社会福祉法人経営者大会を開催しました。 

本大会は、「制度改革を好機として、存在意義を発信する」をテーマに開催し、全国

から 1,200名を超える方がたにご参加いただきました。 

初日の磯会長による基調報告「社会福祉法人をめ

ぐる動向と全国経営協の取り組み」では、制度改革を

好機として、これを活かしていくという全国経営協の

考えを参加者に向けて発信しました。 

続く特別講演「激動する国際社会で生存を考える

ということ」では、静岡県立大学グローバル地域セン

ター特任教授 小川 和久 氏より、昨今の国際情勢

と日本の将来を見据えた基礎問題としての福祉・医

療の重要性等について示唆に富んだお話しをいた

だきました。 

その後、今年度から「社会福祉法人経営」に焦点を当てたテーマ別分科会を設け、

会員法人による実践事例の発表のほか、講義やディスカッション等を通してこれからの

法人経営についての理解を深めました。 

基調報告を行う磯会長 

↑URLをクリックすると e-Gov(総務省)ホームページにジャンプします。 

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495160187&Mode=0 

↑URLをクリックすると e-Gov(総務省)ホームページにジャンプします。 

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495160188&Mode=0 

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495160187&Mode=0
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495160188&Mode=0
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2日目は、定塚 由美子 厚生労働省 社会・援護

局長の行政説明に続いてシンポジウム「今社会から

期待される社会福祉法人の役割を果たすために」を

行いました。武居 敏 副会長による進行のもと、今

般の法人制度改革の背景やめざすものについて共

通理解を醸成するとともに、登壇者による議論を通

じて会員法人がそれぞれの地域でなすべき実践や

今後の法人経営のあり方等を考えました。 

最後に、菊池 繁信 副会長による大会総括および全国経営協会員法人が一丸と

なって取り組むべきことを「大会宣言」として採択するとともに、三重県社会福祉法人経

営者協議会 山田 俊郎 会長による次回開催県挨拶で 2日間の日程を終了しました。 

 

大会宣言 

社会福祉法人の源流は、社会事業家とよばれる私たちの先達が支援を必要とす

る人びとに私財を投じて手をさしのべてきた「慈善」の精神に基づく実践にあります。 

社会福祉法人の先達の優れた実践は、新たな理論や技術を生み出し、その営み

の繰り返しがわが国の社会福祉制度を築いてきました。 

時代の変遷とともに大きく社会経済の姿が変わり、社会福祉に対する国民の期待

も多様化している今、私たち社会福祉法人は先達の思いをあらためて確認し、そし

て、さらなる実践を通して次代に引き継いでいかなければなりません。 

私たち社会福祉法人は、それぞれの地域においてその法人理念に基づく主体

性のある自律的な経営を行うことで、質の高い福祉サービスを継続して提供するとと

もに、制度の狭間にある多様な生活課題や福祉ニーズに積極的に対応していきま

す。 

そうした実践に加えて、社会福祉法人の高い公益性・非営利性にふさわしい経営

組織の構築、事業の透明性の向上に一層取り組み、それぞれの社会福祉法人がさ

らなる発信と「見せる化」を進めることで、今後も社会福祉の主たる担い手として社会

の信頼と支持を得ることが不可欠であると考えます。 

全国社会福祉法人経営者協議会会員法人は、すべての国民の豊かな生活の実

現に向けて、次のことに全力で取り組みます。 

 

 私たち社会福祉法人は、 

 

１．利用者の生命、身体等の安全と人権を守り、福祉サービスの質の向上をはか 

ります 

シンポジウムの様子 
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１．国民の負託に応える公益性・非営利性の高い法人経営を実現します 

１．福祉人材の一層の処遇向上、働きやすく魅力ある職場づくりを進めます 

 以上、宣言します。 

平成 28年 9月 15日   

第 35回全国社会福祉法人経営者大会（熊本県熊本市） 

 

 

■ 「運営者」としての力量を高める～平成 28年度第 1回災害ボ

ランティアセンター運営者研修（福岡県） 
 

9 月 14～15 日、福岡商工会議所（福岡県）にて、「平成 28 年度第 1 回災害ボラン

ティアセンター運営者研修」を本会と福岡県社協の主催により開催しました。 

この研修は、社協を中心に設置・運営する災

害ボランティアセンターを通じた支援活動を行

う様々な団体を対象として、災害ボランティアセ

ンターの「運営者」としての力量を高めることを

目的に、平成 24年度より開催しています。 

当日は社協以外のさまざまなセクターも合わ

せ、県内・県外から 128 名が参加しました。多く

の参加者は「平成 28年熊本地震」の支援経験をもっており、自身の経験を踏まえなが

ら研修に臨んでいました。この 2 日間を通して、災害ボランティアセンターのあり方や

多様なNPO等関係者との協働による運営の必要性を中心に、それぞれの立場でどの

ような連携・協働が可能なのか、相互に交流し、考える機会となりました。 

なお、第2回研修は12月7～8日に長野県、第3回研修は平成29年1月30～31日に

岐阜県で開催する予定です。 

 

 

■ 都道府県域での支援体制の充実をめざす～都道府県域にお

ける同時多発・広域災害への支援のあり方検討委員会の開催 
 

9月 21日、都道府県域における同時多発・広域災害への支援のあり方検討委員会

を開催しました。 

南海トラフ地震や首都直下地震といった今後発生が予想される大規模災害や、台

風等による同時多発・広域災害に対応するためには、全国域での支援体制の構築が

初日の基調シンポジウムの様子 
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重要となりますが、その基盤として都道府県域での支援体制の充実が必須となります。 

都道府県社協や全国域・都道

府県域で支援活動を行う多様な

関係者により構成される本委員会

は、同時多発・広域災害の発生時

に、市区町村災害ボランティアセ

ンターの支援をはじめとする都道

府県域内の支援体制の構築に資

するため、その役割や機能の整理を行っていくことを目的としています。 

第 1 回目の委員会では、これまでの災害支援経験を踏まえ、それぞれの立場から

考える都道府県域の役割について意見交換がなされました。 

 

 

■ 平成30年改正障害者総合支援法の見直しに対応する～セル

プ協「第 10回海外障害者雇用・就労事情視察セミナー」 
 

全国社会就労センター協議会（阿由葉 寛 会長／以下、「セルプ協」）では 9 月 4

～9日にかけて、本セミナーを開催しました。阿由葉 寛 会長をはじめとするセルプ関

係者 18名の参加を得て、北欧のデンマーク、スウェーデンの 2国を訪問し、両国の障

害者の雇用や就労状況について視察しました。 

日本国内では、改正障害者総合支援法が本年5月25日に成立、6月3日に公布（一

部施行）されましたが、セルプ協は、「障害者総合支援法施行3年後の見直しのフォロ

ーアップと基本論の見直し」を平成28年度事業計画に盛り込んでおり、平成22年度末

にとりまとめた基本論についても、障害者総合支援法の見直し（改正）を受け、改正法

の平成30年4月の全面施行前までに見直しを行うこととしています。今回のセミナー

は、この見直しへの対応につなげることを目的に開催しました。 

デンマークでは、障害者支援団体である「デンマーク障がい者連合会」と同市内に

ある若年障害者支援統合施設、住居及び就労施設統合型施設を訪問しました。デン

マーク障がい者連合会では、組織の成り立ち、活動内容、デンマークの労働市場、雇

用省、ジョブセンター、障害者の就労状況、フレックスジョブ等について説明を受けま

した。若年障害者支援統合施設、住居及び就労施設統合型施設では、市内の障害

者を受け入れ職業実習を行っている施設を一つひとつ見学させていただき、説明をい

ただきました。 

委員会の様子 
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スウェーデンでは、障害者雇用を積極的に進めてい

る企業として国際的に有名な「サムハル」の本社と、サム

ハルが障害者を訓練し、日本にも進出している家具や

インテリアを中心とした家庭用品を総合的に取り扱う「イ

ケア」の店舗において清掃業務を請け負う現場を視察し

ました。 

サムハルでは、サムハルのビジョンやミッションについ

て、利用者のストレングスに着目し実際の仕事に結び付

ける適材適所のマッチング方法やサムハルが地域社会

に与える利益や享受する利益の内容、サムハルがここ数年に行ってきた組織改革等

についての説明を受けました。 

イケアでは、イケアより委託を受けた清掃業務に携わる主任より、請け負う仕事の内

容や仕事を遂行する体制、個々の利用者の特性等によって仕事を分担している状況、

利用者が目標を設定し業務を行っていることについて説明を受け、館内を見学しまし

た。 

 

 地域の期待に応えるために、いま求められるリーダー像を考える

～平成 28年度 地域包括・在宅介護支援センター リーダー

職員研修会 
 

全国地域包括・在宅介護支援センター協議会では、リーダー層の職員を対象に、8

月 29～30日に東日本会場（全社協）、9月 13～14日に西日本会場（福岡市）にて、リ

ーダー職員研修会を今後の研修のあり方を考える一環として、平成 28 年度試行的に

開催しました。 

地域包括ケアシステムの中核として多くの期待

が寄せられる地域包括・在宅介護支援センター

がその機能を十分に発揮するためには、センター

職員間の連携を図るとともに、住民や関係機関等

に対して必要な働きかけを率先して行うセンター

長等のリーダー層の職員の役割が重要です。 

両会場あわせて 150 名を超える方がたにご参加いただき、講義や実践報告、演習

等を通じて、地域の期待に応える地域包括・在宅介護支援センターとなるために必要

なセンター長等のリーダー層の職員が果たすべき役割について考察する機会となりま

した。 

本会では、研修成果を踏まえ、地域包括・在宅介護支援センター職員の研修体系

当日の様子 

セミナー参加者(サムハルに

て) 
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や研修のあり方について、検討を進めています。 

 

 関係団体へのヒアリングを実施～第 2 回 新たな社会的養育

の在り方に関する検討会(厚生労働省) 
 

9 月 16 日、厚生労働省は「新たな社会的養育の在り方に関する検討会」（奥山 眞

紀子 座長）の第 2 回会合を開催しました。本検討会は、「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つつ、「社会的養護の課題と将来像」（平成 23

年 7 月）の全面的見直しの役割を担っています。本年 5 月の児童福祉法改正等を踏

まえて設けられた社会的養護関係の 4 つの検討会等のうち、本検討会は厚生労働省

大臣の下に、他の検討会（①「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」、②「子ども家庭福祉人材の専門性確保ワー

キンググループ」、③「市区町村の支援業務のあり方に関する検討ワーキングループ」）

は雇用均等・児童家庭局長の下に設置されています。 

16 日の会合では、他の検討会等の進捗状況を確認後、関係団体（全国児童養護

施設協議会、全国乳児福祉協議会、全国母子生活支援施設協議会等）へのヒアリン

グが実施され、今般の児童福祉法改正を踏まえた課題や今後の取り組み、制度等の

環境整備へのニーズなどを柱に、意見聴取と質疑が交わされました。 

次回 10 月 7 日は、全国保育協議会や全国自立援助ホーム協議会、自治体、支援

組織など、7 団体へのヒアリングが予定されています。このうち、全国保育協議会から

は、児童虐待予防のために重要である在宅支援を保育所が担ううえでの現状と課題

等について、説明が行われる予定です。 

 

 

■ 施設長の役割とあり方について学ぶ～社会的養護を担う児童

福祉施設長研修会（大阪会場） 
 

9月 20～21日、社会的養護関係の 5施設種別協議会（全国児童養護施設協議

会、全国乳児福祉協議会、全国母子生活支援施設協議会、全国情緒障害児短期治

療施設協議会、全国児童自立支援施設協議会）とともに 200名の参加者を得て、社

会的養護を担う児童福祉施設長研修会(大阪会場)を開催しました。 

研修では社会的養護施設の機能向上や、つながりのある一貫した養育の強化が求

められるなか、社会的養護を必要とする子どもたちの健やかな成長に資するために、

講義、シンポジウム、課題別分科会等を通じて施設長の果たすべき役割・あり方につ

いて学びを深めました。 
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本研修会は 12月 1～2日に、第 2回を東京都（全社協・灘尾ホール）で開催しま

す。申込締切は、10月 21日（金）です。多くの皆さまのご参加をお待ちしています。 

 

第 2回研修会の開催要綱はこちらからダウンロードいただけます。 

http://www.shakyo.or.jp/news/20160715_yougo.pdf 

 

 

 第 1回施設研修を実施～第 33期アジア社会福祉従事者研

修 
 

第33期アジア社会福祉従事者研修の研修生5名（イ ウンジョンさん＜韓国＞、リャ

オ ユーインさん＜台湾＞、ワリー メイヤーさん＜タイ＞、ワドゥ メスリ マドゥシャ ル

ワンティさん＜スリランカ＞、マーチャ アディワラ プラウィタさん＜インドネシア＞）

が、7月20日～9月2日までの45日間にわたる第1回施設研修を終了しました。 

研修では、母国での活動の分野だけでなく、さまざまな分野の施設で研修を行いま

した。初めてお年寄りのケアを体験した研修生、訪問介護に同行した研修生や、施設

と地域との連携について自分の国の施設で参考にしたいと言った研修生。また、障害

者の就労支援の現場で実際に障害者が働いている姿に、障害者が多くのサービスを

提供できる可能性を知り、そのイメージが変わったという研修生もいました。 

研修生たちは、研修前は不安でいっぱいでしたが、それぞれが事前に立てた研修

の目標に向かって意欲的に取り組み、また、研修先法人の職員の皆さまのご協力のも

と日本の社会福祉について、体験を通して学ぶことができました。 

研修での経験は研修生たちにとって大きな自信となりました。この研修での経験をも

とに新たな目標を立て、研修生たちは9月26日から、第2回の施設研修に臨んでいま

す。 

コーディネーター：(福)和

敬会 理事長 太田氏 

シンポジスト(左から)：立正大学 教授 大竹氏、児童養護施設

あおぞら 施設長 永野氏、(福)八尾隣保館 理事長 荒井氏 

http://www.shakyo.or.jp/news/20160715_yougo.pdf
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※第1回研修先法人一覧 

イ（韓国） 社会福祉法人 中心会（神奈川県 海老名市） 

リャオ（台湾） 社会福祉法人 天竜厚生会（静岡県 浜松市） 

ワリー（タイ） 社会福祉法人 村山苑（東京都 東村山市） 

マドゥ（スリランカ） 社会福祉法人 至誠学舎立川（東京都 立川市） 

マーチャ（インドネシア） 社会福祉法人 興望館（東京都 墨田区） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 福祉人材確保対策のさらなる推進、福祉人材センターと行政

機関の連携強化を再確認～福祉人材センター全国連絡会議 
 

中央福祉人材センターでは、9 月 13～14 日、「福祉人材確保の状況とその重要性

等の認識を共有する」、「全国における福祉人材確保対策等を一層推進する」ことを目

的に、全国の福祉人材確保対策に携わる行政担当者 44 名、福祉人材センター職員

57 名、計 101 名の参加者をもって、厚生労働省と共催で福祉人材センター全国連絡

会議を開催しました。 

一億総活躍社会の実現に向けて、国が

強力に推進する施策の柱の一つに、介護・

保育を中心とした福祉人材確保があげられ

ていることから、今年度は、厚生労働省社

会・援護局、老健局、雇用均等・児童家庭

局の 3局から多岐にわたる施策の行政説明

を行いました。 

また、改正社会福祉法において、平成 29 年 4 月 1 日施行の離職介護福祉士等の

乳児院での研修(イさん 韓国) 
第 1回施設研修についてのスピーチ

発表(マーチャさん インドネシア) 

会議の様子 
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届出制度の円滑な運用、ハローワークとの連携強化等、福祉人材センターが担う役割

はさらに大きくなってきています。このような現状を踏まえ、都道府県及び都道府県福

祉人材センターの取組状況や実践事例報告を行いました。報告では、都道府県と都

道府県福祉人材センターとがこれまで以上に密接な連携を図ることが重要であること

が明らかになりました。 

2日目には、福祉人材センター・バンク職員間の全体協議およびグループ協議を通

して、「地域医療介護総合確保基金による事業」「社会福祉法改正及び予算事業によ

る介護人材の届出制度」等、福祉人材確保対策への取組みについて協議しました。 
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■ 社会福祉法人制度改革の施行に向けたブロック別担当者会議資料【9月 16日】 

8月 22日から 9月 9日にかけて全国ブロックで実施された社会福祉法人制度改革

にかかる行政担当者会議資料。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000136969.html 

 

■ 第 64回社会保障審議会介護保険部会【9月 23日】 

厚生労働省は、介護予防等の取り組みで高齢者等の要介護度が改善した自治体

に財政支援する方針を示した。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000137709.html 

 

■ 待機児童対策会議【9月 27日】 

塩崎厚生労働大臣は、待機児童の多い 14市区のトップと意見交換を行った。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000137863.html 

首相官邸 5月 27日迄確認 

 

 

■ 生活困窮者自立支援事業・認定就労訓練事業所の認定状況（平成 28年度第

一四半期） 

平成 28年 6月末時点の、法に基づく認定就労訓練事業所は全国で 555か所。利

用定員合計 1,707名。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000096460.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 

厚生労働省新着情報より 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000136969.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000137709.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000137863.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000096460.html
http://zseisaku.net/
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■ 平成 27年度社会福祉施設等調査の概況【9月 15日】 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/fukushi/15/index.html 

 

■ 出生動向基本調査【9月 15日】 

国立社会保障・人口問題研究所の調査では、第 1子出産後も仕事を続ける女性の

割合が 53.1％、未婚者で異性の交際相手がいない男性が 7割、女性が 6割。 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/118-1.html 

 

■ 子ども虐待による死亡事故等の検証結果等について（第 12次報告）【9月 16

日】 

心中を除く児童虐待死は前年度比 8人増の 44人。うち 0歳児は前年度比 11人

増の 27人、61.4％と過去最高の割合。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000137028.html 

 

■ 第 2回 生活保護受給者の健康管理支援等に関する検討会 資料【9月 21日】 

生活保護受給者の健康管理支援の方向性や福祉事務所、保健所、医療機関等各

事業所の役割についてのプランが示された。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000137435.html 

 

■ 介護給付費等実態調査月報（平成 28年 7月審査分）【9月 23日】 

介護サービスに係る給付費用の状況の調査結果を公表。 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/kyufu/2016/07.html 

 

■ 第 3 回児童虐待対応における司法関与及び特別養子制度の利用促進の在り方に

関する検討会【9月 26日】 
 
特別養子縁組制度の利用促進のあり方に関して、既存のデータだけでは、検討を

行うために必要な情報が不足していることから、全国の児童相談所や民間のあっせん

団体を対象に、現場の実態を把握する方向性が示された。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000137772.html 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/fukushi/15/index.html
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/fukushi/15/index.html
http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/118-1.html
http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/118-1.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000137028.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000137028.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000137435.html
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/kyufu/2016/07.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000137772.html
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平成 28年度 スーパービジョン研修会 

～「組織としての対応力向上をめざすスーパービジョン」コースの募集～ 

 

中央福祉学院では、社会福祉施設等の管理職員、指導的職員を対象とした、標記

研修会の受講者を募集しています。 

本研修会は福山 和女 氏（ルーテル学院大学 名誉教授）ほか数名の講師による

演習中心のプログラムによって、職員等への指導・助言（スーパービジョン）の意義や

方法を学び、その能力の向上をめざすものです。 

初日の講義でスーパービジョンの概念、構造、内容等を学ぶほか、3 日間の演習で

は日常業務のなかで行っているスーパービジョンを意識・理解する演習、スーパービ

ジョンの形態を理解する演習等を通して、スーパービジョンの必要性と組織における

活用を考えます。 

研修概要は下記のとおりです。 

 

研修の概要 

・日   程 ： 平成 29年 1月 19日（木）～1月 21日（土）  

・受 講 料 ： 30,900円 

・申込期限 ： 11月 30日（水） 

・事前課題 ： 受講にあたっては事前課題を提出いただきます(提出期限：12月16日) 

 

受講案内・申込書は、中央福祉学院ホームページから取得可能です。多くの皆さま

の受講をお待ちしております。 

http://www.gakuin.gr.jp/ 

 

【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 

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

 

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/
http://www.gakuin.gr.jp/
http://www.gakuin.gr.jp/


 

18  

 

 

 

 

 

 

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。 

 

<新刊図書> 

●『平成 28年度版 生活福祉資金の手引』 

(生活福祉資金貸付制度研究会 編) 

 

生活福祉資金貸付制度は、低所得世帯、障害

者世帯、高齢者世帯へ必要な資金の貸付けと社

会福祉協議会及び民生委員等による相談支援に

より、その世帯の経済的自立及び生活意欲の助

長促進ならびに在宅福祉や社会参加の促進を図

り、安定した生活が送られるようにすることを目的と

しています。  

さらに平成25年制定の生活困窮者自立支援法

にもとづく各事業と連携し、効果的・効率的な支援

を実施することにより、生活困窮者の自立の促進

を図ることも大きな目的とされています。  

本書は、実施主体である都道府県社会福祉協

議会や市町村社会福祉協議会の担当職員のた

めの平成 28年度版の手引書です。 

 

（9月発売 定価本体 2,778円税別） 

 

 

 

 

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/ 

(↑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/
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=book2847&_page=_index&_page2=contents&_page3=detailbook&_sys_id=2847&_class=010101&_category=978-4-7935-1212-4　C2036
https://www.fukushinohon.gr.jp/
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<月刊誌> 

●特集「高まる利用者の医療ニーズ求められる介護現場の対応」 

『ふれあいケア』10月号 

 

医療的ケアが必要な割合が高まるとされる要介

護 3 以上の高齢者は、全国で 210 万人を超えてい

ます（厚生労働省「介護保険事業状況報告」）。そ

のため、介護施設・事業所においては、医療ニーズ

が高い利用者が増えています。 

そこで、介護現場における医療的ケアや医学知

識に関する研修・教育体制の実際、介護職と医療・

看護職との連携のあり方など、これからますます高

まる医療ニーズへの対応方策として、介護現場は

何を準備・実施しなければならないのかを特集しま

す。 

（9月 20日発売 定価本体 971円税別） 

 

 

●特集「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(後編)」 

『生活と福祉』9月号 

 

本号の特集は前号に引き続き、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、後編と

して講義 2後半「発達障害などメンタルヘルスに配

慮すべき人への支援」、講義 3「就労支援につい

て」、講義 4「健康管理支援について」の概要をまと

めています。日々の業務に必須の内容ですのでぜ

ひご一読ください。 

（9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) 

(↑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=book2846&_page=_index&_page2=contents&_page3=detailbook&_sys_id=2846&_class=120101&_category=05595
https://www.fukushinohon.gr.jp/esp.cgi?_file=book2845&_page=_index&_page2=contents&_page3=detailbook&_sys_id=2845&_class=120101&_category=17807
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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。 


