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 平成 28 年「全社協福祉懇談会 ～ともに生きる豊かな福祉
社会をめざして～」開催
全社協は、10 月 6 日に全社協・灘尾ホールにおいて「ともに生きる豊かな福祉社会
をめざして」をテーマに、今年で第 2 回目となる「全社協福祉懇談会」を開催しました。
厚生労働省の古屋 範子副大臣、橋本 岳
副大臣、高市 早苗総務大臣をはじめ、多くの
国会議員、厚生労働省関係局部長等、学識
者などの来賓にご臨席いただき、都道府県・
指定都市社協、各種別協議会や福祉関係団
体の役員等、300 名の福祉関係者が参集し、
要望・提言、懇談を行いました。
本懇談会は、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、一億総活躍社会の実現に向けた今日的 「ともに生きる豊かな福祉社会をめざして」を
な社会福祉政策のあり方について、幅広く意 テーマに開催
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
いくことを目的に、本会の呼びかけにより開催したものです。
開会にあたり、全社協 斎藤 十朗会長は、挨拶の中で、
ご臨席の来賓、参加いただいた福祉関係者に感謝の意を表
するとともに、「一億総活躍社会の実現に向け様々な施策が
進められ予算編成が行われているが、使い勝手のよい予算
にしていただき、その予算を活用し、日本の福祉社会を厚み
のあるものとなるよう努力したい」、「社会福祉法人は、経営
の透明性を高めることは当然のことであり、また、社会福祉
充実残高のあるなしに関わらず公益的な事業に取り組む必
あいさつを述べる
要がある」、「社会福祉法人に対する課税の問題を筆頭に、
全社協 斎藤会長
イコールフッティングの波が押し寄せているが、我々自身が
しっかりと理論武装していくとともに、今日お集まりの先生方にもご支援いただきたい」
と述べました。
来賓挨拶では、橋本 岳厚生労働副大臣、ご臨席いただいた 41 名の国会議員を
代表し社会福祉推進議員連盟会長 衛藤 晟一参議院議員、前・厚生労働大臣田村
憲久衆議院議員から、社会福祉の増進のために共に取り組んでいく旨のご発言をい
ただきました。
続いて、全国保育協議会 万田 康会長、全国社会福祉法人経営者協議会 磯
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彰格会長、全社協政策委
員会 井手之上 優委員
長から、子ども・子育て支
援施策の充実、制度改革
を活かした社会福祉法人
制度の存在意義の発信、
地域における生活支援の
全国保育協議会
全国経営協
全社協政策委員会
万田 康会長
磯 彰格会長
井手之上 優委員長 強化等について、それぞ
れ要望・提言を行いました。
『全社協福祉ビジョン 2011』が謳う「ともに生きる豊かな福祉社会」をめざすには、福
祉基盤のさらなる拡充とともに、社会福祉関係の一層の連携・協働が必要であり、日本
の福祉向上に向けて、想いを新たに、力を尽くしていことを確認しました。

当日の様子

■ 民生委員・児童委員制度の維持・発展をめざして～民生委員
制度は平成 29 年に創設 100 周年
大正 6 年、岡山県において創設された済世顧問制
度を源とする民生委員制度は、来年、制度創設 100 周
年という大きな節目を迎えます。また来年は、昭和 22
年に公布された児童福祉法において創設された児童
委員制度も 70 周年となります。
民生委員・児童委員制度が大きな節目を迎えようと
している今日、社会や家庭の姿が大きく変化するととも
に、地域においては人と人とのつながりが希薄化して
います。そのなかにあって、住民の福祉課題、生活課
題は多様化、深刻化しており、住民の最も身近な相談
↑画像をクリックするとホームペ
相手であり、見守り役である民生委員・児童委員への
ージにジャンプします。
期待は一層大きくなっています。
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しかし、近年、民生委員・児童委員制度については、委員の高齢化や新たな「担い
手」の不足、日々の活動量の拡大による負担感など、種々の課題が指摘されるところと
なっています。
全国民生委員児童委員連合会（全民児連）では、この 100 周年という大きな節目に
あたり、わが国が誇るべき民生委員・児童委員制度を今後も維持・発展させていくため
に、民生委員・児童委員の存在や活動を広く社会にアピールするとともに、時代の変
化に即した活動の方向性を検討するなど、種々の記念事業の準備を進めています。
＜100 周年記念事業の概要＞
1．100 周年記念大会の開催
平成 29 年 7 月、都内において 1 万人大会を開催予定
2．『100 年通史』の作成
3．これからの民生委員・児童委員制度やその活動に関する提言
現状と課題を踏まえ、今後の民生委員・児童委員制度や活動の方向性などの提示
4．全国モニター調査の実施
社会的孤立を背景にした課題を抱える世帯の相談事例に関する調査を全民生委
員・児童委員対象に実施
5．重層的な広報活動
100 周年を契機に、地域住民に民生委員・児童委員の存在および活動を知っても
らうよう広報活動を実施
とくに、近年、若年世代を中心に、民生委員・児童委員制度を知らない方がたが増
えていることから、その認知度を高めることをめざし、記念のポスターを作成し、広く掲
示すべく、全国各地の民生委員児童委員協議会を通じて、行政機関等への協力依頼
を行っているところです。
地域において大切な役割を担っている民生委員・児童委員の活動を支援するため
にも、広く皆さまのご支援をお願いいたします。
＜民生委員・児童委員とは＞
① 民生委員法に基づき、厚生労働大臣から委嘱された非常勤の地方公務員。児
童福祉法に定める児童委員を兼ねています。
② 全国で 23 万人を超える民生委員・児童委員が活動しています。
③ 任期は 3 年で、今年の 12 月 1 日に一斉改選を迎えます。
④ 給与の支給はなく、ボランティアとして活動しています（活動に必要な交通費等
に充てるための実費弁償費として月数千円が支弁されます）。
⑤ 地域住民の立場にたって、地域住民の相談に応じ、相談内容に応じて、必要
な支援が受けられるよう、地域の専門機関とのつなぎ役となっています。
⑥ また、担当の区域において高齢者や障がいのある方の安否確認や見守り、子
どもたちへの声かけなどを行っています。
⑦ 民生委員には法において守秘義務が課せられています。
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■ 大都市圏の社協の事業・活動と経営の課題について協議・共
有～大都市の福祉問題への取組を促進する社協セミナー(札
幌市)
9 月 28～29 日、社会福祉諸制度の転換期における大都市（指定都市及び中核市
等）の社会福祉協議会が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・共有するため、「大都市の福祉問題への取組を促進する社協セミナ
ー」を 84 名の参加者を得て開催しました。
本セミナーは、平成 26 年度から開催しており、昨年度に引き続き、大都市の社協で
の取組みを促進するため、札幌市社会福祉協議会と「都道府県・指定都市社協の経
営に関する委員会 指定都市分科会」（全社協）の共催で開催しました。
大都市圏の社協においては、大都市圏特有の地域の生活課題・福祉課題に応じた
地域支援と個別支援や生活支援サービス等の実施とともに、福祉活動・事業に広域
的かつ総合的に取り組むことが課題となっています。
また、2025 年の超高齢・人口減少社会を見据え、社会福祉諸制度改革や社会福祉
法人制度改革、また、子ども・高齢者・障害者など全ての人々が地域、暮らし生きがい
をともに創り、高め合うことのできる地域共生社会（ニッポン一億総活躍プラン）をめぐ
る施策等を踏まえた事業・活動の展開が必要とされています。
そこで、本セミナーでは、大都市圏の社協の事業・活動と経営の課題に関する基調
報告とともに、3 つの指定都市（4 つのテーマ）の実践報告と札幌市社協の企画による
実践報告（コーディネーター：北翔大学生涯スポーツ学部 教授 林 恭裕 氏）を実
施しました。

実践報告Ⅰ（新潟市社協、岡山市社協、京都市社協
の実践）

実践報告Ⅱ（札幌市社協の実践）

子どもの貧困問題への取組み、成年後見（法人後見）やコミュニティソーシャルワー
クに関する実践とともに、これらの事業・活動を展開するための基盤の整備に関する実
践報告にもとづきながら、大都市圏の社協が直面する課題や社協の役割として求めら
れる事業・活動や事業展開の方向性などの議論を深める機会となりました。
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実践報告者と参加者の協議では、社会福祉法人・福祉施設と社協の連携・協働に
よる地域での公益的な取組みの重要性や日常生活自立支援事業のノウハウや経験
の蓄積をもとにした権利擁護のニーズに対応する事業・活動を展開することの必要性
などが当面取り組むべき社協の課題として提起されました。
○実践報告のテーマなど
実践報告Ⅰ
「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」（応募企画）
1．広がりはじめるこども食堂～指定都市社協にできること～／新潟市社会福祉協議会
2．オール新潟市で取り組む障害者の権利擁護／新潟市社会福祉協議会
3．社協による法人後見～権利擁護体制と市民後見人の活躍の場づくり～／岡山市社
3．会福祉協議会
4．新しい時代に即した事業を展開するための基盤整備について／京都市社会福祉
4．協議会
実践報告Ⅱ
「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」（開催地社協企画）
1．札幌市におけるコミュニティソーシャルワークの推進について
2．札幌市西区八軒中央地区福祉のまち推進センターの取組と今後の展開について
3．札幌市手稲区における地区福祉のまち推進センターとコミュニティソーシャルワーク
3．の推進について

■ 求められる教育・保育施設長としての資質、保育事業の戦略を
学ぶ～平成 28 年度教育・保育施設長専門講座 プログラム
(3)
全国保育協議会(会長 万田 康／以下、「全保協」)は 9 月 21～23 日、平成 28 年
度教育・保育施設長専門講座 プログラム(3)を 150 名の参加者を得て開催しました。
全保協では、平成 12 年度より全国の保育所長を対象に、保育及び地域子育て支
援に関する専門性とリーダーとしての資質向上を目的に「保育所長専門講座」を開催
してきました。平成 27 年度からは、子ども・子育て支援新制度の施行にともない、講座
名を「教育・保育施設長専門講座」とし、受講資格も従来の受講対象に加え、認定こど
も園 園長または園長に準ずる職にある方まで拡大して開講しています。
教育・保育施設長専門講座は、年度ごとにプログラム（1）～（3）の 3 回に分けた研
修内容で実施しているもので、今回の「プログラム（3）」では、テーマを「保育事業の戦
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略」として開催しました。
初日は、「保育分野の現状と取組について」と題して、厚生労働省雇用均等・児童
家庭局保育課 桝井 千裕 企画調整係長から行政説明をいただいたほか、「教育・
保育施設における人材の確保と育成」として、株式会社ナレッジ・マネジメント・ケア研
究所統括フェロー 宮崎 民雄 氏から講義をいただきました。
また 2 日目は、「サービスマネジメント」と題して、組織運営上の長所と課題を確認し、
業務改善につなげる仕組みづくりについて、東京家政大学 増田 まゆみ 教授によ
る講義に加え、大阪府立大学 関川 芳孝 教授、東大阪市理事 田村 敦司 氏によ
る「保育の政策とマネジメント」に関する事例報告・対談も行いました。その後、ワーク
ショップが行われ、グループ協議がなされました。

関川教授によるワークショップの様子

最終日は、「教育・保育施設経営の課題」と題
し、保育事業の戦略における、事業計画、事業
戦略、課題、マーケティング等について、前日に
続き関川教授より講義をいただきました。
社会の要請と地域のニーズを見すえて、保育
の使命を的確に捉えつつ、保育を発展・充実さ
せていくリーダーの識見・力量を醸成する講座と
なりました。

 保育士・保育教諭に求められる倫理とソーシャルワーク、ファシ
リテーターとしての役割と手法を学ぶ～第 12 回「保育スーパ
ーバイザー」養成研修会
全国保育士会(会長 上村 初美)は 9 月 28～29 日、第 12 回「保育スーパーバイザ
ー」養成研修会を 60 名の参加者を得て開催しました。
主任保育士や主幹保育教諭等リーダー的職員の方がたに参加いただき、保育及
び子ども家庭福祉をめぐる最新の動向について学ぶとともに、専門職としての保育士・
保育教諭に求められる倫理とソーシャルワーク、ファシリテーターとしての役割と手法
について理解を深めました。
1 日目は、鎭目 健太 氏(厚生労働省 雇用均等・児童家庭局 保育課 保育指導
専門官)より、直近の「保育分野の現状と取組」について、行政説明をいただきました。
続いて、上村会長より、全国保育士会が描く展望と保育士への期待について、全国
保育士会の取組みを中心に基調報告を行いました。
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講義と演習Ⅰ（講師：倉石 哲也氏）の様子

さらに、倉石 哲也 氏（武庫川女子大学
教授）からは、「保育士に求められる倫理とソ
ーシャルワークの必要性」をテーマに、保護
者支援や地域の子育て支援などにおけるソ
ーシャルワークの知識・技術等について、グ
ループワークを交えながら講義をいただきま
した。
2 日目は、加留部 貴行 氏（九州大学大学
院 統合新領域学府 客員准教授）より、「専
門職集団におけるスーパーバイザーに求めら

れるファシリテーターとしての役割とその手法」
をテーマに講義いただき、職員の自発性を引
き出し、課題を解決するための支援の方法等
について、講義とグループワークにより理解を
講義と演習Ⅱ（講師：加留部 貴行氏）の様子
深めました。
グル―プワークでは、参加者同士、活発な意見交換が行われ、日々の保育のあり
方や専門職としての関わり方等について共有することができました。

 新たな行動指針を中心にした生活困窮者支援の推進をはかる
～第 40 回全国救護施設研究協議大会(青森県)
全国救護施設協議会（会長 大西 豊美／以下、「全救協」）は、9 月 29～30 日、
「新たな行動指針を中心にした生活困窮者支援の推進をはかろう」をテーマとした研
究協議大会を開催し、全国から参集した約 490 名の全救協の会員施設・関係者と共
に研鑽と交流を図りました。
東北地区救護施設協議会／全救協理事 木村 晃 氏
の開会宣言により開会した本大会は、全救協 大西会長
による基調報告、厚生労働省の行政説明を受け、分科会

基調報告を行う
全救協 大西会長

8

では「新たな行動指針を中心とした生活困窮者支援事業
の取り組み」や「利用者の人権擁護と虐待防止に向けた取
組」等について、救護施設役職員の意見発表やグループ
討議により、活発な意見交換が行われました。
大西会長は基調報告において、とくに「本年度は社会福
祉法人制度の見直しについては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、及び全
国の救護施設による生活困窮者支援のための第二次行動指針に掲げる事業を促進
していくこと」について期待の言葉を述べました。
大会 2 日目は、独立行政法人国立病院機構 副理事長 古都 賢一 氏をお招き
し、本会役員と「救護施設は生活困窮者支援にどう取り組むか～社会福祉法人制度
改革をふまえて～」をテーマにステージセッションを行いました。生活困窮者への自立
支援が求められる社会背景や救護施設に求められる、制度のはざまに置かれたニー
ズを抱える生活困窮者等への支援を進めていく役割等についてお話しいただきました。
最後に、恐山菩提寺院代 南 直哉 氏から記念講演があり、「魂のゆくえ」をテーマ
に人間の尊厳にふれつつ、救護施設の職員へのメッセージが送られ、大会の幕を閉
じました。

 「国際交流・支援活動会員制度」への会員登録を通して福祉
関係者の国際交流・支援活動への参加を推進～平成 28 年
度第 2 回国際社会福祉基金委員会
10月3日、第2回国際社会福祉基金委員会（委員長 菊池 繁信 全国社会福祉法
人経営者協議会副会長）を開催し、平成27年度の事業・決算報告を承認するとともに
平成28年度事業の実施状況をもとに国際交流・支援活動の推進について意見交換を
行いました。
冒頭、全社協 渋谷常務理事が本会の国際交流活動について、海外からの訪日視
察・交流や、それにともなう新たな法人・施設等の協力者が増加していること、「日本・
韓国・台湾民間社会福祉代表者会議」や「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2016」（SWSD2016）などで日本の社会福祉の取組みを海外に積極
的に発信していること、そうした場を増やすことで国際交流を促進している状況を報告
しました。
事業に関しての意見交換では、スタディ・ツアーに参加した委員から「アジアの国を
訪問し、その国の取組みを実感し、現地の人と交流する中で、大きな衝撃を受けた。」
「求められている支援の内容がいかに生活にとって切実なレベルかということがわかっ
た。」「出かけて行くことの大切さを感じた。」「日本への期待を肌で感じることができ
た。」「日本からさまざまな支援の方法があるのではないかと感じた。」などの意見が出
されました。
菊池委員長は、「多くの福祉関係者が参加することで、福祉を基盤とした国際交流・
支援への意識が高揚していく。『国際交流・支援活動会員制度』への登録者の増加を
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通して、国際交流・支援活動のさらなる推進を図りたい。」と結びました。
全国社会福祉協議会が実施している国際交流・支援事業の内容にご関心のある方
は下記までご連絡ください。事業の概要を記載した「会員募集パンフレット」をお送りい
たします。

【問合せ先】
社会福祉法人 全国社会福祉協議会 国際部
〒100-8980
東京都千代田区霞が関3-3-2新霞が関ビル
TEL：03-3592-1390
FAX：03-3581-7854
E-mail：z-kokusai@shakyo.or.jp

↑画像をクリックすると全社協ホーム
ページにジャンプします。
10 月 19 日から「会員募集パンフレ
ット」を閲覧できます。

 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～第
43 回国際福祉機器展 H.C.R.2016 国際シンポジウム
第43回国際福祉機器展H.C.R.2016は10月12～14日の3日間にわたり開催され、１
７カ国１地域から527社(国内457社、海外70社)が出展、会期中の来場総数は112,752
人となりました。2日目に開催された国際シンポジウムを報告します。
10月13日、全社協 保健福祉広報協会は

当日の様子
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「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”をテーマに、H.C.R.2016
国際シンポジウムを開催しました。
講師には、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)、 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)にご登壇いただきました。アンダーセン
氏は「ノーマライゼーション理念の発祥の国デンマークの障害
者政策の枠組と新たな社会目標への取組み」、末光氏は「わ
が国における障害者の権利擁護と社会参加の促進をめぐる変
化と最近の動向、今後の障害者福祉施策の展望等」について
レポートされました。
はじめに、アンダーセン氏からは、デンマークにおける障害
アンダーセン氏
福祉政策を支えるノーマライゼーションとインクルージョンの考
え方や機会均等、連帯、補償、部門責任の4原則、それのもとに教育、労働市場、コミ
ュニティにおけるという面で障害者の社会参加促進を図るとの新たな目標におけるメイ
ン・ターゲット等に関する現状について説明がありました。その中で「ノーマライゼーシ
ョンにもとづく社会的包摂の促進は社会全体の福祉に還元される」、「あらゆる人の利
益」とのメッセージがありました。
続いて、末光氏からは、北欧と日本の障害者福祉政策の比
較、考察を行ったうえで脱施設化から地域生活への移行という
転換について、自法人の取組みを交え、わが国の障害者福
祉政策の展望を示唆する報告がありました。
後半は、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／元厚生労働事務次官)をチュー
ターとして、両名の報告をもとに、さらに考察を深めました。「ノ
ーマライゼーション理念は年を経るごとにその広がりをみせて
いるが、未だ道半ばであり、さらなる取組みが求められる。社会
全体の幸福を考えるにあたっては、
障害のある人、全ての人間を社会
の存在(リソース)であるという考えを
根づかせていくことが大事である」
とのまとめをもって幕を閉じました。
末光 茂氏

シンポジウムの様子(右から末光氏、アンダーセン氏、
近藤氏)

https://www.hcr.or.jp/
↑ＵＲＬをクリックすると H.C.R.2016 のホームページにジャンプします。
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 第 18 回ロフォス湘南 ファミリーコンサート開催
中央福祉学院(ロフォス湘南)では、毎年、地域貢献事業の一環として「ロフォス湘南
ファミリーコンサート」を開催しており、第18回となる今年は10月1日に、葉山町をはじめ
とした地元の方がたを中心に496名のお客様を迎え実施しました。
開演に先だち、コンサートの後援をいただいた葉山町 山梨 崇仁 町長からご挨
拶をいただきました。また、葉山町の福祉の発展向上に活用いただくよう、ご来場の皆
様の入場料全額を全社協 渋谷常務理事より、葉山町社協 山本 牧人 会長に贈呈
しました。
コンサートでは、兄弟デュオとして長
年活躍されているビリーバンバンのお
二人を迎え、ヒット曲「白いブランコ」を
はじめとする懐かしのフォークソングを
聴きました。楽しいトークも交えながら、
大いな盛りあがりをみせた約2時間のス
テージとなりました。
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ビリーバンバンのお二人(左、中)

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 65 回社会保障審議会介護保険部会【9 月 30 日】

介護予防・自立支援の取組みの評価の指標策定の検討や地域共生社会の構築に
あたり、介護サービスの一類型として新たに「共生型サービス」を位置付け、障害福祉
サービス事業所が介護保険事業所の指定を受けやすくするための見直し等を議論。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000138300.html

■

財政制度等審議会【10 月 4 日】

財務省は 2017 年度の予算編成に向け、介護等の社会保障費の抑制策を提案。
https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/subof_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia281004.html

■

第 13 回外国人介護人材受入れの在り方に関する検討会【10 月 4 日】

EPA 介護福祉士の就労範囲に訪問系サービスを追加することについて検討
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000139187.html

■

第 1 回地域における住民主体の課題解決力強化・相談支援体制の在り方に関する
検討会（地域力検討会）【10 月 4 日】

「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本部の下に設置された「地域力強化ワーキン
ググループ」における第 1 回目の検討会。具体的実例に基づき、住民主体による地域
課題の解決力強化・体制づくり、市町村による包括的相談支援体制等について検討
を進める。今後、10 月から 11 月にかけて 2 回の検討会を開催し、年内に中間報告を
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とりまとめ、介護保険法等の改正に反映させる予定。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000138772.html

■

第 6 回社会保障審議会福祉部会福祉人材確保専門委員会【10 月 5 日】

介護未経験者を含む多様な人材の参入を可能にさせるための入門的研修の導入
やそれぞれの人材の意欲・能力に応じてキャリアアップを図る仕組みの構築等、「介護
人材の機能とキャリアパスについて」の論点が示された。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000138940.html

■

第 66 回社会保障審議会介護保険部会【10 月 12 日】

「軽度者への支援のあり方」は「生活援助」の見直しについて総合事業への移行を
検討したが、市町村の負担を考慮し、見送った。「福祉用具のレンタル」は福祉用具専
門相談員が複数のレンタル価格を示し高齢者が選択できる仕組みをつくる。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000139430.html

厚生労働省新着情報より

■

介護保険事業状況報告(暫定) 平成 28 年 6 月分【10 月 4 日】
平成 28 年 6 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/m16/1606.html

■

「高齢社会に関する意識調査」の結果を公表します【10 月 4 日】

調査結果によると、高齢期の一人暮らしについては 8 割以上の方が不安を感じると
回答。また、一人暮らしをする場合に受けたいサービスについては、外出支援や日常
家事支援といった生活支援や緊急時における支援という回答が高い割合を占めた。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000137669.html
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■

平成 28 年版厚生労働白書【10 月 4 日】

第 1 部では「人口高齢化を乗り越える社会モデルを考える」をテーマとして「地域共
生社会」の実現を目指す方向性を提示。第 2 部では、「現下の政策課題への対応」と
して子育て、雇用、医療・介護、年金など最近の施策の動きをまとめている。
http://www.mhlw.go.jp/toukei_hakusho/hakusho/

■

被保護者調査（平成 28 年 7 月分概数）【10 月 5 日】

被保護実人員は 214 万 5,072 人となり、対前年同月と比べると、2 万 206 人減少。
被保護世帯は 163 万 4,759 世帯となり、対前年同月と比べると、5,854 世帯増加。世
帯類型別では、対前年同月と比べ、高齢者世帯（特に単身世帯）の数は増加し、高齢
者世帯を除く世帯の数は減少した。
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/hihogosya/m2016/07.html
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インフォメーション

平成 28 年度福祉ビジョン 21 世紀セミナー（旧称 社会福祉トップセミナー）
～ 「ともに生きる豊かな福祉社会」の実現に向けてのトップセミナー～
本セミナーは、今後のわが国の経済と諸制度改革の動向についての課題や、全国
各地にて援助・支援を必要とする人々、援助・支援の手が届いていない人々を支えて
いくための福祉活動や有機的なネットワークの実践について有識者から提言いただく
とともに、各福祉領域において実践を積み重ねてこられているリーダーの皆様から、福
祉組織が今後ともに取り組むべき道筋を発議していただき、その活動展開について考
察する機会とすることを目的に開催します。

主

催

社会福祉法人 全国社会福祉協議会

後

援

厚生労働省（予定）

日

程

平成28年11月16日（水）～11月17日（木）

会

場

全社協・灘尾ホール（東京都千代田区霞が関 新霞が関ビルLB階）
TEL03-3581-7889 FAX03-3580-5721（政策企画部広報室）

対

象

①社会福祉法人・社会福祉施設等の役員・幹部職員
②都道府県・指定都市・市区町村社会福祉協議会役員・幹部職員
③社会福祉関係団体、民生委員・児童委員、学識経験者
④都道府県・指定都市・市区町村行政幹部職員

参 加 費

15,000円（1名につき）

参加申込受付・締切
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先着順・平成28年11月2日（水）必着

プログラム
11 月 16 日（水）
13:00～13:15 【開会挨拶】
全国社会福祉協議会 副会長 髙井 康行
13:15～14:30 【講演Ⅰ】 『経済政策からみえるこれからの社会保障～岐路に立つ社会保障制度(仮題)』
（75 分）
講師 駒村 康平 氏（慶応義塾大学経済学部教授）
14:45～16:00 【講演Ⅱ】『地域包括がもたらす未来／福祉人材確保・育成の展望(仮題) 』
（75 分）
講師 二木 立 氏（日本福祉大学学長）
16:15～17:00 【講演Ⅲ】 『共生社会構築に向けた取組みと課題(仮題)』
（45 分）

講師 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 室長)

11 月 17 日（木）
9:30 ～ 12:30 【シンポジウム】『ともに生きる豊かな福祉社会構築のための実践活動と
（180 分）
今後の取組課題(仮題)』
シンポジスト／
今 田 義 夫 氏 (日本赤十字社医療センター附属乳児院 院長
/全国乳児福祉協議会 副会長)
山本 たつ子 氏 (社会福祉法人 天竜厚生会 理事長)
並 木 香奈子 氏 (日本医科大学 街ぐるみ認知症相談センター)
日 下 直 和 氏 (香川県社会福祉協議会 事務局次長）
コーディネーター／
宮 本 太 郎 氏 (中央大学法学部 教授)
【開催要綱・申込書のダウンロードはこちら】
http://www.shakyo.or.jp/news/20160831_vision21_01.pdf
↑URL をクリックするとホームページにジャンプします。

【問合せ先】
社会福祉法人 全国社会福祉協議会 政策企画部 広報室
TEL 03-3581-7889 FAX 03-3580-5721

17

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。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>
●『ふれあいケア増刊号 なっとく！認知症ケア相談室』
( 『ふれあいケア』編集部 編)
月刊誌『ふれあいケア』の好評連載コーナー「認
知症ケア相談室」の事例に書下ろしを加え、読みや
すい Q＆A 方式に再構成しました。認知症の症状と
向き合い、適切にアセスメントするためのチェック表
もついています。
認知症ケアの基礎を知りたい、悩み解決の糸口を
見つけたい、どういう研修をしたらよいか知りたいな
ど、認知症ケアに関するあらゆる課題解決に役立つ
1 冊です。

(↑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)

(10 月発行 定価本体 1,600 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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●全社協ブックレット⑦『「保育所保育指針中間とりまとめ」のポイント』
( 『全国保育士会』 編)
平成 28 年 8 月に公表され、平成 30 年度から施
行される「保育所保育指針の改定に関する中間とり
まとめ」資料の全文を掲載。あわせて、社会保障審
議会児童部会保育専門委員会委員、大妻女子大
学・大学院教授阿部 和子 氏に、中間とりまとめの
概要とポイント、今後の改定に向けた方向性につい
て概説いただいています。今後の保育指針の改定
の方向性を考えるための参考となる 1 冊です。

(↑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)

(10 月発行 定価本体 500 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)

<月刊誌>
●特集「農福連携―大地に生きる、自然と生きる」
『月刊福祉』11 月号
障害のある人たちなどが農業の担い手となる「農
福連携」が全国に広がりつつあります。経済的自立
をめざす障害者や若者にもメリットのあるこの取組み
は、地域の活性化にもつながっており、本特集では
「地域との連携」をキーワードに掲げている事例を紹
介します。
（10 月 6 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「“あそび”をもっと豊かに、楽しく！」
『保育の友』11 月号
子どもはあそびからさまざまなことを学んでおり、
それを保育者がどう見て関わるかが、子どものよりよ
い成長発達にとって重要です。
そこで、乳幼児期だからこそ大切にしたいあそび
の重要性を再確認し、子どものあそびを豊かにして
いくために、人的・物的環境をどのようにつくってい
くのか、また、子どもが自らあそび込めるよう、保育者
がどのように関わっていくのかについて、実践事例
などを交えて考えてみました。子どもと一緒に楽しめ
るあそびも紹介します。
（10 月 11 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)

＜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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