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社会福祉法人 全国社会福祉協議会 

2017（平成 29）年 1月 16日 

日 

 

Action Report 

全 社 協 

第 89 号 

Japan National Council of Social Welfare 

          （全社協 ぜんしゃきょう） 

Topics 

 糸魚川大規模火災における被災者支援(新潟県) 
 

 「これからの民生委員・児童委員制度と活動のあり方に関する検討委員会」中

間報告を取りまとめ～「誰もが笑顔で、安全に、安心して暮らせる社会づくり」をめ

ざして～ 
 

 各法人・施設におけるさらなるリスクマネジメントへの取組みの強化を図る～上級

リスクマネジャー養成講座 
 

 障害者支援施設・事業所等での虐待防止のための適切な支援のあり方を学ぶ

～障害者虐待防止リーダー職員研修会 
 

 

社会保障・福祉政策情報 
 

インフォメーション 
権利擁護・虐待防止セミナー、職場研修担当者研修会 

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://www2.shakyo.or.jp/zenminjiren/pdf/topics/H28anatanomachi_minseiiin.pdf
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■ 糸魚川大規模火災における被災者支援(新潟県) 

 

平成 28 年 12 月 22 日（木）10 時 28 分頃に新潟県糸魚川市大町 1 丁目で発生し

た、144 棟におよぶ大規模火災は、災害救助法が適用され、火災としてはじめて被災

者生活再建支援法（風害による）が適用された災害となりました。 

糸魚川市社協は、災害ボランティア活動を支援する「糸魚川市地域たすけあいボラ

ンティアセンター」を設置、行政と密に連携をしながら、被災された方からのニーズを

調査し支援を行っています。当初社協に

設置したセンターは、12 月 28 日から糸

魚川市民会館内（糸魚川市一の宮 1-2-

1）に移転して運営しています。 

また、新潟県社協は 12 月 26 日に県

社協災害対策本部を設置し、30 日まで

職員を糸魚川市へ派遣して県内市町村

社協からの応援とともに、センターの運

営支援を行い、1月は 4日から被災者の

生活支援ニーズへの対応を行っていま

す。 

 

 

○新潟県社協 

  http://www.fukushiniigata.or.jp/ 

 

 

○糸魚川市地域たすけあいボランティアセンターFacebookページ 

  https://www.facebook.com/itoigawavc/ 

 

 

 

 

 

 

 

↑URLをクリックするとホームページへジャンプします。 

↑URLをクリックするとホームページへジャンプします。 

被災家屋から思い出の大事な品探しにあたるボ

ランティア（2017/1/3） 

http://www.fukushiniigata.or.jp/
https://www.facebook.com/itoigawavc/
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■ 「これからの民生委員・児童委員制度と活動のあり方に関する

検討委員会」中間報告を取りまとめ～「誰もが笑顔で、安全に、

安心して暮らせる社会づくり」をめざして～ 
 

地域住民の身近な相談相手であり、また必要な支援へのつなぎ役である民生委

員・児童委員ですが、この民生委員制度が本年、制度創設 100周年を迎えます。 

この大きな節目を前にした現在、民生委員・児童委員活動を取りまく状況も変化し

ています。住民が直面する生活課題、福祉課題の多様化に対応して、民生委員・児

童委員への期待が高まる一方、活動範囲の広がりやそれに伴う負担の拡大、さらには

新たな担い手確保の困難さなどが全国的に指摘されるところとなっています。 

こうした状況を踏まえ、全国民生委員児童委員連合会（全民児連）では、民生委員・

児童委員制度を将来にわたり維持、発展させていくために、昨年より「これからの民生

委員・児童委員制度と活動のあり方に関する検討委員会」を設置し、今後の制度や活

動のあり方について検討を進めており、先般、これまでの検討内容の要点を「中間報

告」として取りまとめました。 

「中間報告」は、100 年の歴史の総括、また民生委員・児童委員活動を取りまく現状

と課題の整理を踏まえ、今後に向けた提言により構成されています。そのなかでは、民

生委員制度の本質として、「常に地域社会のなかにあって、住民に寄り添いながら、住

民の立場に立って活動を行ってきたこと」をあげるとともに、民生委員が活動を通じて

めざすものとして「誰もが笑顔で、安全に、安心して暮らせる社会づくり」を掲げていま

す。 

全民児連では、今後、全国の関係者からの意見も徴しつつ、さらなる検討を進め、

本年春までに最終報告を取りまとめる予定としています。 

 

○「これからの民生委員・児童委員制度と活動のあり方に関する検討委員会」中間報告 

http://www2.shakyo.or.jp/zenminjiren/news/2016/korekara.html 

 

 

 

 

 

 

↑URLをクリックすると全社協ホームページへジャンプします。 

http://www2.shakyo.or.jp/zenminjiren/news/2016/korekara.html
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 各法人・施設におけるさらなるリスクマネジメントへの取組みの

強化を図る～上級リスクマネジャー養成講座 
 

全国社会福祉法人経営者協議会（会長 磯 彰格／以下、全国経営協）は、初級リ

スクマネジャー養成講座を修了した方がたを対象に、社会福祉法人・施設が行うべき

リスクマネジメントへの理解を深め、各法人・施設におけるさらなるリスクマネジメントへ

の取組みの強化を図ることを目的として「上級リスクマネジャー養成講座」を１月 10～

11日に開催し、68名が修了しました。 

全国経営協では、法人経営をめぐる

広範におよぶリスクのなかでも、とくに

「サービスリスク」をとりあげ、「利用者の

安全を最大の眼目としたサービスの質

の向上と利用者満足度の向上を目指

す活動」を福祉サービスにおけるリスク

マネジメントと位置づけて平成 13年度

から関連事業を推進してきました。 

その中核として、平成 14年度からは

福祉施設におけるリスクマネジメントに関する幅広い知識、手法等を習得していただく

「（初級）リスクマネジャー養成講座」を開催しています。昨年度までに同講座を修了し

た方は 2, 000名を超え、全国経営協会員法人においては、これまでの修了者が中心

となってリスクマネジメントツールやそのマネジメント体制の整備が進められ、具体的な

実践が数多く見られています。 

平成 19年度からは、「（初級）リスクマネジャー養成講座」修了者がサービス環境を

めぐる諸情勢の変化をとらえ、さらにリスクマネジャーとしてステップアップしていただく

ための講座として『上級リスクマネジャー養成講座』を創設し、各法人・施設におけるリ

スクマネジメントへの一層の取組強化に資するためのプログラムを展開してきました。 

全国経営協では、中期行動計画「アクションプラン 2020」においてリスクマネジメント

体制の構築を実践のポイントの一つとして掲げ、会員法人における継続的なサービス

の質向上への取組みをはたらきかけるとともに、今後ともその取組みを支援していくこ

ととしています。 

 

 

 障害者支援施設・事業所等での虐待防止のための適切な支

援のあり方を学ぶ～障害者虐待防止リーダー職員研修会 
 

1月10～11日、平成28年度障害者虐待防止リーダー職員研修会を開催しました。 

厚生労働省が実施した障害福祉施設従事者等による障害者虐待に関する調査結

果（平成27年度）によると、市区町村等への相談・通報があったもののうち虐待判断件

数は年々増加しており、発見という面での障害者虐待防止法施行の効果はあがって

当日の様子 
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いますが、虐待の減少にはつながっていない現状があります。また、昨年の相模原市

の障害者支援施設における事件等、マスコミで報じられる虐待等関係報道も続いてい

る状況にあります。 

このようななか、障害者支援施設・事業所、厚生関係施設等における支援現場の

リーダー的職員に向けて、虐待防止の理念を徹底し、現場で発生しやすい虐待内容

や発生要因等を検証しつつ、虐待を生まない支援・体制のあり方について学ぶことを

目的に標記研修会を開催し、全国から定員を大幅に上回る276名が参加しました。 

プログラム立案は、全国身体障害者

施設協議会（会長 日野 博愛／以

下、全国身障協）、全国社会就労セン

ター協議会（会長 阿由葉 寛／以

下、全国セルプ協）、全国厚生事業団

体連絡協議会(会長 大西 豊美)の

各会長等からなる全社協障害関係種

別協会長会議の協力を得て企画され

たものです。研修会開会にあたり、主

催関係者を代表して挨拶をした日野全国身障協会長は「私たちの目標として虐待ゼロ

を実現しよう」と述べ、参加者へ期待を寄せられました。 

その後、講義「障害者の権利擁護に関する施策と動向について」(上智大学 教授

大塚 晃 氏）と、行政説明「福祉施設・事業所における障害者虐待の現状と課題につ

いて」(厚生労働省 虐待防止専門官 曽根 直樹 氏）がありました。 

続いてのシンポジウムでは、「福祉施設・事業所に求められる利用者の権利擁護・

虐待防止の視点とは」と題し、コーディネーターに白江 浩 氏（全国身障協副会長）、

シンポジストとして野沢 和弘 氏（毎日新聞論説委員）、久木元 司 氏（全国社会福

祉法人経営者協議会 障害福祉事業経営委員長）、木間 幸生 氏（全国救護施設協

議会副会長）、内藤 晃 氏（全国セルプ協調査・研究・研修委員長）に登壇いただき、

各種別施設・事業所における虐待防止実践上の視点等について報告いただきまし

た。とくに野沢氏からは、職員としてやりがいのある支援にいかに工夫してつないでい

くかという視点を持つことの大切さに関する発言がありました。 

2日目は、グループディスカッションによる他施設の取組み等に関する考察を経て、

午後は「施設・事業所における虐待防止リーダー職員のあり方について」と題し、竹ノ

内 章代 氏（東海大学講師）による講義があり、組織として虐待を防いでいくためのポ

イント等について学びました。 

本研修会は、今回の開催評価をもとに、今後3カ年にわたって、プログラム内容を一

層充実させ、継続開催する予定です。 

  

当日の様子 
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■ 第 134回社会保障審議会介護給付費分科会【12月 28日】  

平成 28 年度介護事業経営概況調査の結果によると、各介護サービスの収支差率

について、介護報酬改定前の平成 26 年度と改定後の平成 27 年度の状況を比較す

ると、多くの介護サービスにおいて収支差率は低下しているが、平成 27 年度の収支

差率は概ねプラスになっている。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000147541.html 

■ 社会保障審議会障害者部会（第 83回）【1月 6日】 

障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の構成案が示された。また、放

課後等デイサービス、就労継続支援Ａ型の運用の見直しについて話し合われた。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000147372.html 

 

 

 

■ 第 7回新たな社会的養育の在り方に関する検討会【12月 28日】 

論点として、①「家庭における養育環境と同様の養育環境において継続的に養育さ

れるよう」に関する定義とそのあり方、②「できる限り良好な家庭的環境」の定義とそれ

を利用する場合の条件、③里親支援事業体制の在り方、④子どもの立場にたった継

続性を重視したソーシャルワークのあり方等が議論された。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000147437.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/shingi2/0000147541.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000147372.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000147437.html
http://zseisaku.net/
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■ 被保護者調査（平成 28年 10月分概数）【1 月 11日】 

被保護実人員は 2,144,759人となり、前月より 355人減少。また、対前年同月と比べ

ると、21,260 人減少。被保護世帯は 1,637,866 世帯となり、前月より 964 世帯増加。ま

た、対前年同月と比べると、5,545 世帯増加。世帯類型別では、対前年同月では、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/m2016/10.html 

 

 

  

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/hihogosya/m2016/10.html
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平成 29年度介護職員実務者研修通信課程 

ただいま 受講者募集中！ 

 

国の来年度予算案では、2025 年度の「介護離

職ゼロ」の実現に向け、介護人材の処遇改善策と

して、経験や資格に応じた昇給の仕組みを設けた

事業者に対する新たな報酬加算の創設が盛り込

まれるなど、人材確保の取組みが推進されている

ところです。 

中央福祉学院では、地域の介護職員の人材育

成と介護福祉士国家試験の受験資格取得を支援

するため、県･市社協と連携し、『介護職員実務者

研修通信課程』を開講しています。 

現在、各スクーリング実施社協において、平成 29年度の受講生を募集しております

ので、社協ならびに種別協関係者の皆様におかれましては、本研修受講を通じた資

格取得の支援にご理解をお願いいたします。 

なお、スクーリング実施県市以外の近隣地域からのお申込も受付しております。受

講者募集･広報にも皆さまのご協力をお願いいたします。 

●保有資格別受講期間／受講料一覧 

コース 受講期間 受講料 
通信学習 

(自宅学習) 

スクーリング 

介護過程

Ⅲ 
医療的ケア演習 

保有資格なし 4/1～12/31 

(9 ヵ月間) 

145,000円 19科目 受講 受講 

喀痰吸引等研修修了者 130,000円 18科目 受講 免除 

訪問介護員養成研修 

(2級)修了者 6/1～12/31 

(7 ヵ月間) 

130,000円 11科目 受講 受講 

介護職員初任者研修 

修了者 
130,000円 10科目 受講 受講 

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/ 

↑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.gakuin.gr.jp/
http://www.gakuin.gr.jp/
http://www.gakuin.gr.jp/training/course2643.html
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訪問介護員養成研修 

(1級)修了者 

7/1～12/31 

(6 ヵ月間) 
90,000円 1科目 受講 受講 

介護職員基礎研修修了者  
7/1～10/31 

(4 ヵ月間) 
70,000円 1科目 免除 受講 

※教育訓練給付制度厚生労働大臣指定講座です。 

●県別スクーリング日程／定員一覧 

実施社協 介護過程Ⅲ（面接授業）日程 定員 

岩 手 県社協 8/24,25,9/7,8,21,22 50名 

秋 田 県社協 
クラス 1：8/30,31,9/27,28,10/25,26 

クラス 2：9/13,14,10/11,12,11/7,8 
各クラス 25名 

福 島 県社協 
クラス 1：8/25,26,31,9/1,7,8 

クラス 2：10/13,14,19,20,26,27 
各クラス 40名 

埼 玉 県社協 8/29,9/5,12,19,26,10/3,10,17 48名 

神奈川県社協 8/22,29,9/8,12,22,26,10/6 48名 

川 崎 市社協 
クラス 1：8/1,8,22,29,9/5,12,19 

クラス 2：8/3,10,24,31,9/7,14,21 
各クラス 24名 

長 野 県社協 

長野周辺会場 

8/29,30,9/19,20,21,10/3 

佐久周辺会場 

9/13,14,10/24,25,26,11/14 

伊那周辺会場 

9/26,27,10/17,18,19,11/7 

松本周辺会場 

9/28,29,10/31,11/1,2,21 

各クラス 50名 

愛 知 県社協 調整中 50名 

滋 賀 県社協 
クラス 1：10/11,18,25,11/1,7,14,21,28 

クラス 2：10/11,18,25,11/1,8,15,22,28 
各クラス 25名 

大 阪 府社協 8/26,27,9/9,10,10/14,15,29 40名 

大 阪 市社協 8/24,30,9/1,5,7,11,13 24名 

奈 良 県社協 調整中 48名 

鳥 取 県社協 8/22,24,29,31,9/7,8,12,14 50名 

広 島 県社協 8/25,26,9/30,10/1,2,27,28 48名 

山 口 県社協 10/6,7,20,21,11/3,4,17 50名 

※別途、医療的ケア演習の日程が設定されています。詳しくは、上記社協名をクリッ

クしてチラシをご覧ください。 

http://www.gakuin.gr.jp/wp/wp-content/uploads/2015/09/b8385ce7493b156cb482d71b6fd724bc.pdf
http://www.gakuin.gr.jp/wp/wp-content/uploads/2016/11/7f6889509b8a3eaf7fa3fa14ab87a2a2.pdf
http://www.gakuin.gr.jp/wp/wp-content/uploads/2016/12/756417c768439c47031f3a0621bb4b75.pdf
http://www.gakuin.gr.jp/wp/wp-content/uploads/2015/09/e7e666aedb4cb8fe56d7b22343ebf758.pdf
http://www.gakuin.gr.jp/wp/wp-content/uploads/2016/12/bf263c5212d37279a3c1276de22edad8.pdf
http://www.gakuin.gr.jp/wp/wp-content/uploads/2016/12/94e41b95479345e14e3e0ee95ad3caf6.pdf
http://www.gakuin.gr.jp/wp/wp-content/uploads/2015/09/2d8bf11eee98a68efd27a2f463282bd5.pdf
http://www.gakuin.gr.jp/wp/wp-content/uploads/2015/09/3694ca04711e5eac034eb82b6b6db5da.pdf
http://www.gakuin.gr.jp/wp/wp-content/uploads/2016/12/87f56028dcd42cf7df501c3e280c9fc1.pdf
http://www.gakuin.gr.jp/wp/wp-content/uploads/2015/09/4f6fa7fa6c90d676f6b8709a123ff085.pdf
http://www.gakuin.gr.jp/wp/wp-content/uploads/2016/11/5752d5cc4cdc8c2df1f48de3b82ea5ed.pdf
http://www.gakuin.gr.jp/wp/wp-content/uploads/2015/09/8f9a5d29925000813ca21a1d67a6d204.pdf
http://www.gakuin.gr.jp/wp/wp-content/uploads/2016/12/c27deac34ab415f682421500b785aa76.pdf
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●受講をサポートする制度も充実 

施設･事業所向けの制度としては「地域医療介護総合福祉確保基金」からの実務者

研修受講等にかかる代替職員の確保への助成、受講者個人向けには、教育訓練給

付金制度（一般教育訓練給付）や各都道府県が行う介護福祉士等修学資金貸付制

度が利用できます。 

●申込方法 

受講申込書を、中央福祉学院ホームページよりダウンロードのうえ、スクーリングを

実施する県･市社会福祉協議会へ必要書類を郵送してください。ダウンロードできない

場合は、中央福祉学院（下記参照）または、各実施県･市社会福祉協議会へお問合

せください。 

 

http://www.gakuin.gr.jp/training/course2643.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。 

【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 

http://www.gakuin.gr.jp/training/course2643.html
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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。 

 

 

<新刊図書> 

●『民生委員・児童委員必携第 61集』 

(全国民生委員児童委員連合会 編) 
 

住民の抱える課題が複雑・多様化するなか、民生

委員・児童委員は身近な相談相手として、また、安

心して住み続けることができる地域づくりの推進の役

割も担ってきました。 

本書は、民生委員・児童委員の日常的な活動に

資するよう、民生委員・児童委員活動の基礎知識と

して、活動に関わる制度・施策や活動上の基本的な

事項についてまとめています。 

また、民生委員・児童委員活動の基本や住民へ

の支援にかかわる主な制度・施策について分野別

に一問一答方式でわかりやすく解説しています。 

 

(1月発行 定価本体 257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/
https://www.fukushinohon.gr.jp/esp.cgi?_file=book2868&_page=_index&_page2=contents&_page3=detailbook&_sys_id=2868&_class=030101&_category=ISBN978-4-7935-1217-9
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●特集「地域で育む新しいかたちの支援」 

『月刊福祉』2月号 

 

人口の減少、少子・高齢化が進み、個人や家族の

福祉ニーズが多様化・複雑化・深刻化している状況

のなかで、誰もが地域の支え手になるという動きが地

域で育まれています。 

こうした地域の取組みを通じて、これからのわが国

に必要とされる新しいかたちの支援について考えま

す。 

（1月 6日発売 定価本体 971円税別） 

 

 

 

 

●特集「子どもにとって安全な保育環境づくりをめざして」 

『保育の友』2月号 

 

日々の保育において安全への配慮や事故防止

対策は、子どもの命を守るうえで何よりも大事にしな

ければならないことです。内閣府では「教育・保育施

設等における事故防止及び事故発生時の対応のた

めのガイドライン」を示しており、子どもの安全確保の

ための環境づくりに向け、日常の生活やあそびのな

かにある危険（ケガ・事故・食物アレルギーなど）、運

営上留意すべき事項について再確認することが大

切です。 

そこで、新年度に向けて見直しの機会としていた

だけるよう、安全な環境づくり、体制づくりについて考

えます。 

（1月 10日発売 定価本体 581円税別） 

【問合せ先：出版部 TEL 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) 

(↑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=book2866&_page=_index&_page2=contents&_page3=detailbook&_sys_id=2866&_class=120101&_category=03359
https://www.fukushinohon.gr.jp/esp.cgi?_file=book2867&_page=_index&_page2=contents&_page3=detailbook&_sys_id=2867&_class=120101&_category=08039

