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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 8月 15日 

日 

 

Action Report 

全 社 協 

第 79号 

Japan National Council of Social Welfare 

          （全社協 ぜんしゃきょう） 

Topics 
 

 保育の質を高める～保育 21世紀セミナー2016 
 

 乳児院における専門的な養育の知識や技術を習得～全乳協 第 60 回全国

乳児院研修会 
 

 生活困窮者自立支援制度との連携課題から社協が果たすべき役割について

協議～平成 28年度生活福祉資金貸付事業担当職員研修会 
 

 介護現場の実態と 2020年に向けた課題～全社協マスコミ懇談会 
 

 職場研修の推進・定着をはかる～職場研修担当者研修会 施設職員コース

／インストラクター養成コース 開催 
 

 ボランティア・市民活動の普及・推進に向けた意見交換～平成28年度ボランテ

ィア・市民活動の推進に関する関係省庁との懇談会 
 

 88の国と地域から 2,500人が参加、日本は 174人～SWSD2016世界会

議 
 

 ICSW 新役員体制に、NEA 新メンバー加入～ICSW 総会、北東アジア

（NEA）総会 
 

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://zseisaku.net/approach/
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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当日の様子 

■ 保育の質を高める～保育 21世紀セミナー2016 
 

全国保育協議会・全国保育士会は「保育21

世紀セミナー2016～保育の質を高める研修会

～」を8月3～4日、新横浜プリンスホテルで386

名の参加のもと開催しました。 

本セミナーは、平成27年度より施行された子

ども・子育て支援新制度や社会福祉法人制度

改革、保育を取り巻く状況への理解を深めるこ

とで、今後の保育のあり方を考えるとともに、コ

ース別のテーマ設定により、地域のニーズに対応できる保育機能の向上をはかること

等を目的としています。 

初日の全体講義では、厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課 鎭目 健太 保

育指導専門官より、保育分野の現状と取組みについて行政説明をいただきました。保

育事業運営をめぐる環境の変化を追う連続講義では、現在、改定に向けた検討が進

められている「保育所保育指針」の方向性やポイントについて、社会保障審議会児童

部会保育専門委員会 委員に就任されている関西大学人間健康学部 教授 山縣 

文治 氏に講義をいただきました。続いて、社会福祉法人制度改革について、厚生労

働省社会・援護局福祉基盤課 内野 英夫 課長補佐より、法改正の内容解説ととも

に最新の情報も合わせて、保育現場における必要な対応について解説いただきまし

た。 

2日目は、4つのコースに分かれて研修を進めました。「保育の機能を活かした「子ど

もの貧困問題」への対応」（講師：立教大学コミュニティ福祉学部教授 湯澤 直美 氏、

事例発表：けやきの木保育園 園長 平松 知子 氏）、「職員の資質向上と、それを支

える職場環境づくりについて考える」（講師：社会保険労務士 有限会社 HRM-LINKS

代表取締役 綱川 晃弘 氏）、「計画的な保育の実践～保育所保育指針の改定を踏

まえて～」（講師：大妻女子大学・同大学院兼任教授 阿部 和子 氏）、「よりよい人間

関係の構築を考える」（講師：田園調布学園大学人間福祉学部 准教授 山本 博之 

氏）のそれぞれのコースで講義やグループワーク等を通じ、保育の質のさらなる向上、

地域のニーズに対応できる保育の機能を高めるためのヒントを得る機会となりました。 
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開会式の様子 

養育・支援の取組み、工夫をテー

マとしたポスターセッション 

分科会：グループワークの様子 

 乳児院における専門的な養育の知識や技術を習得～全乳協 

第 60回全国乳児院研修会 
 

全国乳児福祉協議会（以下、「全乳協」という。）は、

7月 27～29日、鳥取県米子市において第 60 回全国

乳児院研修会を開催しました。本研修会は、概ね 3年

以上の中堅職員を対象としており、全国から 287 名の

参加がありました。 

1日目は平田 ルリ子 会長により、乳児院の現状や

課題に対応するための重点方針等の報告が行われ

たのち、遠藤 利彦 氏(東京大学大学院 教授)による

「子どもの育ちにおけるアタッチメントとは？」をテーマとした講演がありました。 

2 日目は、「乳幼児への緊急対応」、「チームによる養育力」、「里親とのパートナー

シップ」、「アセスメント力向上」というテーマで 4 つの分科会に分かれ、専門的な養育

の知識や技術等を学びました。最終日には、地元鳥取県の曹洞宗泉龍寺 住職 三

島 道秀 氏より「心の笑顔」についてお話しいただきました。 

研修会中、開催地の米子市は猛暑となりましたが、参加者は暑さを吹き飛ばすほど

活発な意見交換を行い、研修会を終えました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 生活困窮者自立支援制度との連携課題から社協が果たすべ

き役割について協議～平成 28 年度生活福祉資金貸付事業

担当職員研修会 
 

全社協民生部は、8月 1～2日、都道府県社協の生活福祉資金貸付事業担当職員

を対象に、生活福祉資金貸付事業担当職員研修会を開催しました。 
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当日の様子 

生活困窮者自立支援制度施行から 1 年が経過するなか、連携による効果もみられ

ますが、種々の課題も明らかとなってきているところです。 

本研修会では、自立相談支援事業との効果的な連携を実現するための取組みに

ついて、2 県社協と 1 市社協から報告をいただくとともに、分散会を通して都道府県社

協と市区町村社協が果たすべき役割について協議を行いました。 

そのなかでは、自立相談支援事業との連携においては、目的や目標を共有したう

えでお互いを補完し合う役割が求められていること、また社協が自ら主体的に関わっ

ていくことが必要であること等が確認されました。 

 

 

■ 介護現場の実態と 2020 年に向けた課題～全社協マスコミ懇

談会 
 

8月1日、「介護現場の実態と2020年に向けた課題」をテーマに、17名の記者等の参

加のもと、第14回全社協マスコミ懇談会を開催しました。 

平成27年度の介護をめぐる制度改革が現場実践へ及ぼしている影響や現場が直面

している課題、介護サービスの範囲や負担のあり方、地域包括ケアシステムの方向性

等について、介護事業を担う立場の方々から、実践報告を行い、質疑応答・意見交換

を行いました。 

稲山 さち子 氏(名古屋市社会

福祉協議会 千種区介護保険事業

所 管理者/主任介護支援専門員)

からは「地域の介護ニーズ、需要の

現状と課題」と題し、増加する認知

症高齢者の家族支援の変容につ

いて男性介護者・介護離職者が増

えるなかでの課題等について具体的な事例をもとに紹介いただきました。 

平野 和彦 氏(名古屋市社会福祉協議会 在宅福祉部 次長)からは、名古屋市

社会福祉協議会が実施する訪問介護事業を通じてみえてきた課題や定期巡回・随時

対応型訪問介護看護事業における福祉と医療の連携等について報告いただきまし

た。 

荒井 惠一 氏(社会福祉法人 八尾隣保館 理事長)からは、高齢者介護施設サー

ビスの現状と課題という視点から、報酬改定後や、現行の特別養護老人ホームでの職

員配置や加算システム等の運営体制への影響や制度の課題と人材確保・定着・育成

に対する自法人での取組みについてお話いただきました。 
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グループワークの様子 作成物 

報告終了後の質疑応答では、出席者から「地域密着型サービスにおける事業展開

の現状や今後の展望」、「訪問介護サービスにおける生活援助の専門性」、「現場実

践を通じて今後の制度改正へ望むことは何か」等多数の質疑があり、意見交換の機会

となりました。 

 

 

 職場研修の推進・定着をはかる～職場研修担当者研修会 

施設職員コース／インストラクター養成コース 開催 
 

中央福祉学院では、社会福祉法人・施設等における職場研修の推進・定着をはか

るため、その推進を担う担当者を対象とした「職場研修担当者研修会」を毎年開催し

ています。 

本年度は、8月3～5日に「施設職員コース」と、「職場研修担当者研修会」の講師

（予定含む)として各都道府県・指定都市社会福祉研修実施機関から推薦された方を

対象とした「インストラクター養成コース」を開催し、合計96名が受講しました。 

各コースとも、今年6月に改訂した本会出版部発行の『改訂 福祉の「職場研修」マニュ

アル』をテキストとしました。 

「施設職員コース」では、法人・施設のOJTの現状を診断し、活性化のための課題を

明確化する等、職場研修推進の方策や実施するうえでのポイントを学び、「インストラク

ター養成コース」では、講師としての心構えや役割を確認するとともに、指導の模擬演

習を行う等、指導の基本的な知識・技術を学びました。 

なお、施設職員コースは、本年度は2回の開催を予定しており(内容は第1回と同じ)、

第2回は平成29年2月12～14日に開催する予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6  

 

■ ボランティア・市民活動の普及・推進に向けた意見交換～平成

28 年度ボランティア・市民活動の推進に関する関係省庁との

懇談会 
 

「広がれボランティアの輪」連絡会議(以下、「広がれ」という。)（山崎 美貴子 会長

／神奈川県立保健福祉大学 顧問・名誉教授、上野谷 加代子 副会長／同志社大

学 教授、事務局／全国ボランティア・市民活動振興センター）では、8月1日、「ボラン

ティア・市民活動の推進に関する関係省庁との懇談会」を開催しました。 

今回は、9つの省庁（文部科学省 生涯学習政策局社会教育課、法務省 保護局更

生保護振興課、環境省 総合環境政策局環境経済課、内閣府 共助社会づくり推進

担当、内閣府 防災担当、警察庁 生活安全企画課、国土交通省 総合政策局官民

連携政策課、復興庁 ボランティア・公益的民間連携班、厚生労働省 社会・援護局地

域福祉課）と、「広がれ」構成団体(19団体 26名）のご出席を得て開催いたしました。 

今年度は、民間セクターによる、さまざまな事業やボランティア・市民活動の普及・

推進に向けた活動を各関係省庁と双方向での意見交換を行うことができ、関係省庁

においても、他省庁のボランティアに関する施策や取組みを知る貴重な機会になりま

した。 

また、例年以上に意見交換も活発に行われ、お互いの取組みについて理解を深め

ることができました。また、ボランティア活動の推進をめぐって、関係省庁の取組みを報

告いただくとともに、交流をはかることができました。今後のボランティア・市民活動のよ

り一層の普及・推進に向けて、貴重な機会となりました。 

 

 

 

■ 88の国と地域から 2,500人が参加、日本は 174人～

SWSD2016世界会議 
 

ICSW（国際社会福祉協議会）、IASSW（国際ソーシャルワーク学校連盟）、IFSW（国

際ソーシャルワーカ連盟）が合同で2年に一度開催する世界会議 “SWSD 2016”（ソー

シャルワーク、教育および社会開発に関する合同世界会議）が、6月27～30日に韓

国・ソウルで開催されました。「人間の尊厳と価値の増進｣をテーマとし、88の国と地域

から約2,500名が参加、6つの基調講演、241のシンポジウム、199のワークショップ、

774の学術セッション、320のポスター発表が行われました。日本からは144名が参加し、
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当日の様子 発表を行う髙井 康行  

国際社協 理事長 

エバ新 ICSW会長 

シンポジウムやセッション、ポスター発表などを行っています。 

国際社会福祉協議会日本国委員会は ICSW台湾、香港社会福祉協議会（HKSS）

と協力し、以下の2つのシンポジウムとワークショップにおいて日本の取組みを発信し

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

【日本国委員会の発表】 

 

 

 

■ ICSW新役員体制に、NEA新メンバー加入～ICSW総会、

北東アジア（NEA）総会 
 

SWSD会議最終日に開催されたICSW（国際社会福祉協議会）の総会は、先の選挙

で会長に選出されたスウェーデンの エバ ホルムバーグ ハーストロム女史をはじめと

する新たな役員体制で運営されました。 

会議では、新会長の所信表明に続き、2015年の事

業・財務状況の報告、2016～2020事業計画が報告・協

議されるとともに、諮問委員会、運営委員会のメンバー

の紹介が行われました。また今回の世界合同会議

テーマ 発表者 

シンポジウム 

「変容するアジアにおける災害マネジメント」 

小川 耕平 

(全社協 国際部 副部長) 

シンポジウム 

「豊かなアジアにおける社会的保護と貧困撲滅」 

常務理事 

渋谷 篤男 

(全社協 常務理事) 

ワークショップ 

「変容するアジアにおける長期ケア（介護保険）政策」 

理事長 

髙井 康行 

(全社協 副会長) 
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ICSW北東アジア地域（NEA）メンバー 

（左から：1番目：ツァイNEA副会長、5番目：ジョイス ICSW台湾会長、6番目：チャ韓国社協会長（前

NEA会長）、7番目：チュア NEA新会長（香港社協会長）、8番目：髙井国際社協日本国委員会理事

長、9番目：バッチャルーンモンゴル社会福祉協会連合会副会長） 

（SWSD2016）のフィードバック、次回ダブリン世界会議（2018年）の実施についても意

見が交わされました。 

また、ICSW総会に先立ち6月29日に開催された北東アジア地域総会（NEA総会）で

は、4年間会長を務め任期満了で退任された韓国の チャ フン ボン前会長（韓国社

協会長）に代わり、チュア ホイ ワイ 香港社協会長が新会長に就任し、副会長には台

湾の ツァイ ペイ ユン ICSW台湾事務局長、財務担当には渋谷 篤男 国際社会福

祉協議会日本国委員会常務理事が就任しました。 

また、NEAの５番目のメンバーとしてモンゴル共和国の “United Association of 

Social Welfare, Mongolia”（モンゴル社会福祉協会連合会）が正式加盟し紹介されまし

た。 

両会議には、国際社会福祉協議会日本国員会から髙井 康行 理事長、渋谷 篤

男 常務理事ほかが参加しました。 
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■ 第 11回外国人介護人材受入れの在り方に関する検討会【8月 5日】 

2017 年 4 月から東南アジア 3 ヵ国の介護福祉士の訪問介護を一定の条件のもと、

解禁することを決定。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syakai.html?tid=225506 

 

■ 保育所保育指針の改定に関する中間とりまとめ【8月 8日】 

第 8 回専門委員会において提出された「保育所保育指針の改定に関する中間とり

まとめ(案)」に修正意見がとりまとめられ確定。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000132740.html 

 

■ 平成 28年第 14回経済財政諮問会議【8月 8日】 

新内閣においても、引き続き、経済再生最優先で機動的な経済財政運営を進める

とともに、特に、規制改革など構造改革を通じて、国民生活の質を高め、供給面では、

潜在成長力や国際競争力を強化する必要がある等が確認された。 

http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2016/0808/agenda.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 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syakai.html?tid=225506
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000132740.html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2016/0808/agenda.html
http://zseisaku.net/
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■ 被保護者調査（平成 28年 5月分概数）【8月 3日】 

被保護実人員は 2,148,282 人となり、前月より 2,595 人減少。被保護世帯は

1,633,401世帯となり、前月より 1,130世帯増加。 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/hihogosya/m2016/05.html 

 

■ 平成 27年度 児童相談所での児童虐待相談対応件数（速報値）【8月 4日】 

児童相談所が 2015年度に児童虐待相談として対応した件数は 103,260件(速報値)

で、初めて 10万件を突破。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000132381.html 

 

■ 平成 27年度 厚生年金・国民年金の収支決算の概要【8月 5日】 

2015 年度の年金特別会計の収支決算を発表。年金積立金管理運用独立行政法

人(GPIF)による運用損失が響き、厚生年金で 5 年ぶり、国民年金で 7 年ぶりの赤字と

なった。 

http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12501000-Nenkinkyok

u-Soumuka/0000132570.pdf 

 

■ 社会保障費用統計【8月 5日】 

国立社会保障・人口問題研究所は 5 日、2014 年度に年金、医療、介護などに充て

られた社会保障給付費が前年度比 1.3％(1兆 3,970億円)増の 112兆 1,020億円とな

り、過去最高を更新したと発表。 

http://www.ipss.go.jp/ss-cost/j/fsss-h26/fsss_h26.asp 

 

 

厚生労働省新着情報より 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/hihogosya/m2016/05.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000132381.html
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12501000-Nenkinkyoku-Soumuka/0000132570.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12501000-Nenkinkyoku-Soumuka/0000132570.pdf
http://www.ipss.go.jp/ss-cost/j/fsss-h26/fsss_h26.asp
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■フォーラム 

「ボランティア全国フォーラム 2016」開催のお知らせ 

 

過去 24 年間にわたり開催してきた「全国ボランティアフェスティバル」は「ボランティ

ア全国フォーラム 2016」に引き継がれました。  

本フォーラムはボランティアや市民活動に対する「普及・理解」に加えて、「研究協議」

の要素に重点をおいた形で、今年度から新たにスタートします。  

 

【期 日】2016年 11月 5日(土)・6日(日) 

【会 場】国立オリンピック記念青少年総合センター 

(〒151-0052 東京都渋谷区代々木神園町 

3-1) 

【参加費】5,000円(大学生以下は、1,000円)   

       ※交流会費については、別途 5,000 円 

【定 員】700名  

       ※定員になり次第、締め切りとさせていただ  

きます。 

【締 切】2016年 9月 30日(金) 

【詳細・申込】詳細・申込についてはホームページ 

または Facebookをご覧ください。 

ホームページ(http://www.hirogare.net/)  

Facebook(https://www.facebook.com/vforum2016/)    

 

■ボランティア全国フォーラム 2017開催地募集をしています■ 

次年度地方開催に向けて、開催地の募集をしています。市町村社協（複数も可）か

らのお申し込みもお待ちしています。詳細につきましては下記までお問い合わせくだ

さい。 

【問合せ先】 

全国社会福祉協議会 全国ボランティア・市民活動振興センター 

TEL:03-3581-4656 FAX:03-3581-7858  

 

インフォメーション 

↑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.hirogare.net/
https://www.facebook.com/vforum2016/
http://www.hirogare.net/
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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。 

 

 

<月刊誌> 

●特集「人を育てる職場づくり」 

『月刊福祉』9月号 

 

福祉の現場を支える「人」。多くの専門職で構成さ

れ、それぞれの役割を遂行し、日々の利用者の生

活を支えている。働き手として持つべき基本的理念

や専門職としての倫理、組織におけるリーダーシッ

プ、利用者一人ひとりをチームで支えるためのスー

パービジョンなど、人を育てるための職場をどのよう

につくるのか考える。 

そして、福祉職場における離職の理由として、職

員の人間関係や燃えつきが上位を占めている現状

を踏まえ、感情労働の視点からどのように自分をコン

トロールしていくかを考える。 

（8月 8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) 

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/ 

https://www.fukushinohon.gr.jp/
https://www.fukushinohon.gr.jp/esp.cgi?_file=book2840&_page=_index&_page2=contents&_page3=detailbook&_sys_id=2840&_class=120101&_category=03359
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/
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●特集「地域に根ざした保育所をめざして」 

『保育の友』9月号 

 

平成 27年 2月に社会保障審議会福祉部会で、

社会福祉法人の制度改革についての報告書がまと

まり、その後法改正に向けた審議が続けられ、平成

28年 3月 31日に「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。社会福祉をとりまく環境

が大きく変化するなか、社会福祉法人制度の整備

およびガバナンスの強化、事業運営の透明性の向

上や、地域における公益的な活動の推進などが今

後求められてきます。 

そこで、これまでの審議の経過や法律の内容に

ついて理解を深めるとともに、保育所等がどのように

地域貢献活動に取り組んでいくべきなのか。これま

での実践を踏まえ、更なる充実に向けた取組みの方

向性について考えてみました。 

（8月 8日発売 定価本体 581円税別） 

 

【問合せ先：出版部 ℡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) 

 
 

 
 

https://www.fukushinohon.gr.jp/esp.cgi?_file=book2839&_page=_index&_page2=contents&_page3=detailbook&_sys_id=2839&_class=120101&_category=08039

