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 「平成 28 年度全国社会福祉大会」を開催～2,265 名、39
社協・団体が全社協会長表彰・感謝を受賞
11 月 11 日、全社協は厚生労働省、中央共同募金会との共催により「共同募金運動
70 年記念 平成 28 年度全国社会福祉大会」を開催し、厚生労働大臣表彰、全社協
会長表彰・感謝、中央共同募金会（以下、中央共募）会長表彰・感謝の受賞者など約
1,300 名の参加のもと、表彰式典と記念講演を行いました。

当日の様子

本大会会長である全社協・中央共募 斎藤 十朗 会長は、開会にあたり、受賞者
に対しお祝いの言葉を述べるとともに、わが国の社会福祉の発展への長きにわたる尽
力に敬意を表しました。そして、幅広い社会福祉関係者の連携により地域における包
括的な総合相談支援体制を確立することや、社会福祉法人制度改革、70 年を迎える
赤い羽根共同募金の一層の推進が必要としたうえで、受賞者をはじめとする関係者が
その力を結集し、すべての国民が安心して暮らせる社会づくりに向けた取組みを、自
信と誇りをもって展開することを願うと述べました。
続いて挨拶した橋本 岳厚生労働副大臣からは、同じく受賞者への祝意とともに、
地域共生社会の実現に向け、他人事になりがちな地域づくりに住民が「我が事」として
取組み、市町村はそれを「丸ごと」総合的に支援する「我が事・丸ごと」を今後の福祉
改革を貫くコンセプトとしていくこと、またこうした取組みは地域の状況を最もよく知る社
会福祉関係者の日頃の活動に支えられるもので、今後さらに大きな役割を担っていた
だきたいとの言葉がありました。
つづく表彰式典では、主催 3 団体それぞれに功労者・団体の表彰・感謝が行われ
ました。本年度の本会会長表彰・感謝では、①民生委員・児童委員功労者 372 名、②
社会福祉法人・福祉施設功労者 352 名、③社会福祉協議会・民間社会福祉団体功
労者 266 名、④永年勤続功労者 1,274 名、⑤社会福祉協議会優良活動 38 社協、⑥
社会福祉功労者・団体（感謝）1 名・1 団体の合計 2,265 名・39 社協・団体が受賞され
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ました。
第 2 部の記念講演では、公益財団法人渋沢栄一記念財団の業務執行理事で、ま
た全社協の前身である中央慈善協会の渋沢栄一初代会長の玄孫でもある渋澤 健氏
をお招きし、「渋沢栄一の教えから学ぶ新しい時代の寄付、支え合い」の演題のもとお
話をいただきました。渋澤氏は、「共感」「共助」による新たな価値の「共創」を支え合い
の基礎としたうえで、これらは渋沢栄一が「一滴一滴が大河になる」との言葉で民間力
の向上が国づくりにつながるとした資本主義の姿に通ずると述べました。そして、渋沢
栄一が「論語と算盤」の理念のもと正しい道理の冨こそが永続するとして銀行にとどま
らず困窮者等の保護施設など多方面の活動を展開していたことを紹介し、自らの枠を
超え多様な視点を取り込むことがこれからの豊かな社会づくりに必要であると提起され
ました。

■ ともに生きる豊かな福祉社会の実現に向けて～平成 28 年度
福祉ビジョン 21 世紀セミナー
11 月 16～17 日、全社協にて、平成 28 年度福祉ビジョン 21 世紀セミナーを 155 名
の参加者を得て、開催しました。
全社協では、「ともに生きる豊かな福祉社会」をめざして「全社協福祉ビジョン 2011」
を策定し、全社協構成組織による全国的な取り組みを働きかけています。この全社協
福祉ビジョンとの位置づけを明確化することと、さらなるセミナー
の充実を目的に「社会福祉トップセミナー」の名称を、今回より
改めて開催しました。
1 日目は、はじめに「『社会保障制度』をめぐるいくつかの社
会環境の変化―長寿と格差を中心に―」と題し、駒村 康平
氏(慶應義塾大学経済学部教授)にご講演いただきました。寿
命の伸長と格差の拡大がもたらす社会保障・福祉制度への影
講演を行う駒村 康平氏
響を踏まえ、今後必要とされる政策課題、とくに子ども・家庭福
祉への財政投入について課題提起をいただきました。

講演を行う二木 立氏

続いて、「地域包括ケアの拡大深化と福祉人材確保・育成の
展望」と題し、二木 立 氏(日本福祉大学学長)にご講演いた
だきました。地域包括ケアシステムの拡大深化の過程や昨年 9
月に厚労省より発表された「新たな時代に対応した福祉の提供
ビジョン」をもとに、地域包括ケアシステムの本質について理解
を深めました。また、これらを踏まえ、現在提唱されている全世
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代・全対象型地域包括支援体制の実現のための福祉人材確保・育成のあり方につい
てソーシャルワーク教育団体連絡協議会での研究報告をもとに課題提起をいただきま
した。
講演Ⅲでは、「『我が事・丸ごと』地域共生社会構築に向けた取組」と題し、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)から地域共生
社会構築が求められる背景や現在開かれている地域力強化検討会、さらには社会福
祉法人に対する今後の期待等についてお話いただきました。
2 日目は、「ともに生きる豊かな福祉社
会構築のための実践活動と今後の取組
課題」と題してシンポジウムを行いました。
シンポジストとして、今田 義夫 氏(日本
赤十字社医療センター附属乳児院顧問
／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
シンポジウムの様子
学 街ぐるみ認知症相談センター)、日
下 直和 氏(社会福祉法人 香川県社会福祉協議会 事務局次長兼地域福祉部長)、
コーディネーターとして宮本 太郎 氏(中央大学法学部教授)にご登壇いただきました。
子ども・家庭、障害、高齢・認知症、生活困窮について、各々の法人・施設が取組まれ
ている現場実践のレポートをいただくとともに、今後必要とされる地域での総合的な福
祉基盤確立のための連携・協働、共生社会・地域コミュニティの構築に向けての課題
についてご示唆いただきました。

■ 児童養護施設の質的強化と地域展開が日本の子どもの養育
危機を救う～第 70 回全国児童養護施設長研究協議会(東
京大会)
全国児童養護施設協議会 (会長
藤野 興一／以下、全養協)は 11 月
15～17 日、全国児童養護施設長研
究協議会を東京で開催しました。今
大会は第 70 回の節目となる記念大
会で、全国から 1,000 名を超える方が
参加し、「児童養護施設の質的強化
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当日の様子

と地域展開が日本の子どもの養育危機を救う ～戦後 70 年、すべての子どもと歩む未
来へ～」のテーマのもと、3 日間にわたり参加者間で議論を深めました。
記念大会開催にあたり、大会初日には児童養護事業の充実に協力・尽力のあった
7 団体に対して、藤野会長より感謝状を贈呈するとともに、長年にわたり施設で子ども
たちや保護者を支えてこられた永年勤続職員に対し、厚生労働大臣より表彰状を、藤
野会長より感謝状をそれぞれ贈呈して、その功績を称えました。
さらに、「貧困の連鎖を断つために～子どもの貧困と教育を考える～」と題した、ジャ
ーナリストの池上 彰 氏の記念講演があり、意見交換会では塩崎 恭久厚生労働大
臣より、児童養護施設関係者への激励のご挨拶をいただきました。
2 日目はテーマ別に 7 つの研究部会を開催、各会場において実践報告にもとづく
活発な議論や意見交換が行われ、最終日は有識者を迎えてのシンポジウムを実施し
て大会を締めくくりました。
来年の第 71 回大会（平成 29 年 11 月 8～10 日）は、鳥取市で開催する予定です。

■ 節目の大会、全国から 1,600 名を超える保育関係者とともに
学びを深める～第 50 回全国保育士会研究大会(神戸大会)
全国保育士会(会長 上村 初美)は 11 月
17～18 日、兵庫県神戸市において、第 50 回
全国保育士会研究大会を開催しました。今年
で全国保育士会は結成 60 周年を迎え、ま
た、第 50 回の節目の大会となりました。
研究大会には、子どもの最善の利益に資
する保育の質の向上に日々取り組んでいる
当日の様子
保育士等 1,600 名を超える方がたが参加さ
れ、「ともにあゆむ未来へ ～一人ひとりが大切に育てられる社会の実現をめざして～」
のテーマのもと研究を深めました。
研究大会初日の開会式・式典では、永年勤続感謝状

永年勤続感謝状贈呈

の贈呈が行われ、上村会長より、全国 1,735 名の受賞者
を代表して、松岡 典子 氏（神戸市立平野保育所 主
任保育士）へ感謝状を贈呈しました。さらに、本大会開
催 50 回を記念し、4 名の本会名誉委員へ、特別功労賞
を贈呈しました。
記念講演では、「子どもの心をつかむ〜未来を担う子
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どもたちのために〜」と題し、尾木 直樹 氏（教育評論家／法政大学教授）に、ご自
身の教育実践や経験、各種データをもとに、昨今の子どもの発達状況や、子どもを取
りまく問題、子育てのアドバイスについてご講演をいただき、会場は大いなる盛りあがり
をみせました。
研究大会 2 日目は、「保育の内容を
深める『子どもの発達と環境（3 歳未満
児）』」「保護者に対する支援を考える
『保育所・認定こども園等における保
護者支援』」「専門性の向上をはかる
『専門職としての責務』」等のテーマを
含め 9 つの分科会に分かれ、実践発
表を踏まえ保育の研究を深めました。

分科会の様子

第50回全国保育士会研究大会「大会アピール」
http://www.z-hoikushikai.com/download.php?workshop_document_id=18
↑URL をクリックすると全国保育士会のホームページへジャンプします。

 次代を担う社会福祉法人のリーダーがともに学びあう～第 20
回社会福祉法人経営青年会全国大会(長崎大会)
全国社会福祉法人経営青年会（会長 廣江 晃／以
下、全国青年会）は、第 20 回社会福祉法人経営青年会
全国大会（以下、全国大会）を長崎県長崎市にて 11 月
21～22 日に開催し、全国から 282 名が参加しました。
今年度の全国大会は、「乗り越える勇気 踏み出す一
歩～新たなレゾンデートルの確立へ」をテーマに、社会
福祉の転換期に実践者が取り組むべき課題を共有し、
社会福祉の主たる担い手として、地域に理解され、支持
される法人経営の推進に資することを目的に開催しまし
た。
基調報告を行う廣江 晃全国青
第 1 日目は、全国青年会の廣江会長の基調報告に
年会会長
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引き続き、厚生労働省 社会・援護局 石垣 健彦福祉基盤課
長より、今般の社会福祉法人制度改革のポイントについて、ご説
明いただきました。
記念講演では、「夢持ち続け日々精進～次代を担うリーダー
へのメッセージ」をテーマに、株式会社 A and Live 代表取締役
で株式会社ジャパネットたかた前社長の髙田 明 氏と「石井十
次から学ぶ福祉文化とこれからの社会福祉―社会福祉法人のア
イデンティティをさぐる―」をテーマに、社会福祉法人 石井記念
行政説明を行う石垣
友愛社 理事長 児嶋 草次郎 氏にご講義いただきました。
健彦厚生労働省福祉
第 2 日目は、3 つの会場に分かれ、
基盤課長

全国青年会メンバーによる先駆的な
取組みの実践報告を行い、最後に、長崎総合科学大学
教授 ブライアン・バークガフニ 氏から「長崎の『和華蘭文
化』に学ぶ」をテーマにご講義いただきました。
経営者として目指すべき姿、社会福祉法人のアイデン
ティティ、多様な文化を自然に受け入れる長崎の文化、全
国青年会メンバーによる実践的な取組みを通して、社会福 今を一生懸命に生きることが
祉の転換期に、次代を担うリーダーが何をすべきか、非常 大切と語る髙田 明代表取締
に学びの多い 2 日間となりました。
役

 支援課題の解決等の改善活動の事例を発表し、福祉施設相
互の研鑽をはかる～第 27 回「福祉 QC」全国発表大会
11 月 21～22 日、日本福祉
施設士会(会長 髙橋 紘)は
第 27 回「福祉 QC」全国発表
大会を開催し、全国から 143
名が参加しました。
本 大 会 は 、 QC （ Quality
Control）活動の手法を用いな
がら、福祉サービスの質の向
上や支援課題の解決などの
優秀賞受賞サークルによる発表
改善活動の事例を発表し、福
祉施設相互の研鑽を積むことを目的に開催しているものです。
1 日目は、全国から 34 サークルが 4 会場に分かれて発表を行いました。介護職員、
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保育士、看護師、栄養士、調理員、相談員などで構成された QC サークルのメンバー
が、現状の把握や課題の分析を「見える化」したスライドや動画を用いて紹介し、取組
みの成果や手法に対して日本福祉施設士会「福祉 QC」全国推進委員による講評が
行われました。
2 日目は、各会場で選定された「優秀賞」受賞サークルが全体発表を行い、参加全
サークルと推進委員、外部講師による投票の結果、福島県の養護老人ホーム「希望が
丘ホーム」のひまわりサークルの発表「むせり・むせり・バーイバイ～ゆっくりよく噛んで
♪」が、最優秀賞を受賞しました。
全体講評を行った一般財団法人 日本科学技術連盟嘱託・QC サークル関東支部
世話人 羽田 源太郎 氏からは、日頃から仕事の質を上げるための視点を持ち続け
ることと、QC の手法は論理的に物事をとらえ、順序立てた説明をする力を高める訓練
でもあることの 2 点を挙げ、参加者の取組みのさらなる発展に期待を寄せました。
各賞の受賞施設・サークルの一覧は、日本福祉施設士会ホームページで見ること
ができます。
http://www.dswi-sisetusi.gr.jp/index.html
↑URL をクリックすると日本福祉施設士会のホームページへジャンプします。

 上級職員として求められる専門知識や支援方法を学び、リーダ
ーとしての資質向上をはかる～第 5 回乳児院上級職員セミナ
ー
11 月 24～25 日、全国乳児福祉協議会（会長 平田 ルリ子）は、第 5 回乳児院上
級職員セミナーを開催し、全国から 77 名が参加しました。本セミナーは、概ね 7 年目
以上の乳児院職員を対象としています。
近年の乳児院をめぐる動向を踏まえ、「妊娠期
から子育て期にわたる切れ目のない支援」、「チ
ームアプローチと上級職員に期待される役割」、
「乳児院から他施設や里親家庭へ移行する際の

グループワークの様子
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つなぎ」の 3 つのテーマについて、講義だけでな
く、演習を通して日ごろの養育を振り返り、現在抱
えている課題と今後の取組みについて活発に意
見を交わしました。

 子どもの育ちにおけるアタッチメントとこれからの施設養護を考
える～平成 28 年度全国乳児福祉協議会公開セミナー
11 月 25 日に全国乳児福祉協議会（会長 平田 ルリ子／以下、全乳協）は、「平成
28 年度全国乳児福祉協議会公開セミナー～子どもを守り育てるために～」を開催し、
乳児院、保育所等の児童福祉施設関係者が 107 名参加しました。
本セミナーは、平成 28 年 7 月開
催の第 60 回全国乳児院研修会に
おいて、乳幼児期の「アタッチメント」
の重要性についてお話しいただい
た遠藤 利彦 氏（東京大学大学院
当日の様子
教育学研究科 教授）の基調講演の
反響を受けて、再度機会を設けたものです。
参加者は、乳幼児期のアタッチメントの形成について最新の理論や考え方を学び、
家庭的養護が推進される中で施設養護が抱える課題と今後の可能性について理解を
深めました。

 社会福祉法人の経営に関わる専門知識及び技術を現場の実
践に活かす～社会福祉法人経営者研修会サービス管理コース
中央福祉学院では、社会福祉法人の経営に関わる専門知識及び技術の習得を目
的とした「社会福祉法人経営者研修会」を毎年開催しています。同研修会は「人事管
理」「経営管理」「サービス管理」の3コースを設けており、11月10～12日に開催した「サ
ービス管理コース」には、58名が受講しました。
研修初日には、和洋女子大学学長 岸田 宏司 氏から、現在の社会福祉法人を
取りまく経営環境や課題を踏まえ、利用者、地域から選ばれる法人になるために、福
祉キャリアの形成やサービスの可視化が必要となること等を学びました。
さらに、西南学院大学教授 倉田 康路 氏より、利用者や家族が苦情申立に至る
プロセスの構造や、実際の苦情対応事例を踏まえ、苦情を活用したサービスの質の向
上のあり方を学びました。
2日目は社会福祉法人 依田窪福祉会 常務理事 村岡 裕 氏から、福祉サービ
スの質を維持・向上していくための土台となる業務標準について、その重要性や業務
手順書の作成方法を講義と演習を通じて学びました。また、プロセス管理の視点から
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経営を担う立場で何を行うのか、グループで意見交換も行いました。
最終日は、カレーハウスCoCo壱番屋創業者 宗次 德二 氏より、経営者としての
あるべき姿について「超率先垂範」等、誰もが知っている「ココイチ」を一代で築き上げ
た経営者としての哲学や経験をご講義いただきました。
受講者の方からは、「興味ある内容で、現場で活かせると感じた」「“苦情を活かす”
という視点の持ち方がとても共感でき、かつ、すぐ実践に移すことが出来ると思った」
「業務標準の考え方と作成方法を学べて現在抱えている課題の解決につながりそうで
ある」等、研修で学んだことを現場の実践に活かしたいとの声を多くいただきました。

 管理職に求められるマネジメントの基本を学ぶ～都道府県･指
定都市社協管理職員研修会
中央福祉学院では、都道府県･指定都市社協の管理職員を対象とした研修会を毎
年開催しています。本年度は、11 月 10～12 日に開催し、40 名が参加しました。
研修会では、都道府県･指定都市社協を取りまく諸課題や求められる対応を踏まえ、
これからの経営の焦点について学ぶとともに、社協管理職員の基本的役割、日常の
問題解決や管理者としてのリーダーシップ、外部環境や内部環境の特性分析を踏ま
えた組織の目標と行動指針の作成等々、講義と演習を通して実践的に学びました。
なお、研修後のアンケートでは、「演習をとおして様々な意見を聞くことで、幅広い
視野を持つことができ、参考になった。」、「自分に足りない点、今後取り組むべきこと
が見えてきた。」、「初めてちゃんとマネジメントを学んだ気がする。もっと勉強したい。」
など、満足度の高いご意見を頂戴しました。
その他、都道府県・指定都市社協職員を対象とした研修として、当該社協の中堅職
員研修会を今年度は 1 月に開催予定です。現在受講者を募集しておりますので、対
象の方は是非ご受講ください。
「平成 28 年度 都道府県・指定都市社会福祉協議会中堅職員研修会」受講案内
http://www.gakuin.gr.jp/training/course1270.html
↑URL をクリックすると中央福祉学院のホームページへジャンプします。
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 2016 年度アジア社会福祉従事者研修修了生フォローアップ
研修を実施
アジア社会福祉従事者研修の修了生があらためて日本の社会福祉施設で研修す
ることを目的とした「修了生フォローアップ事業」を実施しました。本年度は2名の修了
生（ニラーニさん・5期、ナンダさん・8期：ともにスリランカ）を受け入れました。
スリランカでソーシャルワーカーとして貧困家庭の子どもの支援をしているニラーニ
さんは、国内で課題となっている地域の一人暮らしの高齢者の支援活動を始めるた
め、高齢者施設と地域との連携、具体的な支援プログラムを中心に学びました。いき
いきサロンの活動はスリランカでも早速に実現できると取組みへの意欲を述べました。
また、子どもと高齢者が交流する場づくりをとおして、高齢者の生きがいづくりを進める
という新たな目標も掲げました。
スリランカで児童養護施設を運営しているナンダさんは、サービスがほとんどなく自
宅で過ごしている知的障害児のためのデイ・ケアセンターをつくるため、日本の在宅障
害児の福祉サービスの全体像と支援プログラム等について学びました。障害のある子
どもだけではなく、親や家族を対象とした支援なども意欲的に学びました。帰国後は、
まずは行政と協力してニーズ調査を行うとともに、専門性をもった職員の育成と障害の
ある子どもやその親が集まることのできる居場所づくりを始めたいと意欲を述べました。
【研修生と研修実施先】
研修生

研修先

ニラーニさん
（スリランカ・5期）

社会福祉法人 恵仁福祉会 アザレアンさなだ
（長野県上田市）
社会福祉法人 東京栄和会 なぎさ和楽苑
（東京都江戸川区）

ナンダさん
（スリランカ・8期）

研修期間

社会福祉法人 旭川荘

40日間

29日間
（岡山県岡山市）

なぎさ和楽苑の職員の皆さまと(ニラー二さん)

研修中の様子(ナンダさん)
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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 132 回社会保障審議会介護給付費分科会【11 月 16 日】

介護人材の処遇改善に関して、今後確実な処遇改善を担保していくための仕組み
等の議論。来年 4 月に予定している介護職員の賃上げ方法を示した。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000143087.html

■

第 3 回成年後見制度利用促進委員会【11 月 21 日】

成年後見制度利用促進基本計画の案の作成にあたって盛り込むべき事項につい
て(ワーキング・グループにおける、これまでの議論の中間的な報告)。
http://www.cao.go.jp/seinenkouken/iinkai/3_20161121/siryo_3.html

■

第 19 回経済財政諮問会議【11 月 25 日】

最近の金融・経済情勢、平成 29 年度予算編成の基本方針他。
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2016/index.html#tab1125

■

第 69 回社会保障審議会介護保険部会【11 月 25 日】

利用者負担に関して、現役並みの所得がある高齢者の自己負担を 2 割から 3 割へ
引き上げる案や第 2 号被保険者のうち、大企業社員の負担増を求める「総報酬割」導
入等の介護保険制度の見直しに関する意見（素案）が示された。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000143913.html
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■

第 27 回社会保障審議会生活保護基準部会【11 月 25 日】

これまでの生活保護基準部会における平成 29 年検証に関する議論の整理他。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000143744.html

厚生労働省新着情報より

■

介護給付費等実態調査月報（平成 28 年 9 月審査分）【11 月 25 日】

平成 28 年 9 月分の介護保険事業の状況報告。
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/kyufu/2016/09.html

■

社会福祉法人制度改革の施行に向けた全国担当者説明会資料【11 月 28 日】

社会福祉法人制度改革にかかる全国担当者説明会の資料。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000142657.html
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インフォメーション
第 12 回 権利擁護・虐待防止セミナー
開催のお知らせ
テ ー マ 「これからの成年後見・権利擁護の展望
～包括的支援の展開のための関係機関の連携・協働～」
今年度のセミナーでは、地域における権利擁護実践者からの報告をもとに、関連機
関との連携・協働の現状と課題、そして、これからの権利擁護・虐待防止のために必要
な体制づくりと取り組み、さらには、ともに生きる地域コミュニティの創造について考察
します。
日
時 平成 29 年 2 月 13 日（月） 10：30～17：00
会
場 全社協・灘尾ホール(東京都千代田区霞が関 3-3-2 新霞が関ビルＬＢ階)
参加対象 地域包括支援センター、在宅介護支援センター、障害者虐待防止センタ
ー、障害者権利擁護センター、児童家庭支援センター、地域生活定着支
援センター、社会福祉法人・福祉施設
民生委員・児童委員
社会福祉協議会（日常生活自立支援事業、成年後見センター、生活困窮
者支援事業関係部所）
市区町村、都道府県、児童相談所、福祉事務所
非営利組織・専門職組織、教育機関関係者
対人援助専門職（社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士）等
（定員 200 名）
受付締切 平成 29 年 1 月 30 日（月）必着（ただし、定員になり次第締切）
参 加 費 10,000 円
※権利擁護や虐待防止の動向や課題等を掲載した『権利擁護・虐待
防止 2017』を当日配布します。
詳細は、次号のアクションレポートでご案内します。
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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 スーパービジョン研修会コースⅡ
～組織としての対応力向上をめざすスーパービジョン～
福祉サービスの質の維持・向上のためには、
職場において知識や経験豊かな先輩・上司か
ら指導・助言（スーパービジョン）を受けることが
必要です。しかし、スーパーバイザーの不足や
不在等によって、スーパービジョンが職場に根
付いていないなどの現状があります。
本研修会では、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 ↑画像をクリックするとホームページにジャ
ンプします。
中心のプログラムによって、職員等へのスーパー
ビジョンの意義や方法を学ぶとともに、組織にお
ける活用について考察します。
受講案内・申込書は、下記 URL 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。
研修の概要
・日 程 ：平成 29 年 1 月 19～21 日
・会 場 :中央福祉学院（神奈川県三浦郡葉山町上山口 1560-44）
・対象者 :社会福祉施設等の管理職員、指導的職員（120 名）
・受講料 ：30,900 円
・申込期限：12 月 15 日（木）【11 月 30 日（水）より延長】
・その他：受講にあたっては事前課題と研修終了後の事後課題があります。
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/training/course319.html
↑URL をクリックすると中央福祉学院のホームページへジャンプします。
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【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(担当：金子)
TEL 046-858-1355（平日9:30～17：30） FAX 046-858-1356
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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。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「『自立支援』を考える」
『ふれあいケア』12 月号
介護保険制度は、要介護者などの「尊厳を保持
し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む
ことができる」ためにサービス提供の制度を設け、国
民の福祉の増進などを目的にしています（介護保険
法第 1 条）。
平成 27 年から各地で取組みが始まった介護予
防・日常生活支援総合事業（新しい総合事業）は、
要支援高齢者の生活を高齢者、ボランティア、専門
職などが地域で支え、自立を支援する取組みです。
この新しい総合事業が平成 29 年 4 月から全市町村
で実施されるにあたり、介護保険制度の基本である
「自立支援」についてあらためて考えます。

(↑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)

（11 月 21 日発売 定価本体 971 円税別）
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●特集「平成 28 年度『全国生活保護査察指導員研修会』から」
『生活と福祉』11 月号
本号の特集は、平成 28 年 9 月 13～14 日に開
催された平成 28 年度「全国生活保護査察指導員
研修会」における研修会の抄録を掲載していま
す。
昨今の生活保護にかかる運用の見直しをはじ
め、関係制度の状況説明のほか、今年度は新た
に「精神障害者の理解と接し方」講座を掲載し、パ
ワーアップしてお届けします。
（11 月 21 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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