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政策企画部 広報室 z-koho@shakyo.or.jp 

TEL03-3581-4657  FAX03-3580-5721 

〒100-8980東京都千代田区霞が関 3-3-2新霞が関ビル 

社会福祉法人 全国社会福祉協議会 

2016（平成 28）年 5月 2日 

日 

 

Action Report 

全 社 協 

第 72号 

Japan National Council of Social Welfare 

          （全社協 ぜんしゃきょう） 

Topics 
 

 全社協・政策委員会 幹事会（平成 28年度・第 1回）を開催～社会福祉法人改革と社会保障・

福祉諸制度改革へ向けた要望等について協議 
 

 自由民主党 社会福祉推進議員連盟 総会～社会福祉法人改革についての提案・要望と意見交換 
 

 社会保障審議会 福祉部会（第 16 回）～社会福祉法人改革に関する今後の主な検討課題等に

ついて 
 

 社会福祉法人の財務規律の向上に係る検討会（第 1回）～社会福祉法人の会計監査について 
 

 福祉人材センター・バンク所長会議を開催～平成 27 年度補正予算、平成 28 年度予算による福祉

人材確保施策の運用に向けて 

●研修資料『介護老人福祉施設における中高年齢層の活用促進に向けた手引き』 
 

 平成 28 年度第 1 回障連協セミナーを開催～障害者総合支援法施行 3 年の見直し検討と改正法

案の内容理解を促進 
 

 社会的養護関係施設 第三者評価事業「評価調査者」継続研修会を実施 
 

 5月 5日から「児童福祉週間」～こいのぼり掲揚式を実施 
 

 5月 12日は「民生委員・児童委員の日」～各地で多様な取り組みを実施 
 

 6団体に約 3,600万円の助成を決定 ネパール地震災害福祉活動支援募金助成審査委員会 
 

 

 

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 

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
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■ 全社協・政策委員会 幹事会（平成 28年度・第 1 回）を開

催～社会福祉法人改革と社会保障・福祉諸制度改革へ向け

た要望等について協議 
 

4 月 15 日、平成 28 年度 第 1 回となる全社協 政策委員会 幹事会を開催しまし

た。 

社会福祉法人改革への対応や社会保障・福祉制度諸改革へ向けた平成 29 年度

社会福祉制度・予算・税制等に関する要望等について、政策委員会 構成組織での

課題と取組などをもとに協議しました。 

社会福祉法人改革については、社会福祉法等の一部改正にともなう平成 28 年 4

月施行の地域における公益的な取組等の事項に関連する厚生労働省からの通知の

発出の準備が進められています。また、社会保障審議会福祉部会（以下、「福祉部

会」）では、平成 29年 4 月に施行予定の事項に関する議論が再開されています。 

このような状況を踏まえ、政策委員会では、①施行スケジュールへの対応、②小規

模法人への配慮（評議員定数の経過措置等）、③会計監査人の設置、④社会福祉充

実計画の作成・承認と控除対象財産の考え方、⑤地域における公益的な取組の要

件・範囲、などの論点と課題について議論しました。 

幹事からは、各社会福祉法人における施行スケジュールと改正事項の理解の必要

性のほか、地域での公益的な取組について限定列挙しないこと、公益的な取組の責

務と措置費・運営費のあり方を整理することが必要であるとの意見が述べられました。      

また、ガバナンスの重要性を踏まえながらも社会福祉法人の状況や実態に即して

会計監査の内容等が検討されるべきことや会計監査人の設置による過度な負担にな

らないようにとの配慮が必要となること、さらに社協や社会福祉法人・福祉施設の実態

を反映する控除対象財産の考え方が重要であることなどが提起されました。 

これらの課題や必要となる対応については、福祉部会での議論を把握・検証しなが

ら課題提起と要望などを進めることを確認しました。また、当面の課題については、自

由民主党 社会福祉推進議員連盟（4 月 21 日開催）において要望を行うため、「社会

福祉法人制度改革に関する要望書」としてとりまとめました。 

なお、社会保障・福祉制度諸改革へ向けた平成 29 年度社会福祉制度・予算・税制

等に関する要望については、幹事会での議論をもとに、政策委員会 総会（5月20日）

において協議・確認する予定です。 
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■ 自由民主党 社会福祉推進議員連盟 総会～社会福祉法人

改革についての提案・要望と意見交換 
 

自由民主党 社会福祉推進議員連盟（会長 衛藤 晟一 参議院議員）の総会が、4

月 21日に自由民主党本部で開催されました。 

全社協 政策委員会をはじめ全国社会福祉法人経営者協議会、施設種別協議会

などの関係団体からの社会福祉法人改革に関する提案・

要望と意見交換が行われました。各団体からは、社会福

祉法等の一部改正と施行に関して、評議員会の員数に

係る経過措置、会計監査人の設置法人、控除対象財産

の算定方法などについて意見・要望が述べられました。 

全社協 政策委員会 井手之上 優 委員長（大阪府社

会福祉協議会 常務理事）は、「社会福祉法人制度改革

に関する要望書」（全社協 政策委

員会）をもとに意見・要望を述べました。 

平成 28 年 4 月施行にかかる事項として、①社会福祉法人の

責務である「地域における公益的な取組」について内容を限定

列挙しないこと、②法人が責務を果たすための財源確保と措置

費・運営費のあり方の検討の必要性、③指導監督の権限移

譲にともなう都道府県と所轄庁となる指定都市との連携の

必要性、を要望しました。また、平成 29 年 4 月施行にかか

る事項として、①会計監査人の設置に係る過度な負担とな

らぬ配慮、②社会福祉充実残額の算定における法人の規模と実施する事業への配慮、

また、大規模災害の発生に備えるための対応への配慮、について課題提起と要望を

行いました。 

出席団体からは、社会福祉法人における会計監査人による監査の意義と具体的な

範囲・事項への配慮、設置法人の対象規模の見直しや段階的に対象規模を拡大す

べきであるとの意見・要望が述べられました。また、社会福祉充実計画における控除

対象財産のあり方に関する要望のほか、施行スケジュールについては、各法人での準

備に配慮した迅速かつ適切なものとするべきこと、さらに熊本地震で被災した社会福

祉法人における施行準備に関する柔軟な対応の必要性が要望されました。 

これらとともに、社会福祉法人の自主性・自立性と地域の実情や小規模法人への配

慮等の観点から各事項について意見・要望がなされました。 

出席議員からは、「真面目に取組んでいる社会福祉法人が困らないようにすること

全社協 政策委員会の要望 

（井手之上委員長） 

冒頭あいさつする衛藤会長 
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を基本として仕組みづくりをすべき」、「評議員の経過措置や会計監査人の設置法人

の規模については、施設種別と事業規模に配慮し、きめ細かく対応することが必要で

ある」、「ガバナンスの強化は必要であるが、法人の経営に不当な影響が及ばないよう

配慮すべき」、「地域における公益的な取組の範囲を限定することのないよう配慮すべ

き」等の意見が述べられました。 

また、「ガバナンスの強化や経営の透明性も重要であるが、社会福祉法改正の趣旨

に立ち返りながら、地域での公益的な取組における社会福祉法人の自由、裁量を認

めることが必要である」、「評議員の確保にあたっては地方自治体のみならず国として

支援をしっかりとするべきである」ことや「社会福祉充実計画については、細部まで拘

束するような内容とすべきではなく、柔軟かつ円滑に地域での取組が進められることが

必要である」との意見も述べられました。 

 

 

■ 社会保障審議会 福祉部会（第 16 回）～社会福祉法人改

革に関する今後の主な検討課題等について 
 

社会福祉法等の一部改正にともなう社会福祉法人改革について、平成 29 年 4 月

の施行事項などに関する今後の主な検討課題について議論するため、4月 19日に社

会保障審議会福祉部会（以下、「福祉部会」）での審議が再開されました。 

社会福祉法等の一部改正の概要と審議経過及び、平成 28 年 4 月施行分の改正

事項についての報告の後、今後の主な検討課題について議論しました。 

今後の主な検討課題としては、①評議員の員数に係る経過措置、②会計監査人の

設置法人、③控除対象財産の算定方法、④地域協議会が掲げられています。 

専門的・技術的な検討を要すると考えられる会計監査関係や控除対象財産関係の

検討項目については、福祉部会での議論とともに、部会のもとに設置する「社会福祉

法人の財務規律の向上に係る検討会」において議論が進められます。 

福祉部会には、全国社会福祉法人経営者協議会 武居 敏 副会長、全国児童養

護施設協議会 藤野 興一 会長が委員として参画しています。 

次回福祉部会は、5月下旬に開催される予定です。 

 

 

①評議員の員数に係る経過措置について 

評議員の設置に係る経過措置の対象となる法人の事業規模が論点とされてい

ます。社会福祉事業種別や福祉サービス活動収益ごとに規模や実態は様々であ

ることなどから、各福祉分野の福祉サービス活動収益階層ごとの法人数などの資
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料が示され、それをもとに議論が進められました。 

委員からは、社会福祉法人役員等が他の法人の役員となることができるように

することや地域の実情を踏まえて評議員が確保できるようにすることの必要性が述

べられました。このほか、評議員の例示や具体的な資格を提示すること、定款変

更に係る手続き等を見直すこと、複数の法人が共同で評議員会を設置することな

どの意見が出されました。 

 

②会計監査人の設置法人について 

会計監査人の設置を義務づける法人の事業規模が論点とされています。「収

益 10 億以上、負債 20 億以上」の法人が目安とされているなか、収益規模別の法

人数に関するデータをもとに議論が行われました。 

委員からは、社会福祉法人の会計監査人による監査は、社会福祉法人の事業

目的や性格に応じた内容・範囲で行われるべきであることや会計監査人を設置し

ない法人においても、財務の適正性を確保する観点からの支援が必要であるとの

意見がありました。また、措置施設における措置費の使途制限について検討すべ

きこと、対象法人における対応能力と負担への配慮が必要であること、より収益の

高い法人から段階的に対象となる法人を下げていくことで過度な負担とならないよ

うに配慮が必要であるなどの意見が出されました。 

 

③控除対象財産の算定方法について 

社会福祉充実計画に関係する控除対象財産の算定方法が今後の検討課題で

す。「社会福祉法人の余裕財産の明確化」（社会保障審議会福祉部会 第 6 回資

料）における基本的な考え方もとにした控除対象とする財産（費目）のイメージが

示され、これらをもとに議論が行われました。 

委員からは、社会福祉法人の主体性や自律性と事業の継続性に影響を及ぼさ

ない算定方法にすべきとの意見のほか、社会福祉法人会計の特徴や資金調達の

実態とともに、施設整備における補助金と自己負担のあり方などについて議論す

る必要があるとの意見が出されました。 

 

④地域協議会について 

社会福祉充実計画の作成にあたって意見を求めることになる「地域協議会」が

論点とされています。地域協議会については、所轄庁が地域の実情に応じて判

断し設置する前提のもと、地域福祉活動計画策定委員会等や生活支援体制整備

事業における協議体（介護保険制度）等の既存の協議体の活用が例示されてお

り、これらをもとに議論が進められました。 

委員からは、地域協議会の多様かつ柔軟な設置を認めることや社会福祉充実
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計画で「地域公益事業」を行う場合の関与のみとし、法人が責務として行う公益的

な取組については関与しないようにすべきとの意見等が出されました。 

 

社会保障審議会福祉部会 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho.html?tid=126700 

 

 

■ 社会福祉法人の財務規律の向上に係る検討会（第 1回） 
～社会福祉法人の会計監査について 

 

厚生労働省は、社会保障審議会福祉部会での議論等を踏まえ、社会福祉法人の

制度改革に係る重要事項のうち、会計監査や控除対象財産等の専門的・技術的な事

項について検討議論するため、標記検討会を設置し 4 月 26 日に第 1 回検討会を開

催しました。検討会では、今回から 7 月にかけて 4 回程度開催する予定であり、議論

については、適宜、福祉部会に報告するとしています。 

具体的な検討課題は、以下のとおりです。 

（１）会計監査に係る事項 

①会計監査人の候補者の選び方 

②会計監査の実施範囲（証明範囲の設定） 

③会計監査の実施内容（重点監査項目の設定） 

④会計監査人非設置法人に対する専門家の活用方法 

 

（２）控除対象財産に係る事項 

①控除対象財産の算定ルール 

②控除対象財産の算定に用いる各種係数の設定の考え方 

 

 ○上記のほか、必要に応じて専門的見地から検討が必要な項目を検討する 

 

次回（第 2回）の検討会は 5月 17日に開催し、会計監査人非設置法人に対する専

門家の活用について検討する予定です。なお、その後の控除対象財産に係る事項の

検討について、厚生労働省は、法人固有のデータ等をもとに検討するため、非公開と

するとしています。 

 

 

 

(※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/shingi/shingi-hosho.html?tid=126700
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○第 1 回検討会（4月 26 日開催）での議論 

4 月 26 日の第 1 回検討会では、検討課題のうち、（１）会計監査に係る事項の①

～③について検討しました。 

①会計監査人候補者の選び方については、厚生労働省の示した会計監査法人

監査に係るスケジュール例と候補者の選定基準の例などをもとに議論が行われまし

た。 

検討会の構成員からは、平成 29 年度の施行に向けて準備期間が短いことが懸

念されるとの意見のほか、選定基準の例については実際に各社会福祉法人が理

解・活用できるようにする必要があるなどの意見が述べられました。 

また、会計監査については、営利法人と社会福祉法人の相違を踏まえた対応が

必要であることや費用を明確にして議論を進めるべきであるとの意見が出されました。 

②会計監査の実施範囲について、法人全体の計算書類等（「第１様式」）を監査

証明範囲とするべきとの意見が多数をしめました。（なお、社会福祉法人は計算書

類として、ア）法人全体（第 1 様式）、イ）事業区分別（第 2 様式、第 3 様式）、ウ）拠

点区分別（第 4様式）の作成が必要とされている。） 

この場合でも、法人全体の計算書類は拠点区分ごとの計算書類の積み上げであ

るため、必要に応じて拠点区分ごとの計算書類について確認の対象となることの説

明と議論がなされました。 

構成員からは、法人の内部統制の状況によって確認書類の範囲は異なるとの意

見や非営利法人として必要となる事項を中心に監査・確認をすべきなどの意見が出

されました。 

③会計監査の実施内容における重点監査項目の設定について、構成員からは、

内部統制において経営者の誠実性が最も重要な事項であることや内部統制が確立

している場合には監査も効率化されるとの意見が述べられました。その他、会計監

査と行政監査との役割分担の整理が必要であることやガバナンスの強化は重要で

あるが目的を踏まえ費用対効果を考える必要があるなどの意見が出されました。 

 

参考）社会福祉法人の財務規律の向上に係る検討会 構成員   ※敬称略 

柴  毅 日本公認会計士協会 常務理事 

千葉 正展 
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 グループリーダー 

松原 由美 
早稲田大学人間科学学術院 准教授 

（社会保障審議会福祉部会委員） 

山田 尋志 地域密着型総合ケアセンターきたおおじ 代表 

 

社会福祉法人の財務規律の向上に係る検討会 

(※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/shingi/other-syakai.html?tid=350348 

 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syakai.html?tid=350348
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■ 福祉人材センター・バンク所長会議を開催～平成 27 年度補

正予算、平成 28 年度予算による福祉人材確保施策の運用

に向けて 
 

4月19日～20日、福祉人材センター・バンク所長会議を開催しました。国は、一億総

活躍社会の実現に向けて、平成27年度補正予算、28年度予算において、緊急対策と

して介護、保育を中心とした人材確保施策を講じていますが、本会議は、介護福祉

士・保育士等修学資金貸付事業、就職準備金貸付事業や地域医療介護総合確保基

金による介護人材確保事業等、様々な人材確保事業を担う福祉人材センターにおい

て、早期に適切な事業遂行に資することを目的に開催したものです。 

会議では、19日に、厚生労働省社会・援護局福祉基盤課福祉人材確保対策室菊

池課長補佐から介護人材確保施策について、また同省雇用均等・児童家庭局保育課

川島課長補佐から、今般の多岐にわたる人材確保施策についての説明が行われた

後、全社協・中央福祉人材センター福母所長から、福祉人材センターにおける平成28

年度事業の重点事項について説明が行われました。離職介護福祉士等届出制度の

ための業務システムの構築とスケジュール、人材確保において中高年齢者層等すそ

野を拡げていくこととそのための受け皿となる事業所の人材マネジメントにおける対応

策、高年齢者層への理解促進の重要性等について説明を行いました。 

さらに、全社協・中央福祉人材センターが平成26，27年度に実施した「中高年齢者

層の介護分野への就業促進に向けた調査研究事業」の成果物である研修資料『介護

老人福祉施設における中高年齢層の活用促進の手引き』の作成にご協力をいただい

た埼玉県川口市の社会福祉法人厚生会川口シニアセンター窪山施設長から、実際

に介護職員として高齢者を活用するにあたっての、自施設における取り組みを発表い

ただきました。 

17の介護保険施設が林立する地域にあり、平成24年頃から人材確保が困難になり

続けるなかで、未経験の高齢者を雇用することで、人材確保を行ったこと。そしてそれ

を可能とするために、介護業務について行為と所要時間を記録、身体介護業務と生

活支援業務に分類し、高齢者があたるケアアシスタント業務を設けたこと。そうした体

制を整備するために、自施設内の方法論の確立、職員の説得等、具体的なマネジメ

ントの苦労とその効果についての発表をいただきました。 

２日目は、平成27年度補正予算事業、平成28年度予算等による福祉人材確保事

業の効果的な実践をテーマに各都道府県センター・バンク所長等によるグループ討

議・情報交換を行い、各センター・バンク間の課題解決に向けた協議を行いました。 
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●研修資料『介護老人福祉施設における中高年齢層の活用促進に向けた手引き』 

平成23年頃からの雇用情勢の改善によって人材

確保難が様々な産業で進んでいます。特に、介護

分野については、高齢者人口が増えることによる介

護ニーズの増大により、人材確保難がこれまでにな

いほど深刻化しています。 

さらに、長期人口推計において生産年齢人口が

減少することが明らかであり、ますます人材確保が

厳しくなる見通しのなか、介護、保育を中心として

福祉人材確保は我が国の重要な政策課題となって

います。 

こうした状況から、介護人材確保については、こ

れまでの働き手の中心であった青年層、壮年層か

ら、時間の面、体力の面等で制約がある中高年齢

者層等にもすそ野を拡げていくことが国の方針とし

て示されています。そして、そのためには、雇用す

る介護事業所における労働条件、環境、人事労務管理面等において従来のマネジメ

ントの方法から変化が必要となります。 

こうしたことから、中央福祉人材センターでは、平成26年度、27年度の2年間で、「中

高年齢層の介護分野への就業促進に関する調査研究事業」を実施し、全国社会福

祉法人経営者協議会会員の1,135の特別養護老人ホームを対象に、中高年齢者層の

就業状況、人事労務管理面等での配慮等の実態を書面で調査するとともに、9つの社

会福祉法人にヒアリング調査を実施しました。 

この調査研究事業の成果から中高年齢者層を介護職として活用するためのノウハ

ウを整理し、全国の特別養護老人ホームの経営者・管理者に対して研修会等におい

て情報提供することを目的として、このたび、研修資料『介護老人福祉施設における

中高年齢層の活用促進に向けた手引き』(以下、「手引き」)を作成いたしました。 

本「手引き」は、中高年齢者層を介護人材として上手に活用できるためのマネジメン

トのポイントを整理し、事例とともに紹介しています。都道府県・指定都市社会福祉協

議会の皆様方には、特別養護老人ホーム等の介護保険施設の経営者、管理者等を

対象とした様々な研修会等において、本「手引き」をご活用いただき、介護施設にお

いて、中高年齢者層が介護人材として活躍することで、人材確保対策に資するものと

なることを期待するところです。 

 

 

平成 28年 3月発行 32頁  

定価本体 800円 消費税込・送料別 
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【問合せ先】 全社協・中央福祉人材センター mailto:cfj-jinzai@shakyo.or.jp 

 

 

■ 平成 28 年度第 1 回障連協セミナーを開催～障害者総合支

援法施行 3年の見直し検討と改正法案の内容理解を促進 
 

全国社会福祉協議会内に設置され、障害当事者や家族等を中心とした計 20 の関

係団体を会員とする「障害関係団体連絡協議会」（会長代行 橘 文也氏）は、4 月 15

日に「障連協セミナー」を開催しました。 

今回は、社会保障審議会障害者部会「障害者総合

支援法施行 3 年後の見直し検討報告」をもとに、その

部会長である駒村康平氏（慶應義塾大学経済学部教

授）から「今後の障害福祉施策について日本の社会保

障の視点から展望する～制度拡充の戦略～」をテー

マとする講演をいただきました。 

駒村教授からは、経済学の視点からみて今後の社

会保障・社会福祉予算の確保のためには戦略的な発想が必要との指摘があり、「障害

のある人が生活上、不条理な状態に置かれていることの社会的な理解を広げていくこ

当日の様子 

『介護老人福祉施設における中高年齢層の活用促進に向けた手引き』 

目次から 

 

１．中高年の介護職員の活用にあたっての考え方 

（１）介護現場における就労実態  

（２）中高年の介護職員の概念  

（３）中高年の介護職員を活用していくことのメリット  

（４）中高年の介護職員の活用に必要となるトータルな人材マネジメントの構築

  

２．中高年の介護職員の活用に向けたポイント  

（１）求人のポイント  

（２）採用のポイント  

（３）配置のポイント  

（４）育成のポイント  

（５）定着のポイント  

mailto:cfj-jinzai@shakyo.or.jp
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とが必要」としつつ、「一人ひとりを感動させても社会は動かせない。味方を増やし同

志と協力すること（説明力や情報共有）が必要である」と述べられました。 

また、介護保険制度との関係性については、制度の統合議論等ではなく、介護サ

ービスや介護財源について消費税増税分を含め、活用できるものは活用していく発想

としてはどうかと示唆するお話がありました。 

参加者からは「経済学者の視点がとても新鮮であったとともに、今後の社会保障の

充実のためには、その根拠となるデータをもって客観的にアプローチしていくことが必

要だと感じた」等の意見が寄せられたほか、質疑応答では、ＯＥＣＤ加盟国とわが国と

の障害の定義の差異の捉え方と社会保障費に関する質問等がありました。 

 

 

■ 社会的養護関係施設 第三者評価事業「評価調査者」継続

研修会を実施 
 

第三者評価事業の全国推進組織である全社協では、4月21～22日に社会的養護

関係施設 第三者評価事業「評価調査者」継続研修会を開催しました。 

社会的養護関係施設は、平成24年度から3か年度に1回以上の第三者評価受審と

評価結果の公表が義務づけられており、平成27年度から第2期の受審が始まっていま

す。第三者評価の受審を養育・支援、施設運営の質の向上につなげるために、評価

機関・評価調査者の更なる質の向上が求められています。 

本研修会は、平成24～26年度中に第三者評価を実施した評価調査者を対象として

開催し、24名が修了しました。平成27年2月・4月に開催した同研修会とあわせると、修

了者数は累計265名となりました。 

研修会では、第三者評価事業の動向･課題や、平成27年2月に改定された社会的

養護関係施設第三者評価基準のポイント等に関する講義とあわせて、評価手法に関

する演習を実施し、評価調査者間の情報共有と評価手法のさらなる向上を図りまし

た。 

また、｢社会的養護関係施設第三者評価事業 第1期 評価結果（平成24年度～26

年度）集計報告｣をもとに、これまで公表された評価結果の傾向を確認し、評価機関の

今後の取組課題等について検討しました。 

なお、5月23～26日には、社会的養護関係施設の新たな評価調査者の育成を目的

に、全社協にて養成研修会を開催します。 
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■ 5月 5日から「児童福祉週間」～こいのぼり掲揚式を実施 
 

本会では毎年、児童福祉週間の記念行事として「こいのぼり掲

揚式」を行っています。今年も4月25日に、全国社会福祉協議会

事務局が所在する新霞が関ビル前にて、アジア各国から来日して

いる社会福祉研修生や、新霞が関ビル内保育所の保育士・園児

の皆さんにご協力いただき、こいのぼり掲揚式を行いました。 

児童福祉週間とは、毎年5月5日の「こどもの日」から1週間のこと

で、昭和22年から、子どもの家庭や、子どもの健やかな成長につ

いて国民全体で考えることを目的に実施されています。 

すべての子どもが家庭や地域で未来の担い手として健やかに

育まれる環境・社会を築いていくことが必要です。児童福祉の理

念をいっそう広め、子ども・子育てにかかる社会的関心を喚起して

いく取り組みが求められています。 

平成28年度の児童福祉週間の標語は、 

 

「その笑顔 未来を照らす 道しるべ」（福島県・増戸 遥(ましとはるか)さん 13歳の作品）

です。 

 

今回選定された標語は、児童福祉週間の象徴として、本事業の広報・啓発ポスター

をはじめ、子どもが中心となる全国各地で実施される各種事業や行事において幅広く

活用される予定です。 

また、同日午前には厚生労働省でも「こいのぼり掲揚式」が行われました。標語の作

者である増戸さんをはじめ、とかしきなおみ厚生労働副大臣、横綱白鵬関（大相撲三

月場所優勝力士）、東京海洋大学客員教授のさかなクン、東京都民生委員・児童委

員のキャラクターであるミンジー、そして文京区内の保育園児らが、青空高くこいのぼり

を揚げました。本会からは、髙井康行副会長が参加しました。 

 

平成28年度「児童福祉週間」の標語は、下記URLよりご覧いただけます。 

http://www.shakyo.or.jp/news/20160415_child.html 

 

 

 

 

こいのぼり掲揚式に 

参加された皆さま 

(※クリックすると全社協ホームページにジャンプします) 

http://www.shakyo.or.jp/news/20160415_child.html
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■ 5月 12日は「民生委員・児童委員の日」～各地で多様な取り

組みを実施 
 

全国民生委員児童委員連合会（全民児連）では、毎年5月12日

を「民生委員・児童委員の日」と定めています。また、この日からの

1週間（～5月18日）を「活動強化週間」としており、民生委員・児童

委員の存在やその活動を広く住民にPRするべく、全国各地の民児

協においてさまざまな取り組みが展開されます。  

5月12日が「民生委員・児童委員の日」とされるのは、民生委

員制度の源とされる岡山県の済世顧問制度設置規程が大正6

年のこの日に公布されたことに由来するもので、来年（平成29

年）には民生委員制度は創設100周年を迎えます。 

民生委員・児童委員は、地域でさまざまな課題を抱えた住民の皆

様に対する最も身近な相談相手として活動していますが、その存在

や活動の実際については地域住民に必ずしも十分に理解されてい

るとはいえません。それだけに、こうした機会をとらえ、広く関係者の

協力も得て、多くの人々に民生委員・児童委員制度を周知し

ていくことが期待されます。 

今年度は、とくに5月15日(日)を全国一斉取り組み日として

おり、各地において、民生委員・児童委員によるパレードや

街頭でのPR活動、地域の全戸訪問活動など、さまざまな取り組みが行われる予定で

す。ぜひ、この機会に民生委員・児童委員を身近に感じていただき、活動へのご理解

とご協力をお願いします。  

 

詳しくは、下記の全国民生委員児童委員連合会 ホームページをご覧ください。  

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

 

 

 

 

 

 

 

民生委員・児童委員用 

100周年記念マーク 

民生委員制度創設 100周年 

応援マークができました！ 

(※クリックすると全国民生委員児童委員連合会ホームページにジャンプします) 

http://www2.shakyo.or.jp/zenminjiren/news/2016/minseiiin_jidoiin_days.html
http://www2.shakyo.or.jp/zenminjiren/news/2016/minseiiin_jidoiin_days.html
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■ ６団体に約 3,600万円の助成を決定 

ネパール地震災害福祉活動支援募金助成審査委員会 
 

中央共同募金会と全社協が共同で取

り組んでいる「ネパール地震災害福祉活

動支援募金」にかかる第 2回助成審査委

員会（中央共同募金会設置、委員長:菊

池繁信全国社会福祉法人経営者協議会

副会長）が 3月 29日に開催され、福祉関

係者から寄せられた約 4,500万円の募金

の助成先について協議を行い、6 団体に

3,590 万 4 千円を助成することを決定しま

した。 

この募金の助成先については、第 1 回

委員会での協議をもとに約 500 の民間団

体を対象に募集したものですが、ネパー

ルでの海外 NGO の一定規模以上の活

動については、ネパール政府社会福祉

評議会（SWC）と一般協定書が締結され

ていること、事業ごとに交わされる合意書

の取得が可能であることが求められるな

ど、活動するための条件が厳しいこともあ

り、応募は 8団体でした。 

審査委員会では、こうした条件や事業内容について審査し、6 団体を助成対象とし

て決定しました。なお、助成先の団体との間で書面を取り交わし 5 月頃を目途に助成

金の送金を行うこと、年度末にはモニタリングを行い、進捗状況を把握することなどが

決定されました。 

助成決定先団体と主な事業内容 

 

助成決定先 主な事業内容 

特定非営利活動法人 

ピースウィンズ・ジャパン 

耐震技術普及研修事業 

・被災者を対象とした耐震技術普及研修の実施 

日本の NGOによる緊急支援活動のようす 

（緊急物資配布） 

日本の NGOにより建設された 

仮設教室で学ぶ子供たち 
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・住民の防災意識の向上 

特定非営利活動法人 

チャイルド・ファンド・ジャパン 

学校修復およびトイレ修復 

・子どもたちが安心・安全に学ぶための学校施設修復 

・地域の衛生確保のための一般家庭のトイレの建設・修復 

特定非営利活動法人 

SEEDS Asia 

村開発委員会における防災対応力強化支援 

・災害の教訓を継承するための防災訓練の実施 

特定非営利活動法人 

グッドネイバーズ・ジャパン 

ハルハレ小中学校の再建 

・破損した学校教室の再建を通した教育環境の回復 

特定非営利活動法人 

ラブグリーン・ジャパン 

生活基盤整備と女性グループを通じた地域の活性化 

・生活環境基盤（灌漑設備・飲料水）整備及び収入向上へ

の取組 

特定非営利活動法人 

シャプラニール=市民による

海外協力の会 

住宅密集地の復旧・復興支援 

・カトマンズ盆地における小規模インフラ再建の支援 

・被災者の収入向上支援 

・防災力の強化 
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■ 文部科学省、障害のある学生の修学支援に関する検討会（平成 28年度） 

（第 1回）を開催【4月 8日】 

今後の高等教育段階における障害のある学生の修学支援の在り方について検討

を行うため、「障害のある学生の修学支援に関する検討会」を開催。 

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/074/kaisai/136

9417.htm 

 

■ 第 18回社会保障審議会介護給付費分科会介護事業経営調査委員会資料 

【4月 15日】 

平成 29年 4月に予定されている消費税率引上げに伴い、介護保険サービスに 

関する消費税の取扱い等について検討を行うため、関係団体(全国社会福祉法人

経営者協議会、民間介護事業推進委員会、全国特定施設事業者協議会、日本

医師会、認知症の人と家族の会)等に対して、消費税負担の現状等についてヒアリ

ングを実施。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000121442.html 

 

■ 平成 28年熊本地震の激甚災害の指定及び雇用保険の特例について【4月 25日】 

平成 28年熊本地震による災害を激甚災害に指定する政令が決定、あわせて、激

甚災害に対処するための特別の援助等に関する法律に基づき雇用保険の特例

措置が適用。 

 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000122570.html 

 

■ 第 7回一億総活躍国民会議を開催【４月 26日】 

子育て・介護の環境整備、特に保育・介護人材の確保、成長と分配の好循環のメ

カニズムについての会議を開催 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/ichiokusoukatsuyaku/dai7/gijisidai.ht

ml 

※ 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.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/074/kaisai/1369417.htm
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/074/kaisai/1369417.htm
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000121442.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000122570.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/ichiokusoukatsuyaku/dai7/gijisidai.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/ichiokusoukatsuyaku/dai7/gijisidai.html
http://zseisaku.net/
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■ 女性の活躍促進に向けた配偶者手当の在り方に関する検討会報告書を取りまとめ 

【4月 11日】 

「『日本再興戦略』改訂 2015」（平成 27年 6月閣議決定）などを踏まえ、女性の活

躍の更なる促進に向けた配偶者手当の在り方の検討を促す。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000120636.html 

 

 臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付金の支給決定状況【4月 15日】 

厚生労働省では、平成 27年度の臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給

付金の申請受付、支給決定等の状況について、アンケート調査結果をとりまとめ、

公表。(平成 28年 2月末時点) 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000121423.html 

 

 第 170回労働政策審議会雇用均等分科会【4月 18日】 

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律等

の一部改正法の施行について。   

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000121838.html 

 

■ 平成 27年度介護従事者処遇状況等調査結果【4月 18日】 

介護従事者の処遇の状況及び介護職員処遇改善加算の影響等の評価を行うと 

ともに、次期介護報酬改定のための基礎資料を得ることを目的とした調査の結果

の公表。 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/jyujisya/16/index.html 

 

■ 「市町村・都道府県における障害者虐待の防止と対応」及び「障害者福祉施設等に

おける障害者虐待の防止と対応の手引き」の一部改訂について【4月 18日】 

障害者福祉施設従事者等による深刻な障害者虐待事案や特に女性に対する性

的虐待事案が相次いでいること等を踏まえ、「障害者福祉施設等における障害者

虐待の防止と対応の手引き」等を改訂。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shoug

aishahukushi/gyakutaiboushi/tsuuchi.html 

 

 

 

厚生労働省新着情報より 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000120636.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000121423.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000121838.html
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/jyujisya/16/index.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/gyakutaiboushi/tsuuchi.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/gyakutaiboushi/tsuuchi.html
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 第 16回社会保障審議会福祉部会 資料【4月 19日】 

改正社会福祉法の今後の検討課題等について平成 28年 4月 19日に社会保障

審議会福祉部会が開催。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000121939.html  

 

■ 地域づくりによる介護予防を推進するための手引き【4月 22日】 

平成 26年度より、都道府県と連携し、市町村が地域づくりを通じて効果的・効率

的な介護予防の取組を推進できるよう技術的支援を行う事業として実施。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo

_koureisha/yobou/index.html 

 

 「児童相談所強化プラン」の策定【4月 25日】 

児童相談所の体制と専門性について計画的に強化。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000122715.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000121939.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/yobou/index.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/yobou/index.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000122715.html
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平成 28年度 社会福祉主事資格認定通信課程 受講者募集のご案内  

       ～民間社会福祉事業職員課程・秋期コース～ 

 

全社協・中央福祉学院では、標記通信課程の平成 28 年度受講者を募集いたしま

す。 

「社会福祉主事」は、福祉事務所の現業員や査察指導員等に必要とされる任用資

格ですが、特別養護老人ホームやデイサービスセンターなど民間社会福祉事業の多

くの現場においても、職員の基礎的な資格として広く取得され、準用されています。 

標記課程は、約 40 年の実績を有する伝統ある通信課程であり、社会福祉法人や

民間企業等を含め、年間 5,500名（春・秋コース通算）の方に受講いただいています。 

また、本課程修了後、所定の相談援助業務に 2 年以上従事すると、社会福祉士通

信課程短期養成施設の入学資格を得ることができます。本学院でも社会福祉士短期

養成コースを実施していますので、主事資格取得後のさらなるキャリアアップを見据え

た継続的な学習を計画いただけます。 

本課程は、5 月 2 日より募集開始いたします。多くの方のご受講をお待ちしていま

す。 

通信課程の概要 

(1)受講期間：平成 28年 10月～平成 29年 9月（1年間） 

(2)学習内容：自宅学習によるレポート作成（16科目）、面接授業（5日間） 

(3)受講料  ：87,400円 (添削指導料、テキスト・教材費・面接授業料含む(消費税込

額))※面接授業時の交通費・宿泊費等は別途 

(4)受講資格：社会福祉法に基づく第 1種・第 2種社会福祉事業の届出をした民間

の施設・事業所、あるいは介護保険法に基づく介護保険事業者の指

定を受けた民間の施設・事業所に従事していること。  

(5)申込期間：平成 28年 5月 2日（月）～平成 28年 6月 30日（木）当日消印有効 

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/ 

(※クリックすると中央福祉学院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/
http://www.gakuin.gr.jp/
http://www.gakuin.gr.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ので、関係者への周知にご協

力くださるようお願いいたします。 

 

<新刊図書> 

●『社会福祉法改正のポイント』 

(全国社会福祉法人経営者協議会 編)  

2016年 3月 31日、「社会福祉法等の一部を改正す   

る法律」が可決成立しました。  

本書は、この法改正のうち、社会福祉法人制度改革   

に関する事項を整理しています。これからの社会福祉   

法人経営における必携の書です。 

 

【主な内容】 

・社会福祉法（平成 29年 4月 1日施行分） 

・社会福祉法改正の内容 

・改正までの議論 

・平成 27年 4月施行、平成 28年 4月施行の項目 

・厚生労働委員会（衆議院・参議院）での意見（全国社会 

福祉法人経営者協議会） 

・附帯決議（衆議院・参議院） 

(4月 27日発行 定価本体 900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=book2819&_page=_index&_page2=contents&_page3=detailbook&_sys_id=2819&_class=010101&_category=ISBN978-4-7935-1207-0 C2036
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<月刊誌> 

●特集「広がれ！認知症カフェ」 

『ふれあいケア』5月号 

 

平成 24 年に策定された「認知症施策推進５か年計

画（オレンジプラン）」において、普及がうたわれている

認知症カフェ（オレンジカフェ）。平成 27 年１月の新オ

レンジプランでは、平成 30年度からすべての市町村に

配置される認知症地域支援推進員などの企画により地

域の実情に応じて実施、と新たな目標が定められまし

た。 

このような動きのなか、認知症の方も住み慣れた地

域で暮らし続けるために、認知症カフェをさらに広げる

には何が必要でしょうか。認知症カフェの現状から課

題を捉え、各地の取り組みを紹介するとともに、これか

らの認知症カフェを考えます。 

    （4月 20日発売 定価本体 971円税別） 

 

 

 

 

●特集「平成 27年度『厚生労働省社会・援護局関係主管課長会議』から」 

『生活と福祉』4月号 

 

本号特集においては、「平成 27年度『厚生労働省社

会・援護局関係主管課長会議』から」として、去る 3月 3

日に開催された、平成 27年度「厚生労働省社会・援護

局関係主管課長会議」について、当日の取材をもとに、

社会・援護局総務課、保護課、自立推進・指導監査室、

地域福祉課、生活困窮者自立支援室の説明等の要旨

を掲載します。 

「福祉事務所だより」では、広島県福山市における生

活保護の現状と取り組みについて紹介しています。ぜ

ひご一読ください。 

（4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) 

https://www.fukushinohon.gr.jp/esp.cgi?_file=book2810&_page=_index&_page2=contents&_page3=detailbook&_sys_id=2810&_class=120101&_category=17807
https://www.fukushinohon.gr.jp/esp.cgi?_file=book2811&_page=_index&_page2=contents&_page3=detailbook&_sys_id=2811&_class=120101&_category=05595
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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、種別協議会等正副会

長、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。 


