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Topics 
 年頭にあたり 全社協会長 斎藤 十朗 
 

 平成 29年度予算政府案 12月 22日閣議決定～厚労省予算 1.2％増 30兆 6,873億円 
 

●地域共生社会構築、生活困窮者自立支援法関連等 

●子ども・子育て支援新制度に総額 2兆 4,487億円が確保－前年度比 8.4％増 

●社会的養護の推進に 1,456億円 

●障害福祉サービス提供体制の基盤等整備ー1兆 2,656億円、9.5％増 

●医療・介護制度改革の着実な推進を図る 

●福祉人材確保関係 
 

 平成 30 年度以降の社会保障・福祉制度改革に向けた取組み等を確認～政策委員会幹事会（第 5

回） 
 

 「我が事・丸ごと」の地域づくりを推進する体制づくりを～厚生労働省が「地域力強化検討会中間とりまとめ」

を公表 
 

 平成 29年 4月に向け、都道府県・指定都市社協 法人制度改革担当部・課長会議を開催 
 

 子ども・子育て支援新制度施行後の事業運営上の課題や、社会福祉法人制度改革への対応について、

認識を共有～全国保育組織正副会長等会議 
 

 社会的養護施設における人材育成のあり方や施設機能の向上等を学ぶ～社会的養護を担う児童福祉

施設長研修会（東京） 
 

 社協ボランティア・市民活動センターの原点を学びこれからの課題に取組む～社協ボランティア・市民活動セ

ンター職員研究セミナー 
 

 ホームヘルプサービスの質の向上をめざす～ホームヘルプの質を高める研修会 

 

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 
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■ 年頭にあたり 全社協会長 斎藤 十朗 

 

平成29年の新春を迎え、謹んでお慶び申しあげます。 

また、皆さまには、本会における取組みに多大なるご尽力を賜り、厚く御礼申しあげ

ます。 

 

本年は、高齢、障害、子ども・家庭福祉、生活困窮等の分野において、新制度の施

行や制度見直し等が進められる年であります。 

なかでも、本年4月に施行される改正社会福祉法への対応を完遂するとともに、生

活困窮者自立支援制度の一層の普及・定着を図り、平成30年度の制度見直しに向け

た対応を行っていく必要があります。 

また、一億総活躍ブランに盛り込まれた地域共生社会の動向を見据え、社会福祉

協議会はその実現のため地域での取り組みの中心的な核となっていかなければなり

ません。 

そして最後に高齢者、障害者分野において、それぞれ報酬改定等が進められま

す。また、民生委員制度創設100周年という大きな節目を迎えます。 

 

私たち福祉関係者はこれら社会保障・福祉制度改革の中核を担っていく立場にあり

ます。本年においても、これらの取組みをさらに前進させていく必要があり、引き続き、

ご理解とご協力をお願い申しあげるしだいであります。 

 

本年の干支は酉年です。とくに鶏は「時を告げる」と言われています。十二支の中で

唯一羽根を持ち、羽ばたく動物です。我われ役職員は福祉の世界のなかにあって、

常に新しく時を知らせ、イニシアチブをとっていくという強い志を持ち、「ともに生きる豊

かな福祉社会」を目指してまいる所存であります。 

倍旧のご支援、ご協力を賜りますようお願い申しあげ、年頭のご挨拶とさせていただ

きます。 
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■ 平成 29 年度予算政府案 12 月 22 日閣議決定～厚労省

予算 1.2％増 30兆 6,873億円 

 

政府は、12 月 22 日（木）の閣議において、平成 29 年度予算案を決定しました。 

 

1．平成 29年度予算案 97兆 4,547億円 

   （単位：億円） 

  28 年度予算 

（当初） 
29 年度予算 

  

  28’→29’ 

（歳 入）       

税収 576,040 577,120 1,080 

その他収入 46,858 53,729 6,871 

公債金 344,320 343,698 △ 622 

 うち 4 条公債（建設公債） 60,500 60,970 470 

 うち特例公債（赤字公債） 283,820 282,728 △ 1,092 

計 967,218 974,547 7,329 

（歳 出）       

国債費 236,121 235,285 △ 836 

一般歳出 578,286 583,591 5,305 

地方交付税交付金等 152,811 155,671 2,860 

計 967,218 974,547 7,329 

予算案における一般会計の総額は 97 兆 4,547 億円となり、平成 28 年度当初予算

を 0.8％、7,329 億円上回り、過去最大となりました。 

歳入は税収が 57 兆 7,120 億円（平成 28 年度当初予算比 0.2％、1,080 億円増）と、

8 年連続の増収、また、新規国債発行費は 34 兆 3,698 億円（同 0.2％、622 億円減）

と 7 年連続の削減となりました。 

一般歳出は 58 兆 3,591 億円（同 0.9％、5,305 億円増）にとどめ、また、「経済・財政

再生計画」2 年目であり、高齢化による社会保障費の自然増は 1,400 億円圧縮され、

5,000 億円増と抑制されました。 
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【参照：平成 29 年度予算政府案】 

http://www.mof.go.jp/budget/budger_workflow/budget/fy2017/index.htm 

 

 

2．平成 29年度 厚生労働省予算案(一般会計)30兆 6,873億円 

厚生労働省の一般会計は、一億総活躍社会の実現のため、新三本の矢、働き方改

革等が重点事項として折り込まれ、平成 28 年度（30 兆 3,110 億円）比で 1.2％増の 30

兆 6,873 億円となりました。 

  

     （単位：億円） 

  区  分 

28 年度 

予算額 

(A) 

29 年度 

予算額 

(B) 

増△減 額 

(C) 

((B)-(A)) 

増△減 率 

(C)／(A) 

  一般会計 303,110 306,873 3,763 1.2% 

  社会保障関係費 298,631 302,483 3,852 1.3% 

  その他の経費 4,478 4,390 △89 △2.0% 

社会保障関係費は、30 兆 2,483 億円で、平成 28 年度（29 兆 8,631 億円）比で

1.3％増となりました。 

また、高齢化により増大する社会保障関係費は、概算要求で 6,400 億円の自然増

を提示していましたが、高齢者の高額医療費負担上限額の引き上げ、介護保険の納

付金の総報酬割の導入等により、自然増分を 1,400 億円圧縮しています。 

3．平成 29年度 厚生労働省予算案（一般会計）社会保障関係費の内訳  

  
     （単位：億円） 

    

28 年度 

予算額 

(A) 

29 年度 

予算額 

(B) 

増△減 額 

(C) 

((B)-(A)) 

増△減 率 

(C)／(A) 

  社会保障関係費 298,631 302,483 3,852 1.3% 

   年 金 112,498 114,249 1,751 1.6% 

   医 療 115,438 117,685 2,247 1.9% 

   介 護 29,323 30,130 807 2.8% 

   福祉等 39,667 39,986 318 0.8% 

   雇 用 1,704 433 △1,271 △74.6% 

↑URL をクリックすると財務省のホームページへジャンプします。 

http://www.mof.go.jp/budget/budger_workflow/budget/fy2017/index.htm
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分野ごとでは、年金が 1.6％増の 11 兆 4,249 億円、医療が 1.9％増の 11 兆 7,685

億円、介護が 2.8％増の 3 兆 130 億円、生活保護等の福祉は 0.8％増の 3 兆 9,986

億円。医療・介護の関係費で 14.8 兆円と全体のほぼ半分を占めています。 

 

【参照：平成 29 年度厚生労働省 予算案関係】 

http://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/ 

 

 

 

 地域共生社会構築、生活困窮者自立支援法関連等 
 

1.「地域共生社会の実現」に向けた「我が事・丸ごと」の地域づくりの強化に向

けた取組の推進に 20億円を計上 
 

「ニッポン一億総活躍プラン」（平成 28 年 6 月 2 日閣議決定）において、2020～

2025 年を目途に、住民の身近な圏域で住民主体による地域課題の解決力を強化す

る体制と、市町村における総合的な相談支援体制を構築する取組を全国展開する方

針が打ち出されています。その実現に向けて、厚生労働省では地域力強化検討会を

設置して議論を続けており、平成 29 年度予算において、「我が事・丸ごと」の地域づく

りの強化に向けた取組の推進として、「地域力強化事業（仮称）」が創設されています。 

この事業は、住民の身近な圏域において、住民が主体的に地域課題を把握し、解

決を試みることができる体制を構築することを支援するための事業である「地域力強化

推進事業」と、複合化・複雑化した課題に的確に対応するために、制度ごとの相談支

援機関を総合的にコーディネートする相談支援包括化推進員を配置し、チームとして

包括的・総合的な相談体制を構築する事業である「多機関の協働による包括的支援

体制構築事業」の２つの事業で構成されています。 

この事業の実施主体は市町村で補助率は 3/4 となっています。100 か所程度の実

施を想定しており、予算は総額で 20 億円となっています。市町村は、2 事業を同時に

実施することも、それぞれ個別に行うことも可能とされています。 

 

2．生活困窮者自立支援法関連は前年度同額の 400億円 

平成 29 年度、実施 3 年目の生活困窮者自立支援法に係る必須事業である自立相

談支援事業、住居確保給付金、被保護者就労支援事業では 218 億円、任意事業で

ある就労準備支援事業、被保護者就労準備支援事業、一時生活支援事業、家計相

↑URL をクリックすると厚労省のホームページへジャンプします。 

http://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/
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談支援事業、子どもの学習支援事業、その他の生活困窮者の自立促進事業では 183

億円で総額 400 億円となっており、合計額については前年度と同額になっています。 

新規事項として、就労準備支援事業に障害者等への就労支援の知見をもつ支援

員（福祉職）を配置することにより効果的支援の充実を図る取組や、子どもの貧困対策

の観点からの教育機関との連携強化を図る子どもの学習支援の推進、居住支援の取

組強化が盛り込まれています。 

平成 29 年度においては、実施 2 年間の適切な評価とともに、必須・任意事業の一

層の拡充を図ることが、必要とされています。 

 

3．熊本地震の被災者に対する見守り・相談支援の推進に 7.5億円 

昨年 4 月に発生した熊本地震の被災者の避難生活の長期化や、仮設住宅への転

居等により生活環境に大きな変化が生じています。そのようななかで被災者が安心し

た日常生活を営むことができるよう、孤立防止の取組や日常生活上の相談支援、生活

支援、住民同士の交流機会の提供等を行うための、地域支え合いセンターや生活相

談支援員の設置等、総合的な支援体制を構築する「熊本地震の被災者に対する見守

り・相談支援等事業」について、平成 28 年度 2 次補正予算で 4.3 億円が計上され、29

年度も引き続き 7.5 億円の予算が確保されます。 

 

 

 子ども・子育て支援新制度に総額 2兆 4,487億円が確保－

前年度比 8.4％増 

1．子どものための教育・保育給付 7,928億円 

子ども・子育て支援新制度の実施（社会保障の充実分含む）には、総額で 2 兆

4,487 億円が確保され、前年度に比して 8.4％の増となりました。 

このうち、子どものための教育・保育給付は、7,928 億円（28 年度は 6,500 億円）に

拡充され、保育士の待遇改善や幼児教育の段階的無償化等が、以下のとおり盛り込

まれました。 

・子どものための教育・保育給付【拡充】 

≪主な充実の内容≫ 

◇保育士等の待遇改善 

▶ 平成 28 年人事院勧告に伴う国家公務員の給与改定の内容に準じた保育士等

の待遇改善（保育士平均＋1.3％）を平成 29 年度の公定価格にも反映する。 

▶ 民間保育所等に勤務する全ての職員を対象とした 2％（月額 6 千円程度）の処
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遇改善に加えて、 

▶ キャリアアップの仕組みを構築し、経験年数が概ね７年以上で、技能・経験を積

んだ中堅職員に対して、月額 4 万円（園長及び主任保育士等を除く職員全体

の概ね 1／3 を対象）経験年数が概ね 3 年以上で、技能・経験を積んだ職員に

対して、月額 5 千円の追加的な処遇改善を実施する。 
 

◇幼児教育の段階的無償化等 

▶ 市町村民税非課税世帯について、第 2 子の保育料を無償化する。 

▶ 年収 360 万円未満のひとり親世帯等について、第 1 子の保育料を市町村民税 

非課税世帯並みに軽減する。 

▶ 1 号認定子どもについて、年収約 360 万円未満相当世帯の保育料を軽減す 

る。 

子ども・子育て支援新制度における「量的拡充」及び「質の向上」部分に着目すると、

6,942 億円が計上され、前年度から 1,004 億円の増となっています。 

 

子ども・子育て支援における量及び質の充実   （単位：億円）   

事  項 
平成 29 年度 平成 28 年度 

公費 国費 公費 国費 
子ども・子育て支援新制度の
実施 

6,526 2,985 5,593 2,519 

社会的養護の充実 416 208 345 173 
合  計 6,942 3,193 5,938 2,692 

 

2．保育士等給与改善の実現へ 1,100億円 

「量的拡充」と「質の改善」における「職員給与の改善」は、新制度施行時に「まずは

3%」とされたものが「5%」まで改善が実現し、さらに人事院勧告に伴う改善（1.3%）及び

キャリアアップの仕組みの導入による処遇改善が図られます。 

保育士等の技能・経験に着目したキャリアアップの仕組みは、「ニッポン一億総活躍

プラン」（平成 28 年 6 月 2 日閣議決定）において、「キャリアアップの仕組みを構築し、

保育士としての技能・経験を積んだ職員について、現在 4 万円程度とされる全産業の

女性労働者との賃金差が解消するよう、追加的な処遇改善を行う」と記載されていた

事項の具体が整理されたものです。 

示されたキャリアアップの仕組み・処遇改善のイメージでは、次の枠内に概ねの要

件等を示しています。 

 

○ 研修による技能の習得により、キャリアアップができる仕組みを構築 

○ 8 分野*から成るキャリアアップ研修を創設 
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*①乳児保育 ②幼児教育 ③障害児保育 ④食育・アレルギー ⑤保健衛 

生・安全対策 ⑥保護者支援・子育て支援 ⑦保育実践 ⑧マネジメント 

○ 園長・主任保育士・保育士という階層に加えて、新たに 

①副主任保育士 

【要件】ア 経験年数概ね 7 年以上 イ 職務分野別リーダーを経験 

ウ マネジメント＋3 つ以上の分野の研修を修了 エ 副主任保育士とし 

ての発令 

②専門リーダー 

【要件】ア 経験年数概ね 7 年以上 イ 職務分野別リーダーを経験 

ウ 4 つ以上の分野の研修を修了 エ 専門リーダーとしての発令 

①・②は月額 4 万円の処遇改善：園長・主任保育士を除く保育士等全 

体の概ね 1／3 が対象となることを想定 

 及び 

③職務分野別リーダー（月額 5 千円の処遇改善）を創設 

 

また、これに関する留意事項は以下枠内のとおりです。 

留意事項 

○ 経験年数に係る要件については「概ね」であり、各保育園等における職員の状

況を踏まえ決めることができる。 

○ 研修に係る要件については、平成 29 年度は当該要件を課さず、平成 30 年度

以降は、職員の研修の受講状況等を踏まえ、決定。 

○ 月額 4 万円の配分については、保育園等の判断で、技能・経験を有するその他

の職員（園長を除く）に配分することができる。ただし、月額 4 万円の対象者を一

定数確保。 

○ 技能・経験を有する保育士等に対する処遇改善については、職務手当を含む

月給により実施。 

保育士等のキャリアアップの仕組み・処遇改善のイメージ、キャリアアップの仕組み

導入後の職制階層（イメージ）については、以下、厚生労働省ホームページに掲載さ

れています。 

○保育士等の処遇改善案（PDF） 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/hoiku/index.html 

 

 

↑URL をクリックすると厚労省のホームページへジャンプします。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/hoiku/index.html
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なお、本件に係る所要額約 1,100 億円(公費)については、上記 URL 上にある資料

の中で、「※幼稚園、認定こども園等のほか、児童養護施設等や放課後児童クラブの

職員への処遇改善を含む。」とあり、保育所以外の事業類型についても対象となる仕

組みであることが示されています。 

 

3．保育対策総合支援事業等の拡充 

このほか、待機児童解消加速化プランに基づき、自治体の待機児童解消に向けた

取組を支援する「保育対策総合支援事業」では、以下の新規事業・対象事業の拡充

が行われます。 

【新規】 

保育園等における業務集約化推進事業、保育人材就職支援事業、都市部におけ

る保育園への賃借料支援事業、保育利用支援事業（入園予約制）、医療的ケア児

保育支援モデル事業、保育園等の事故防止の取組強化事業、保育施設・事業の

届出に伴うICT化推進事業 
 
 
 
【拡充】 

保育士・保育園支援センター設置運営事業、保育士宿舎借り上げ支援事業、民有 

地マッチング事業 

 

 主な新規事業及び対象事業の拡充の具体的内容は、以下のとおりです。 

保育士宿舎借り上げ支援事業 拡充 
 
【目的】 

保育士の就業継続支援として、保育士の宿舎を借り上げるための費用の全部又は

一部を支援することによって、保育士が働きやすい環境を整備することを目的とす

る。 
 
【実施主体】 

待機児童解消加速化プランに参加する市町村（特別区を含む） 
 
【要求（拡充）内容】 

対象となる保育士について、採用された日から起算して 5 年以内の者という要件を

設けていたが、この要件を緩和し、採用から 10 年以内の者まで事業の対象者を拡

大する。 
 
【補助率】 

国 1／2 市町村（特別区含む）1／2 
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※保育園等の設置者が実施する場合は国 1／2、市町村 1／4、保育園等の設置者

1／4 
 
【補助単価】 

1 人当たり月額 82,000 円（上限） 
 
 
 
 

保育環境改善等事業 拡充 
 
【事業概要】 

保育園において、障害児を受け入れるために必要な改修等、病児保育（体調不良

時対応型）を実施するために必要な設備の整備等に必要な経費の一部を助成す

る。 
 
【実施主体】 

都道府県、市区町村 
 
【拡充内容】 

保育環境改善等事業を拡充し、一時預かりの継続利用を実施するために必要な改

修費及び放課後児童クラブにおける乳幼児の受入れに必要な設備等に要する費

用を補助対象にする。 
 
【補助率】 

国 1／2 市区町村 1／2 

※一時預かり事業の継続利用及び放課後児童クラブにおける乳幼児の受入れの

改修費・設備等の場合 
 
【補助額】 

1 施設当たり 32,000 千円 
 
 
 
 

サテライト型小規模保育事業の創設 新規 
 
○ 小規模保育事業など、3 歳未満の子どもの受け皿拡大を進める一方、当該子ど

もの 3 歳到達時における保育園等への接続が課題となっている。 

○ このため、「サテライト型小規模保育事業」を創設し、保育園等において 3 歳児

以降の子どもの受入れを重点的に行い、小規模保育事業所等と積極的に接続を

行った場合に要する費用の一部を補助する。 

【実施主体】 

市区町村【補助率】国 1／2 市町村 1／2【補助額】1 カ所当たり 4,312 千円 
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保育利用支援事業（予約制） 新規 
 
【事業内容】 

0 歳児期間に育児休業を取得した場合、職場復帰に向け、保育園に入園できるか

どうかの不安を解消するため、 

① 育児休業明けから保育園に入園する翌 4 月までの間における一時預かりや

ファミリー・サポート・センターなどの代替サービスの利用料を支援 

② 当該保育園が予約制を導入するために必要な保育、予約児童が入園するま

での間の保護者からの相談、自治体との連絡調整等に対応するための職員 1

人分の人件費を加算 

【実施主体】 

市町村【補助率】国 1／2 市町村 1／2 

 
 
 
 
 

医療的ケア児保育支援モデル事業 新規 
 
【事業内容】 

医療的ケア児について、その保護者や児童が保育園利用を希望される場合に、受

け入れることができる保育園の体制の整備を行う。 

医療的ケア児…人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を営むた

めに医療を要する状態にある障害児。 

地方公共団体において看護師を雇い上げた際の費用を補助し、医療的ケア児

の受入れを行う保育園等に必要に応じて看護師を派遣する。 

あわせて、医療的ケア児を受け入れるに当たって以下の取組を実施。 

・ 保育士のたん吸引等を実施するための研修受講を支援する。（当該研修に係る

代替職員の配置等） 

・ 医療的ケア児受入れの際に、（研修受講済み）保育士を補助する保育士等の加

配を行う 等 
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【実施主体】 

都道府県又は市町村 
 
【補助率】 

国 1／2 都道府県・指定都市・中核市 1／2 

（市町村が実施する場合は、国 1／2 都道府県 1／4 市町村 1／4） 

 平成 29 年度予算子ども・子育て支援新制度関連の資料は、以下 URL からご覧に

なれます。 

○内閣府：平成 29 年度予算（案）の概要 

http://www.cao.go.jp/yosan/soshiki/h29/yosan_gai_h29.pdf 

○平成 29 年度厚生労働省予算案の概要 

http://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/17syokanyosan/index.html 

○平成 29 年度予算案の概要（雇用均等・児童家庭局） 

http://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/17syokanyosan/gaiyou.html 

○厚生労働省 雇用均等・児童家庭局 保育課：平成 29 年度保育対策関係予算 

（案）の概要 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123466.html 

 

 

 社会的養護の推進に 1,456億円 
 

「社会的養護の推進」として1,456億円（うち、児童入所施設措置費等が1,227億円）

となり、平成28年度予算額1,278億円に対して、178億円増の予算案となりました（児童

入所施設措置費等額は87億円増）。 

 

1.家庭養護の推進 

(1)里親支援事業（仮称）の創設【里親支援機関事業を拡充し名称変更】  

従来の里親支援機関事業を拡充・名称変更し、里親制度の普及促進による新規里

親の開拓、里親と児童とのマッチング、委託児童に係る自立支援計画策定、委託後の

相談支援等及び養子縁組に関する相談・支援を行う里親支援事業（仮称）を創設する。 

 

http://www.cao.go.jp/yosan/soshiki/h29/yosan_gai_h29.pdf
http://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/17syokanyosan/index.html
http://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/17syokanyosan/gaiyou.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123466.html


 

 13 

(2)里親手当の改善【拡充】 

 里親制度の推進を図るため、里親手当を改善する。 

2.家庭的養護の推進 

(1)児童養護施設の小規模化等の推進【拡充】 

 家庭養護が適当でない場合に、できる限り良好な家庭的環境で養育されることがで

きるよう、児童養護施設等に施設整備費や既存の建物の賃借料を助成し、グループ

ホーム、小規模グループケア等の実施を推進する。 

 

(2)児童養護施設等の生活向上のための環境改善事業の実施 

 児童養護施設の家庭的養護をさらに推進するため、小規模化等、生活環境改善を

図るための経費を補助する。 

 

3.被虐待児童などへの支援の充実 

(1)個々の子どもの状況に応じた自立支援の充実 

 ○児童自立生活援助事業（仮称）の創設【新規】 

改正児童福祉法で、22 歳の年度末までの間にある大学等就学中の者が児童

自立生活援助事業（自立援助ホーム）の対象に追加されたことを受け、20 歳到達

後から 22 歳の年度末までの間の支援のため本事業を創設する。 

 ○社会的養護自立支援事業（仮称）の創設【新規】 

大学等に就学していない自立援助ホームの入居者や児童養護施設等の入所

児童等も、同様に、原則 22 歳の年度末まで引き続き必要な支援を受けることがで

きる事業として創設する。 

 ○自立援助ホーム入居者への支援の充実【拡充・新規】 

自立援助ホームに入居している、障害等を有しているために就労や就学が困

難な児童や 18 歳到達により児童養護施設等に入所できない高校生で収入がな

い場合に、一般生活費を増額（児童養護施設と同額）することで、入居者の状況

に応じた運営費の充実を図る。 

また、自立援助ホーム入居者が大学等への進学に伴い退所した場合に大学進

学等自立生活支度費を支給することにより、自立支援の充実を図る。 

 

(2)産前・産後母子支援事業（仮称）の創設【新規】 

母子生活支援施設、乳児院、助産所、産科医療機関、NPO 法人等が特定妊婦や

飛び込み出産に対する支援をモデル的に実施し、具体的な仕組みの検討に活用す

るための事業を創設する。 
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(3)児童養護施設等の職員の人材確保 

 ○民間児童養護施設職員等の処遇改善【拡充・新規】 

平成 28 年人事院勧告に伴う国家公務員の給与改定の内容に準じた職員の待

遇改善（児童指導員平均＋1.3％）を平成 29 年度も反映させる。 

さらに「ニッポン一億総活躍プラン」等を踏まえ、処遇改善を実施する。 

①全ての職員に、月額 7 千円程度（民改費の 2％）を上乗せ 

②一定の研修を修了した職員に、職階層別に 5 千円～3 万 5 千円を上乗せ 

③里親手当の改善（月額 1 万 4 千円／再掲） 

○処遇改善の取組を円滑に導入するための特別対策【新規】 

  制度の周知やシステム改修による事務の効率化等など、都道府県等の取組に要

する経費を補助する。 

○児童養護施設等の職員の資質向上、実習の推進 

児童養護施設等の職員の資質向上のための研修事業の実施、就職を希望す

る学生等への実習支援を行う経費を予算化する。 

 

(4)防犯対策の強化等【拡充】 

 非常通報装置・防犯カメラ設置や外構等の設置・修繕などの安全対策を引き続き行

う経費を予算化。次世代育成支援対策施設整備交付金の交付対象には、NPO法人

等が設置する自立援助ホームやファミリーホームを追加する。 

 

 

 障害福祉サービス提供体制の基盤等整備―1 兆 2,656 億

円 9.5％増 

1．障害福祉サービス・障害福祉人材の処遇改善の実現 

障害保健福祉部関係予算案は、予算額1兆7,486億円（対前年度比1,141億円増、

7.0％増）、そのうちの障害福祉サービス関係費（自立支援給付費＋障害児措置費・

給付費＋地域生活支援事業費）については1兆2,656億円（1,096億円増、9.5％増）と

なりました。 

障害福祉サービス関係予算に関しては、本会政策委員会ならびに障害関係種別

協議会がさらなる拡充を要望してきたところであり、結果として「良質な障害福祉サー

ビス、障害児支援の確保 1兆2,231億円（対前年度比1,072億円増）」が実現しました。    

そのうち、「障害福祉人材の処遇改善」として、臨時の報酬改定による福祉・介護職

員処遇改善加算の新たな上乗せ評価を創設し、月額平均1万円相当の処遇改善を実

施する、としています。 
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また、本会政策委員会ならびに全国身体障害者施設協議会等が要望していた、必

要なサービスの確保と質の改善を図るための環境整備とその拡充を図るため、「障害

福祉サービス提供体制の整備（社会福祉施設等施設整備費）71億円（対前年度比1

億円増）」として、就労移行支援等を行う日中活動系事業所やグループホーム等の整

備促進を図るとともに、障害児支援の拠点となる児童発達支援センター等の整備促

進、さらには関係施設・事業所の防犯体制の強化が推進されることとなりました。さら

に、長期入院精神障害者の地域移行を進める観点からグループホーム設置の一層の

推進が図られることとなりました。 

 

2．権利擁護体制整備、就労支援等の拡充 

障害者の権利擁護体制の整備に関しては、障害者虐待防止の推進関係予算（地

域生活支援事業等の内数）の確保とともに「障害児・障害者虐待防止・権利擁護に関

する人材養成の推進 14 百万円（対前年度比増減なし）」として、国が行う、各都道府

県で指導的役割を担う者の養成研修実施のための予算が継続されました。 

また、その他の関係予算として、本会政策委員会ならびに全国社会就労センター

協議会が要望した、障害者の就労における収入向上施策の拡充と、障害者就労支援

施設への官公民需拡大に向けての共同受注窓口の体制整備の着実な推進にかかる

予算確保要望については、「工賃向上等のための取組の推進（地域生活支援事業等

のうち1.1億円）」として、共同受注窓口における関係者協議体を設置し、企業と障害

者就労施設等との受発注のマッチング促進による官公需や民需の増進が図られるた

めの予算化がなされました。同様に、農業分野での障害者就労支援のため「農福連

携による障害者の就農促進」として、地域生活支援事業のうち2.0億円（0.9億円増）の

予算が盛り込まれました。 

さらに、「精神障害者の地域移行・地域定着支援の推進 2.3億円（1.8億円増）他」と

して、圏域ごとの保健・医療・福祉関係者による協働の場を通じて、都道府県等と精神

科医療機関、その他医療機関、地域援助事業者、市町村などとの重層的な連携によ

る支援体制を構築するための予算が確保されました。 

 

 

 医療・介護制度改革の着実な推進を図る 
 

医療・介護の充実として、地域包括ケアシステムの構築をめざし、地域医療介護総

合確保基金(介護分)に 724 億円、介護人材の処遇改善等に 1,196 億円、在宅医療・

介護連携や認知症施策などの地域支援事業の充実に 429 億円が計上されていま

す。 



 

16  

また、70 歳未満の高額療養費制度の改正や、介護保険の 1 号保険料の低所得者

軽減の強化など制度改革に伴う対応も行われています。 

 

 

 福祉人材確保関係 

１．「働き方改革と生産性向上」関連施策 

分野を横断しての課題である生産性向上に関連しては、以下の施策が講じられて

います。これらは、福祉施設・事業所にとっては、離職防止、採用活動の円滑化、雇用

管理の適正化につながるものと捉えることができます。 

 

(1)生産性向上に向けた労働環境の整備    （ ）内は前年度 

○ 人材育成の充実 758 億円（668 億円） 

（先進企業の好事例を活用したオーダーメイド型訓練の開発、専門実践教育訓練給

付の拡充、資格取得などを可能にする長期の離職者訓練の拡充・新設 等） 

○ 成長企業への転職や復職の支援の強化 77 億円（74 億円） 

（成長企業が転職者を受け入れて行う能力開発や賃金アップに対する助成の拡大、

企業情報の見える化の推進等） 

○ 最低賃金・賃金の引上げ等の支援の強化 100 億円（27 億円） 

（最低賃金全国加重平均 1,000 円達成に向けた中小企業の支援の拡充、人事システ

ムの改善を通じた賃金引上げの環境整備に対する助成を創設等） 

○ 労働関係助成金の見直し 2.2 億円 

（企業の生産性向上の実現を後押しする仕組みを労働関係助成金に導入、企業への

相談・支援を行う専門のアドバイザーを配置） 

 

(2)同一労働同一賃金の実現に向けた非正規雇用の待遇改善 

○ 非正規雇用労働者の正社員転換・同一労働同一賃金の実現に向けた待遇改善

の取組 608 億円（376 億円） 

（キャリアアップ助成金の拡充、同一労働同一賃金の実現に向けた待遇改善の支援

（「非正規雇用労働者待遇改善支援センター（仮称）」の設置）等） 

○ 多様で安心できる働き方の普及拡大 2.5 億円（2.4 億円） 

（ 「多様な正社員」の導入支援、シンポジウムやセミナーの開催による周知徹底等） 

 

(3)長時間労働の是正 

○ 長時間労働の是正に向けた法規制の執行強化 10 億円（5.2 億円） 

（月 80 時間超の残業が疑われる事業場に対する監督指導の強化等） 
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○ テレワークの推進 16 億円（14 億円） 

（テレワーク普及のための仕事と子育てとの両立を支援するサテライトオフィスを活用し

たモデル事業の実施等） 

 

(4)高齢者・障害者等の活躍促進 

○ 企業における高齢者の定年延長・継続雇用の促進、再就職支援の強化 72 億円

（25 億円） 

（65 歳以降の定年延長や継続雇用制度の導入を行う企業に対する支援の実施、ハ

ローワークの「生涯現役支援窓口」の増設 等） 

○ 高齢者の生きがいの充実、地域における就業機会の確保 151 億円（130 億円） 

（地域の実情に応じた高齢者の多様な就業機会の確保（「生涯現役促進地域連携事

業」の拡充）、シルバー人材センターの機能強化（「地域就業機会創出・拡大事業」の

拡大等） ） 

○ 障害者の「働く」環境の整備、治療と仕事の両立 162 億円（133 億円） 

（精神障害など多様な障害特性に応じた就労支援の推進、障害者及び企業への職場

定着支援の強化、産業保健総合支援センタ－における両立支援の推進機能強化、

ハローワークとがん診療連携拠点病院等との連携による就労支援の強化、不妊専門

相談センターの機能強化等） 

 

2．保育、介護人材の処遇改善 

福祉人材確保施策としては、保育、介護人材の処遇改善がさらに行われることや、

平成 27 年度に創設された地域医療介護総合確保基金が継続されるほか、様々な施

策が以下のとおりに講じられています。(一部再掲) 

 

(1)保育士の処遇改善 

○保育士等（民間）の処遇改善 29 年度所要額(国費)：544 億円 

保育園等に勤務する全ての職員…2％（月額 6 千円程度）の処遇改善 

技能・経験を積んだ保育士等…以下の追加的な処遇改善を実施。 

 ・経験年数が概ね 7 年以上で、研修を経た中堅職員に対して、月額 4 万円 

（園長及び主任保育士を除く職員全体の概ね 1／3 を対象） 

・経験年数が概ね 3 年以上で、研修を経た職員に対して、月額 5 千円 

※児童養護施設等の職員、放課後児童クラブ支援員についても、それぞれの業務

等に相応の処遇改善を実施。民間の児童養護施設職員等について 2％の処遇改

善に加え、虐待や障害等のある子どもへの夜間を含む業務内容を評価した処遇

改善を行うとともに、職務分野別のリーダー的業務内容や支援部門を統括する業
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務内容を評価した処遇改善を実施。 

  放課後児童クラブの支援員については、勤続年数や研修実績等に応じた放課後

児童支援員の処遇改善を実施。 

(2)介護人材・障害福祉人材の処遇改善 

◯ 臨時に介護報酬改定を行い、介護職員処遇改善加算について、介護職員の経験、

資格又は評価に応じた昇給の仕組み（キャリアアップの仕組み）を構築した事業者に

対し、新たな上乗せ評価を行う加算を創設。⇒ 月額平均 1 万円相当の処遇改善 

◯ 障害福祉人材についても、同様の処遇改善を実施。 

 

3．処遇改善以外の保育、介護人材確保施策 

処遇改善のほか、以下に抜粋するもの等の施策が講じられます。(一部再掲) 

 

○保育人材確保のための総合的な対策【一部新規】   209 億円（210 億円） 

保育士の宿舎を借り上げるための費用を支援する「保育士宿舎借り上げ支援事業」

について、その対象要件（保育園等に採用されてから 5 年間）を見直し、対象者を拡

大。 

また、人材情報サイトの開設による求人情報の提供、就職希望者向けの保育園等

の見学会の開催など、新卒の人材確保や潜在保育士の再就職支援、就業継続支援

の取組を行う市町村を積極的に支援。 

さらに、保育関連事業主による「魅力ある職場づくり」のための雇用管理改善の取組

について、助成金の拡充を行うとともに、全国の主要なハローワークに設置された「福

祉人材コーナー」を拡充しつつ、就職支援の取組みを強化。 

 

○地域医療介護総合確保基金による医療・介護提供体制改革（社会保障の充実）  

1,085 億円（1,085 億円） 

・介護従事者の確保に関する事業 60 億円（60 億円） 

多様な人材の参入促進、資質の向上、労働環境・処遇の改善の観点から、介護従

事者の確保対策を推進。 

 

・介護離職防止のための相談機能の強化 【新規】 30 百万円 

介護する家族等への相談支援の強化を図るため、地域の相談ニーズに関する診断

や、ニーズを踏まえた相談支援の企画の手法をまとめ、市町村が地域の実情を踏まえ

た相談支援を実施できるよう支援。 
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・介護人材の機能の明確化やキャリアアップの推進に向けたモデル的な取組の実施  

【新規】 50 百万円 

多様な人材の活用と人材育成を図るため、介護事業所における介護職員間の業務

分担の推進や、介護福祉士の専門性を高めるための研修プログラムの策定に向けた

モデル事業を実施。 

 

4．その他の労働関係施策 

「働き方改革・生産性向上」関連で紹介した以外の労働関係施策について、以下に

抜粋する。これらについても、福祉施設における採用、離職防止、雇用管理改善に活

用できます。 

 

○多様で安心できる働き方の普及拡大 7.5 億円（7.3 億円） 

女性の活躍促進や育児や介護との両立にも資する多様な正社員制度の導入など

人事制度の見直しを促進するための支援を強化。 

短時間正社員制度の導入・定着支援のため、マニュアルの活用、セミナーの開催

等により、導入手順や運用方法等の情報提供を行う。また、人材確保・定着が課題と

なっている業種等を対象とした導入支援セミナーの開催、導入支援コンサルティング

の実施、モデル事例の普及。 

多様な正社員の導入や非正規雇用労働者の正社員転換について、モデル就業規

則の作成、企業に対するコンサルティング、好事例の収集、専用 HP による周知・啓

発、企業向けセミナーなどを実施。 

 

○パートタイム労働対策の推進 7.1 億円（6.9 億円） 

パートタイム労働者の均等・均衡待遇の確保等を推進するとともに、正社員転換推

進の措置を徹底するため、パートタイム労働法の周知・指導等により、 「働き方改革」

の推進などを通じた労働環境の整備・生産性の向上。 

 

○雇用管理改善による「魅力ある職場づくり」の促進 171 億円（126 億円） 

雇用管理改善につながる制度の導入・実施を通じて従業員の職場定着に取り組む

事業主を支援する職場定着支援助成金について、保育分野における拡充等を行うと

ともに、介護、建設分野等の人材不足分野の事業主を対象として雇用管理改善に関

する相談援助・情報提供等を強化し、「魅力ある職場づくり」を推進。 
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 平成 30 年度以降の社会保障・福祉制度改革に向けた取組

み等を確認～政策委員会幹事会（第 5回） 
 

平成 28 年度第 5 回となる全社協 政策委員会 幹事会（委員長：大阪府社協 常務

理事 井手之上 優 氏）を 12 月 22 日に開催しました。 

同日に閣議決定された平成 29 年度予算案及び税制改正事項等をもとに、各分野

における政策委員会の対応と今後の重点課題等について確認しました。 

 継続検討の公益法人等課税とイコールフッティングへの対応 

社会福祉法人などの公益法人等への課税は、与党の平成 29 年度税制改正大綱

（平成 28 年 12 月 8 日決定）において、社会福祉法人制度改革の効果をよく注視する

こと、また「課税のあり方について引き続き検討を行う」とされました。 

さらに、介護分野での社会福祉法人と民間事業者のイコールフッティングについて

は、平成 30 年 7 月までの 3 年間で道筋をつけるとし、経済財政諮問会議、規制改革

推進会議等において、議論が進められています。 

このような状況等を踏まえ、政策委員会として平成 29 年 4 月からの社会福祉法人

制度改革への着実な取組みを通じた社会福祉法人の役割と意義の提示とともに、現

行社会福祉法人税制の堅持とイコールフッティングの議論への反対の表明と適切な

対応を図ることとしました。 

 介護・障害福祉人材、保育士の処遇改善の実現 

平成 29 年度予算案においては、「一億総活躍プラン」等を踏まえ、介護・障害福祉

人材と保育士の処遇改善が盛り込まれました。介護・障害福祉人材の処遇改善は、平

成 30 年度の臨時報酬改定における処遇改善加算をもって対応することとし、保育士

については経験年数や研修受講が処遇改善の要件（平成 29 年度は経過措置として

研修要件は課されない）とされます。 

今般の人材対策の諸施策が福祉現場の処遇改善に資するものとなるよう、加算の

算定要件や研修の受講機会の確保等の条件整備についての検討と必要に応じての

課題提起を図ることを確認しました。 

 

 平成 30年度以降の社会保障・福祉制度改革を見据えた取組 

諸制度改革をめぐっては、平成 30 年の介護保険制度改革、改正障害者総合支援

法の施行、生活困窮者自立支援制度や地域共生社会の実現に向けた施策などの各

種検討が国の審議会・検討会で進められており、具体的な内容と方向性が示されつ

つあります。 
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また、この間の制度改革をめぐる議論において、結論を得た事項と引き続きの検討・

検証課題とされた事項もあります。 

政策委員会では、各分野での制度改革をめぐるこの間の議論の経過、結論と引き

続の検討課題、施行段階における課題の検証等を行いながら、平成 30 年度以降の

社会保障・社会福祉制度改革を見据えた課題提起と対応を平成 29 年度事業計画に

盛り込み、取組みを進めることを確認しました。 

 

 

 「我が事・丸ごと」の地域づくりを推進する体制づくりを～厚生

労働省が「地域力強化検討会中間とりまとめ」を公表 
 

「ニッポン一億総活躍プラン」（平成 28 年 6 月 2 日閣議決定）に掲げる「地域共生

社会の実現」に向けた具体的な検討を行うため、厚生労働省が昨年 10 月に設置した

「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

（地域力強化検討会）」（座長：原田正樹 日本福祉大学教授）」において 12 月までに

4 回の議論が行われ、このほど、「地域力強化検討会中間とりまとめ～従来の福祉の

地平を超えた、次のステージへ～」が公表されました。 

中間とりまとめでは、 

「1．『住民に身近な圏域』での『我が事・丸ごと』」として、他人事を「我が事」に変える

働きかけをする機能が必要であり、「複合課題丸ごと」「世帯丸ごと」「とりあえず丸ごと」

受けとめる場を設けるべきと提言しています。 

「2．市町村における包括的な相談支援体制」では、協働の中核を担う機関が必要

であるとして、生活困窮者自立支援制度の自立相談支援機関や、平成 28年度から 26

自治体で行われている「多機関協働による包括的支援事業」を例示しています。 

「3．地域福祉計画等法令上の取扱い」として、「我が事・丸ごと」の体制整備や策定

の義務化、上位計画への位置づけ等といった「地域福祉計画の充実」のほか、地域福

祉の対象や考え方の進展を社会福祉法に反映すべきといった提言や、守秘義務に伴

う課題について、法制的な対応を含め検討することなどが指摘されています。 

「4．自治体の役割」として、自治体組織も、福祉部局の横断的な体制、保健所等も

含めた包括的な相談体制の構築を検討すべき 

と提言しています。 

そのうえで、こうした「我が事・丸ごと」の体制をどのように構築するかについては、自

治体により様々な方法があるとしています。また、分野ごとの柔軟な財源の活用や別

途の財源など、財源のあり方等について具体的に検討すべきとしています。 

この中間とりまとめを踏まえ、国は、次期通常国会に提出を予定している介護保険

法改正法案のなかで社会福祉法の改正を盛り込み、「我が事・丸ごと」の地域づくりを
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推進する体制づくりを市町村の役割として位置づけることとしています。 

また、中間とりまとめで示した「我が事・丸ごと」の体制の具体的な展開及び地域福

祉計画のガイドラインの見直し等について、来年夏頃までこの検討会での検討が続け

られる予定です。 

地域力強化検討会の議事録や資料、中間とりまとめの概要、本文については厚生

労働省ホームページからダウンロードして入手することができます。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syakai.html?tid=383233 

 

 

 

 

 平成 29 年 4 月に向け、都道府県・指定都市社協 法人制

度改革担当部・課長会議を開催 
 

全社協では、厚生労働省(以下、「厚労省」)における社会福祉法人制度の見直しに

かかる最新の検討状況等について説明するとともに、社協における対応上の課題の

共有や疑問点の解消を目的に、12 月 12 日に標記会議を 93 名の参加者をもって開

催しました。 

はじめに、厚労省 社会・援護

局 福祉基盤課 内野 英夫 課

長補佐による行政説明を行い、

続いて全社協総務部長、地域福

祉部長から、全社協における取

組状況を報告しました。 

また、本会議の開催にあたり事

前に提出された質問・意見は 160

件以上を数え、各質問について厚労省との確認を踏まえ、回答を行いました。その後、

厚労省 福祉基盤課 塩野 勝明 課長補佐、宮本 和也 法人経営指導係長にご出

席いただき、当日の参加者からの質疑に対応し、特定社会福祉法人の範囲基準や社

会福祉充実残額の算定のあり方等について解説いただきました。 

各県・市社協とも定款変更の手続きを目前に控え、また、特定社会福祉法人の範囲

や社会福祉充実残額の算定等にかかる社協特有の課題への対応に苦慮するなか、

現時点での厚労省の考え方や各県・市社協における対応状況について理解・情報共

有を図る場となるとともに、全社協として、今後の厚労省との協議に際し、具体的な実

情を把握する機会となりました。 

当日の様子 

↑URL をクリックすると厚生労働省のホームページへジャンプします。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syakai.html?tid=383233
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 子ども・子育て支援新制度施行後の事業運営上の課題や、社

会福祉法人制度改革への対応について、認識を共有～全国

保育組織正副会長等会議 
 

12 月 8～9 日、全国保育協議会(会長 万田 康)は、全国保育組織正副会長等会

議を 151 名の参加者を得て開催しました。 

保育・子育て支援関係者には、各種

の新規予算事業をはじめとした子ども・

子育て支援に関する制度動向の理解

とともに、社会福祉法改正によって社

会福祉法人に求められる事項につい

て考えを深め、確実に対応を進めるこ

とが不可欠となっています。 

本会議は、保育に携わる各地域の代

表者である都道府県・指定都市保育組

織（保協）の正副会長が一堂に会し、上

記の全国的な課題に対し、全保協会員それぞれの現場で求められる役割や責務につ

いて周知と対応が図られるよう、また、各地域における保育を取りまく様ざまな課題認

識を共有して保育制度全体の発展につなげることを目的として、開催されました。 

会議初日は、行政説明を 2 テーマ設けました。厚生労働省 雇用均等・児童家庭局 

保育課 小松 秀夫 課長補佐からは、「平成 29 年度保育関連予算の方向性」と題し、

また、社会・援護局 福祉基盤課 丸谷 裕 法人指導監査官からは、「社会福祉法人

制度改革について」と題した説明をいただき、参加者との質疑応答もなされました。 

その後、（1）子ども・子育て支援新制度施行 2 年目の状況を踏まえた課題への対応

や、（2）会員の社会福祉法人制度改革への対応状況と今後の周知・支援方策につい

て、各ブロックに分かれての分散会にて、詳細な協議を進めました。 

2 日目には報告の時間を設定し、各分散会の協議結果が参加者全体へ共有され、

今後の全保協組織としての活動の方向性も整理されました。 

会議の中で、万田会長は、「社会福祉法人に厳しい目が向けられている今だからこ

そ、積極的な取組みの推進、地域への発信を行うことで、我われの取組みをより深く国

民・社会・地域の皆さまに知っていただき、社会福祉法人への理解を進めることが必

須である」と、述べられました。 

 

 

 

当日の様子 
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 社会的養護施設における人材育成のあり方や施設機能の向

上等を学ぶ～社会的養護を担う児童福祉施設長研修会（東

京） 
 

12 月 1～2 日、社会的養護関係の 5 施設種別協議会（全国児童養護施設協議会、

全国乳児福祉協議会、全国母子生活支援施設協議会、全国情緒障害児短期治療施

設協議会、全国児童自立支援施設協議会）は、第 1 回目の 9 月大阪会場に続き、255

名の参加者を得て、社会的養護を担う児童福祉施設長研修会（東京）を開催しました。 

研修会では、前回のプログラムと同

様に、社会的養護施設における人材

育成のあり方や施設機能の向上など、

施設長の果たすべき役割について学

びを深めました。 

 

 

 

 

 

 

 社協ボランティア・市民活動センターの原点を学びこれからの

課題に取組む～社協ボランティア・市民活動センター職員研究

セミナー 
 

12 月 13～14 日、平成 28 年度社協ボランティア・市民活動センター職員研究セミ

ナーを 99 名の参加者を得て開催しました。 

本セミナーは、近年の地域に

おける生活課題の深刻化と広

がり、多発する災害などに対

し、ボランティア・市民活動への

期待が高まっている中、地域・

住民に最も近いセクションであ

る社協ボランティア・市民活動

センター（以下、社協 VC）として

何をしていくべきか、これまで社協 VC として積み重ねてきた歴史とその根源にある思

いを学び、これから向き合うべき課題や進むべき方向について参加者全体で考えるこ

初日全体会の様子 

研修会全体会の様子 
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とを目的として開催しました。 

初日は基調対談として、四国大学短期大学部 教授 日開野 博 氏と日本福祉大

学 教授 原田 正樹 氏を迎え、全国ボランティア活動振興センター初代所長 木谷 

宜弘 氏の思い、ボランティア活動の基本理念を再確認するとともに、これからの社協

VC の考え方等について議論しました。 

2日目は、「学校教育（教科教育）と福祉教育を結びつける」、「新しい地域支援事業

とボランティア・市民活動」「なぜ社協が災害ボランティアセンターを担うのか」をテーマ

に 3 つの分科会を設け、社協 VC として今後の取組み、実践へのヒントに資する事例

報告や意見交換が行われました。 

 

 

 ホームヘルプサービスの質の向上をめざす～ホームヘルプの質

を高める研修会 
 

全国ホームヘルパー協議会（会長 神谷 洋美）は 12 月 15～16 日に、ホームヘル

プの質を高める研修会を 69 名の参加者を得て開催しました。 

本年度は、行政説明として厚

生労働省 老健局 振興課 林 

英典 基準第一係長から、介護

保険制度の次期改正に向けた

介護保険部会の意見等、介護

保険制度の動向について説明

をいただきました。 

シンポジウムでは、「ホームヘ

ルプサービスと多職種の連携～住み慣れた地域での暮らしを支えるために」という

テーマで、東洋大学 教授 渡辺 裕美 氏をコーディネーターに迎え、利用者の在宅

生活を支える専門職の連携のあり方について考察しました。 

シンポジストの石巻市包括ケアセンター・石巻市立病院開成仮診療所 長 純一 

氏からは、石巻市における医療・介護の連携の取組みや、医師から見た今後の地域

における専門職の役割について、赤羽高齢者あんしんセンター 大森 てい子 氏か

らは、多職種連携を目指した仕組みづくりや研修等の取組みについて、金沢春日ケア

センターヘルパーステーション 鍋谷 晴子 氏からは、医療連携チームと連携した利

用者支援の事例について、それぞれ発表いただきました。 

多職種連携については、連携の仕組みづくりと、専門職それぞれが専門性を高め

ながら横のつながりをつくることの 2 点がポイントになるということが確認されました。 

2 日目は、「今、訪問介護事業所に求められる業務管理」をテーマとして、実践報告

当日の様子 
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とグループ討議を通して具体的な取組みや課題への対応について学び、講師の九州

保健福祉大学 川崎 順子先生より「業務管理においては、事業所内での意識や情

報の共有化の仕組みをつくることが重要である」というポイントの解説がありました。 

2 日間を通して参加者からは、「専門職の横のつながりをつくることの重要性を感じ

た」「グループ討議で各事業所の取組みを知ることができた」等の感想があり、ホーム

ヘルプの質を高めるための学びを深めることができました。 
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■ 第 70回社会保障審議会介護保険部会【12月 9日】 

利用者負担に関して、高所得の高齢者の自己負担を 2 割から 3 割へ引き上げる案

等を大筋で合意。2018 年 8 月からの実施を目指している。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000145513.html 

 

■ 【総務省】社会福祉充実計画の承認等に係る事務処理基準（案）パブリックコメント

開始【12月 14日】 
 

社会福祉充実残額の算定方法等の詳細やその算定に用いる係数の案について、

パブリックコメントを募集。締切は 1 月 12 日（木）。 

https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495160311&Mode=0 

 

■ 【文部科学省】給付型奨学金制度の設計について(議論のまとめ)【12月 19日】 

給付型奨学金制度の設計に関するこれまでの議論のとりまとめ。 

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/28/12/1380717.htm 

 

■ 第 1回福祉・住宅行政の連携強化のための連絡協議会【12月 22日】 

生活や住宅に配慮を要する方々の住まいの確保や生活の安定、自立の促進に係

るセーフティネット機能の強化に向けて、福祉行政と住宅行政のより一層の緊密な連

携を図るための連絡協議会。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000146734.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/shingi2/0000145513.html
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495160311&Mode=0
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/28/12/1380717.htm
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000146734.html
http://zseisaku.net/


 

28  

■ 平成 29年度厚生労働省関係税制改正について【12月 22日】 

保育の受け皿の整備等を促進するための税制上の所要の措置やサービス付き高

齢者向け住宅供給促進税制の延長等が盛り込まれた。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000146766.html 

 

 

 

■ 平成 27 年度都道府県・市区町村における障害者虐待事例への対応状況等（調

査結果）【12月 16日】 
 

障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の相談・通報件数については、平成

26 年度から 24％増加（1,746 件→2,160 件）。虐待判断件数については 9％増加（311

件→339 件）。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000145882.html 

 

■ 第 5 回生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理のための検討会【12 月

19日】 
 

横断的な観点から見た支援のあり方として、生活福祉資金や生活保護との関係、都

道府県の役割と町村部の支援のあり方、地域づくり等が議論された。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000146051.html 

 

■ 社会保障審議会介護給付費分科会 平成 29年度介護報酬改定に関する審議報

告【12月 19日】 
 

平成 29 年度介護報酬改定に関する基本的な考え方のとりまとめ。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000146261.html 

 

■ 社会保障審議会保育専門委員会 保育所保育指針の改定に関する議論のとりまと

め【12月 22日】 
 

厚生労働省新着情報より 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000146766.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000145882.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000146051.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000146261.html
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保育所保育指針の改定に関する議論のとりまとめ案が全会一致で了承され、確定

した。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000146738.html 

 

 

  

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000146738.html
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平成 28年度『認知症の人とともに暮らす地域づくりセミナー』 

「地域づくり実践への道～認知症の人とともに暮らすまち～」 

 

認知症になっても安心して尊厳をもって生活し続けられる地域社会をめざし、私た

ちは認知症の人とともにどのように地域づくりを進めたらよいのか。各地で取り組まれ

ている「認知症の人とともに暮らすまち」をめざした実践を聴き、地域全体の支援の体

制やしくみづくりにおける課題を整理し、関係者の連携や活動の方向性、展開手法等

について考えます。 

 

1. 主 催  社会福祉法人 全国社会福祉協議会 

企画・運営  『認知症の人とともに暮らす地域づくりセミナー』企画委員会 

2. 参加対象  認知症の人の支援活動の実践者、中間支援組織、当事者、行政職  

員等 

3. 日 時  平成 29 年 2 月 17 日（金）10：30～17：00 

4. 会 場  全国社会福祉協議会 会議室 

（東京都千代田区霞が関 3-3-2 新霞が関ビル 5 階） 

5. 定 員  80 名 

6. 参 加 費  3,000 円 

7. プログラム 

① 基調報告「『認知症の人とともに暮らす地域づくり』とは」 

認知症介護研究・研修東京センター 研修企画主幹 中村 考一 氏 

② 実践発表 

にっこう認知症・若年性認知症の家族の会／日光市社会福祉協議会（栃木県） 

川崎市宮前区土橋町内会 

(福)天童福祉厚生会 明幸園地域支援室（山形県） 

東村山市北部地域包括支援センター（東京都） 

③ オープンディスカッション 

認知症の人とともに暮らす地域づくりに向けた体制やしくみについて、実践発

表者と参加者が議論し、課題やポイントを整理します。 

④ ワークショップ 

事前アンケートやオープンディスカッションでの議論をもとに、地域全体の支

援体制や活動展開の手法等について参加者全員で考えます。 

インフォメーション 
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8. 申込方法 

○参加申込先  名鉄観光サービス㈱新霞が関支店 

℡.03-3595-1122 担当：波多野・山辺 

○参加申込締切 平成 29 年 2 月 3 日（金） 

○詳しくは全社協ホームページをご覧ください 

http://www.shakyo.or.jp/news/20161221_ninthisyo.html 

 

 

9. 内容に関する問合せ先 

    社会福祉法人全国社会福祉協議会 高年・障害福祉部 担当：河辺 

東京都千代田区霞が関 3-3-2 新霞が関ビル 

℡.03-3581-6502 Fax.03-3581-2428 

E-mail：z-konen@shakyo.or.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑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://www.shakyo.or.jp/news/20161221_ninthisyo.html
mailto:z-konen@shakyo.or.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。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「だから、介護の仕事を続けたい！」 

『ふれあいケア』1月号 

 

介護労働安定センターの「介護労働実態調査」に

よると、介護の仕事を選んだ理由のうち最も多いもの

は「働きがいのある仕事だと思ったから」（52.2％）で

す。介護職員が仕事にやりがいを感じ、誇りを持ち

続けていくためには、勤務中にやりがいや自己実現

を見いだせる個人の意識と、個人のやりがいを後押

しできる職場環境のいずれもが必要なのではないで

しょうか。そこで「仕事をやっていてよかった」と感じた

エピソードを紹介するとともに、「この職場でよかっ

た」と職員に感じさせる職場づくりの実践例をみなが

ら、あらためて介護の仕事の魅力を確認します。 

 

（12 月 20 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=book2864&_page=_index&_page2=contents&_page3=detailbook&_sys_id=2864&_class=120101&_category=17807
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「スーパービジョンの機能と効果～査察指導員とケースワーカー～」 

『生活と福祉』12月号 

 

本号の特集では、査察指導員の位置づけを再確

認したうえで、ケースワーカーとの関係を中心とした

査察指導員が行うスーパービジョンの機能・効果に

ついて、司会に明治学院大学の新保 美香 教授を

お迎えして座談会形式で整理しました。 

（12 月 20 日発売 定価本体 386 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) 

https://www.fukushinohon.gr.jp/esp.cgi?_file=book2865&_page=_index&_page2=contents&_page3=detailbook&_sys_id=2865&_class=120101&_category=05595

