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〒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 

2017（平成 29）年 3月 1日 

日 

 

Action Report 

全 社 協 

第 92号 

Japan National Council of Social Welfare 

          （全社協 ぜんしゃきょう） 

Topics 

 5 カ国 5名の研修生が 11 ヵ月の研修修了～第 33期アジア社会福祉従事者研修 
 

 平成 29 年度事業計画決定～福祉現場の国際交流の拡大と国際交流・支援活動会員の増加～第 3 回国際

社会福祉基金委員会 
 

 平成 30年度 社会福祉制度・予算・税制等に関する重点事項等を協議～政策委員会幹事会（第 6回） 
 

 平成29年度の社協事業・活動の方向性と経営課題を協議～都道府県・指定都市社協の経営に関する委員会 
 

 地域での包括的な支援体制の構築と事業・活動の展開を協議～都道府県・指定都市社協の経営に関する委員

会「指定都市分科会」 
 

 地域福祉施策の再編と住民主体の地域づくり、制度改革をどのように地域福祉に活かしていくか～平成 28 年度

第 2回社会福祉協議会活動全国会議 
 

 社協における住民主体の地域包括ケアの推進についての研究協議～平成 28 年度住民主体の地域包括ケア推

進セミナー 
 

 「公開ディスカッション」混合介護、第三者評価等の在り方について～規制改革推進会議 
 

 保育現場リーダーに求められる役割を考察、研鑽を積む～保育所･認定こども園リーダートップセミナー 
 

 家族支援に携わる児童福祉施設職員等の専門性の向上～ファミリーソーシャルワーク研修会 
 

 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～平成 28 年度 職場研修担当者研修会 

施設職員コース(第 2回)  

 

 教育内容の充実に向け、全国の講師が一堂に情報交換～第 2 回 介護職員実務者研修通信課程講師団会

議 
 

 環境特性分析及び中期事業計画の作成等、経営管理を学ぶ～第 41期福祉施設長専門講座 第 2回スクー

リング 
 

 認知症の人とともに暮らすまちづくりの実践を議論～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 
 
 

 

 

 

社会保障・福祉政策情報 
 

インフォメーション 

セミナ

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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■ 5カ国 5名の研修生が 11 ヵ月の研修修了～第 33期アジア

社会福祉従事者研修 

 

第33期アジア社会福祉従事者研修の研

修生、 

李恩貞(イウンジョン)さん＜韓国＞ 

廖于吟(リャオユーイン)さん＜台湾＞ 

ワリー メイヤーさん＜タイ＞ 

ワドゥ メスリ マドゥシャ ルワンティさん 

＜スリランカ＞ 

マーチャ アディワラ プラウィタさん 

＜インドネシア＞ 

の5名が2016年3月から約11か月にわたる日本での研修を終え、2月16日に修了式

を迎えました。 

修了式当日は、見学や研修などでご協力いただいた社会福祉法人・施設の関係

者、国際交流・支援活動会員の皆さま、日本語教育等の関係者に加え、台北駐日経

済文化代表処の王鴻鳴(オウコウメイ)教育部課長、駐日スリランカ大使館のウダニ グ

ナワルデナ二等書記官など60名を超える方がたにご参加いただきました。 

また、修了式記念講演では、社会福祉法人 横須賀基督教社会館 会長 阿部 

志郎先生に「国際交流活動参加の意義～国際理解・関係活動の変遷とこれから～」を

テーマにご講演いただきました。 

全社協 斎藤会長は、あいさつの中で、

「研修生が母国の福祉のリーダーとして日本

の社会福祉関係者との良きパートナーとなっ

ていただきたい」と期待を述べ、修了生一人

ひとりに修了証書を授与、記念品を贈呈しま

した。 

日本語で行われた修了生の研修報告は、

日本での福祉研修に加え、文化体験や交流

等、幅広い内容となりました。ユーモアを交えたスピーチに、会場の参加者からは笑顔

とあたたかいお祝いの拍手が贈られました。修了生は、2 月 20 日に母国に帰国しまし

た。 
 

 

左から：廖(リャオ)さん、マドゥさん、ワリーさ

ん、マーチャさん、李(イ)さん 

斎藤会長より修了証書授与 
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■ 平成 29 年度事業計画決定～福祉現場の国際交流の拡大と

国際交流・支援活動会員の増加～第3回国際社会福祉基金

委員会 

 

全国社会福祉協議会の事業運営委員

会である「国際社会福祉基金委員会」は2

月16日に第3回委員会を開催し、平成28

年度の事業進捗状況及び決算見込を報

告するとともに、「幅広い国ぐにや各種ネッ

トワーク組織等との関係づくり」「国際交

流・支援会員制度への登録会員数の増

加」「多くの福祉関係者の国際交流・支援

活動への参加促進」などを基本方針とする平成29年度事業計画と収支予算を決定し

ました。 

平成28年度事業進捗状況では、新たに創設した国際交流・

支援会員制度の会員登録状況、同日に修了式が行われる第

33期アジア社会福祉従事者研修や韓国で開催したスタディ・

ツアー、スリランカから2名の修了生を招聘したフォローアップ

研修などの成果を確認するとともに、3月に来日予定となって

いる第34期研修生（韓国・台湾・フィリピン・タイの4カ国・4名）

の招聘について確認しました。 

平成29年度事業計画に関しては、第22回日本・韓国・台湾

民間社会福祉代表者会議を12月に大阪で開催し、各国の福

祉課題にかかる取組みの共有と福祉関係者の交流をはかるこ

と、福祉関係者の訪日視察を積極的に受け入れ福祉現場で

国際交流を促進すること、国際交流・支援会員の登録者数の

増加をはかることなどが決定されました。 

平成29年度の事業計画の柱は次のとおりです。 

 

1.アジア諸国とのネットワークづくり 

（1）国際交流・情報提供活動の拡充（訪日福祉視察等の積極的な受入など） 

（2）「第22回日本・韓国・台湾民間社会福祉代表者会議」の日本での開催（12月） 

（3）スタディ・ツアーの企画・実施（アジアの国の福祉視察研修） 

委員会の様子 

↑画像をクリックする

と『「国際交流・支援活

動会員制度」会員登

録のお願い』ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄﾞ

へｼﾞｬﾝﾌﾟします。 

http://www.shakyo.or.jp/news/20161115_kokusai.pdf
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２．アジアのソーシャルワーカーの育成 

（1）アジア社会福祉従事者研修（第34期アジア社会福祉従事者研修の実施） 

（2）アジア社会福祉従事者研修修了生フォローアップ研修の実施 

３．アジアの国の福祉活動支援 

（1）修了生福祉活動支援事業の実施（修了生の母国での福祉活動の支援） 

（2）修了生地域セミナーの開催支援（修了生の自主的な研究交流セミナーの開催支

援） 

4．大規模災害時の支援・協力 

5．国際社会福祉基金の管理運営/国際社会福祉基金委員会の開催 

 

全国社会福祉協議会の実施している国際交流・支援事業の内容をお知りになりた

い方は、下記のwebサイトをご覧ください。 

http://www.shakyo.or.jp/news/20161115_kokusai.pdf 

 

 

■ 平成 30 年度 社会福祉制度・予算・税制等に関する重点事

項等を協議～政策委員会幹事会（第 6回） 

 

平成 28年度第 6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 2月 17日に開催し、地域共生社会の実現に向けた施策な

どの社会保障、福祉政策と政策課題への対応について協議しました。 

また、平成 29 年度の政策委員会 事業・活動計画の重点事項と平成 30 年度の予

算編成と制度改革に向けた社会福祉制度・予算・税制等に関する要望の重点事項等

について協議しました。 

地域共生社会については、厚生労働省が実現に向けて「当面の改革工程」（平成

29年 2月 7日）を示し、施策の具体化に向けた検討と取組みを進めています。関連し

て、平成 30 年度の制度改革に向けた介護保険法の改正や地域福祉計画策定の努

力義務化等のための社会福祉法の一部改正等については、これらの一括改正法案

である地域包括ケアシステム強化法案が、2月 7日に閣議決定と国会への提出がされ

↑URLをクリックすると『「国際交流・支援活動会員制度」会員登録のお願い』ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄﾞへｼﾞｬﾝﾌﾟします。 

http://www.shakyo.or.jp/news/20161115_kokusai.pdf


 

 5 

ました。 

厚生労働省は、地域共生社会の実現を今後の施策と制度改革の基本方針としてお

り、平成 30 年度の制度改革や予算編成については、これらを踏まえたものとなること

が見込まれます。 

政策委員会としては、平成 30 年度の介護、障害者・児、子ども・子育て、社会的養

護関係施設にかかわる諸改革や報酬改定、生活困窮者自立支援や成年後見制度等

などのセーフティネット関連事業の拡充に向けて、福祉現場の課題と実践をもとにした

具体的な提案と要望を進めることを確認しました。 

これらについては、平成 30 年度の社会福祉制度・予算・税制等に関する要望書と

して、平成 29年度の第 1回幹事会でとりまとめ、提案・要望活動を進める予定です。 

 

 

■ 平成 29 年度の社協事業・活動の方向性と経営課題を協議

～都道府県・指定都市社協の経営に関する委員会 

 

平成 28年度第 2回（第 15回）となる「都道府県・指定都市社会福祉協議会の経営

に関する委員会」（委員長：愛媛県社協 事務局長 菅野 慎二 氏）を 2月 21日に開

催しました。 

平成 29 年度に向けた取組課題と都道府県・指定都市社協の事業・活動の方向性

とともに、地域共生社会の実現に向けた社協の取組課題等の経営課題について協議

しました。 

平成 29 年度は、地域共生社会の実現に向けた国の動向とともに、平成 30 年度に

予定される生活困窮者自立支援制度の見直しに向けて、生活福祉資金、日常生活自

立支援、成年後見等のセーフティネット関連事業の再編・拡充に向けた検討と具体的

な課題を提起することとしました。 

また、全社協福祉ビジョン 2011「第 2 次行動方針」にもとづきながら、都道府県・指

定都市社協の経営課題と社会福祉法人制度改革への対応を進めること、また、社会

福祉法人の経営支援や社協と社会福祉法人・福祉施設の連携・協働による地域での

公益的な事業・活動を促進することを確認しました。 

各都道府県・指定都市社協においても、今後の社協の事業・活動の展望やこの間

のセーフティネット関連事業における課題等をもとに、各自治体への具体的な提案・

要望を継続的にはかる必要があります。 
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■ 地域での包括的な支援体制の構築と事業・活動の展開を協

議～都道府県・指定都市社協の経営に関する委員会「指定都

市分科会」 

 

全社協「都道府県・指定都市社協の経営に関する委員会」に設置されている「指定

都市分科会」では、指定都市社協における大都市問題などを背景とする課題の分析

や事業展開の方向性と事業展開を支える組織体制、組織運営について協議を進めて

います。 

平成 28 年度の第 2 回会議を 2 月 20 日に開催し、平成 29 年度の「大都市の福祉

問題への取組を促進する社協セミナー」の開催、指定都市社協における今後の事業・

活動の展開にかかわる経営課題等について協議しました。 

今後の指定都市社協の取組課題として、地域共生社会の実現や地域包括ケアシス

テムなどのより身近な地域での包括的な支援体制の構築が一層必要とされている施

策動向等を的確に把握しつつ、とくに大都市部の生活問題等の福祉ニーズを踏まえ

て、指定都市社協としての事業展開を進める必要があることを確認しました。 

各指定都市においては、現在の事業・活動の着実な展開とともに、地域共生社会

の実現に向けた今後の制度改革や社会福祉法改正法案（地域包括ケアシステム強化

法案）に盛り込まれた地域福祉計画策定の努力義務化を機に、改めて地域の福祉

ニーズと事業・活動の基本的な方向性を確認し、社会福祉にかかわる総合的な計画

の策定と事業の再編等を具体化していくことが必要とされています。 

また、指定都市社協等での実践の共有と役職員の情報交換を目的とする、平成 29

年度「大都市の福祉問題への取組を促進する社協セミナー」は、静岡市社会福祉協

議会と本分科会の共催（於：静岡市）にて、平成 29年秋頃に開催する予定です。 

 

 

■ 地域福祉施策の再編と住民主体の地域づくり、制度改革をど

のように地域福祉に活かしていくか～平成 28 年度第 2 回社

会福祉協議会活動全国会議 

 

地域福祉推進委員会(委員長 桐畑 弘嗣)では、2月 21日に 205名の参加者を得

て平成 28年度第 2回社会福祉協議会活動全国会議を開催しました。 

会議では、厚生労働省 社会・援護局 地域福祉課 地域福祉専門官 後藤 真一

郎氏からの行政説明、本会地域福祉部からの基調説明の後、「地域福祉施策の再編
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と住民主体の地域づくり～制度改革をどのように地域福祉に活かしていくか～」と題し

たパネルディスカッションを行いました。地域福祉推進委員会が設置する「社協・生活

支援活動強化方針」推進プロジェクト委員会の委員長を務める佐々木 繁 氏（秋田

県社協常務理事）をコーディネーターに迎え、住民主体の地域づくりや相談支援体制

の総合化・包括化といった地域福祉施策の新たな動きのなかで、社協がいかに地域

福祉の課題に応え、どのような役割を果たしていくべきか、3 名のパネリストからの実践

を通じた提言を得ながら議論を深めました。 

パネリストの東京都立川市社協 地域福祉推進課長 山本 繁樹 氏からは、立川

市社協が進める地域包括ケアシステムや権利擁護の取組みを中心に、事業展開の意

義や経緯、支援を通して見えてきた課題等をお話しいただきました。 

同じく、三重県伊賀市社協 業務執行理事・事務局長 平井 俊圭 氏からは、平成

28 年 2 月に発足した伊賀市内 14 法人による社会福祉法人連絡会の取組みを中心

に、社会福祉法人との連携や社協が担う役割等についてお話しいただきました。 

また、秋田県藤里町社協 会長 菊池 まゆみ 氏からは、藤里町社協が進めるひ

きこもり者等への若者・就労支援を中心に、社協の人材育成や福祉によるまちづくりの

視点を踏まえ、お話しいただきました。 

地域福祉推進委員会では、新たな地域福祉施策の動向に対応しながら「社協・生

活支援活動強化方針」の具体化をはかるべく、同方針の「アクションプラン」の見直しを

進めており、今後示される予定の「第 2 次アクションプラン」の方向性とあわせ、これか

らの社協活動を考察し、共有する機会となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 社協における住民主体の地域包括ケアの推進についての研究

協議～平成 28年度住民主体の地域包括ケア推進セミナー 

 

地域福祉推進委員会(委員長 桐畑 弘嗣)では、2 月 22 日、186 名の参加者を得

て、平成 28年度住民主体の地域包括ケア推進セミナーを開催しました。 

地域福祉推進委員会では、介護サービス経営研究会幹事会を設置しており、「社

左：ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 佐々木 繁氏 右：ｼﾝﾎﾟｼﾞｽﾄ 左から山本 繁樹氏、平井 

俊圭氏、菊池 まゆみ氏 
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協・介護サービス事業推進方針 2015」や「社協における地域支援事業への取り組み」

等の方針をとりまとめて全国の社協に向けて発信したり、介護保険制度改正や報酬改

定に際しては厚生労働省に意見書を提出したりするなどの活動を行っています。 

住民主体の地域包括ケア推進セミナーは、同幹事会の協力により企画運営されて

おり、社協における住民主体の地域包括ケアの推進について研究協議することを目

的に開催しました。 

セミナーの冒頭には、厚生労働省 老健局 振興課 谷内 一夫課長補佐より、現

在国会に提出されている介護保険法改正の内容や介護予防・日常生活支援総合事

業の実施状況など、最新の動向をご説明いただきました。続く基調報告では、本会地

域福祉部から、社協の介護サービスの実施状況や制度動向を踏まえ、中重度の要介

護者を支えるサービス体制づくりや社協らしい介護事業の展開、的確な実態把握にも

とづく経営の必要性について説明しました。 

午後は、「新しい地域支援事業への取

り組み」「社協らしい介護サービス事業の

展開」「介護サービス事業の戦略的経営

にむけて～経営分析シートの解説と活

用のポイント」の3つの分科会に分かれ、

各地域の実践を学び、参加者同士のグ

ループディスカッションなどを行いました。

なお、分科会で取り上げた経営分析

シートについては、社協の介護事業経

営の実態把握ツールとして開発したもので、本年度は 2 カ所の県社協で分析シートを

活用したモデル研修を行うなど普及を進めています。本会地域福祉部発行の『社協・

介護サービス事業経営の手引き』にシートの様式、活用方法等を掲載していますので

ご利用ください。 

『社協・介護サービス事業経営の手引き』は「地域福祉・ボランティア情報ネットワー

ク」のサイトより注文書をダウンロードできます。 

https://www.zcwvc.net/2016/11/25/社協-介護サービス事業経営の手引き-販売開始します/ 

 

 

 

 

 

 

 

経営分析シートの活用を学ぶ分科会の様子 

↑URLをクリックすると地域福祉・ボランティア情報ネットワークへジャンプします。 

https://www.zcwvc.net/2016/11/25/社協-介護サービス事業経営の手引き-販売開始します/
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■ 「公開ディスカッション」混合介護、第三者評価等の在り方につ

いて～規制改革推進会議 

 

政府の規制改革推進会議（議長：大田 弘子政策研究大学院大教授）は、2 月 21

日に、「介護サービスの提供と利用の在り方について」をテーマに、公開ディスカッショ

ンを開催しました。規制改革推進会議は、今期の主要な審議事項（新たな改革項目）

として、①利用者がサービスを選べるようにする情報開示と第三者評価、②介護サー

ビスの多様な選択（保険給付と保険外サービスの柔軟な組合せ等）、③施設介護サー

ビスの総点検、④サービス提供者間のイコールフッティングの確保について検討を行

うとしています。 

第 1 部では、公的介護保険サービスと保険外のサービスを組み合わせて提供する

いわゆる「混合介護」について意見交換が行われました。混合介護については、介護

保険制度において一定のルールのもとで、保険サービスの上乗せと、保険外サービス

を合わせて提供することが認められています。厚生労働省は、「利用者の負担の不当

な拡大、トラブルが生じた場合の救済、介護保険制度の理念である自立支援・重度化

防止の阻害、給付費の増加、追加の行政コスト」などに留意し、ルールのあり方につい

て検討する必要があるとし、利用者保護の観点から懸念される事項について説明を行

いました。一方、本会議の委員からは、「国がガイドラインを定める必要がある」との意

見が多数出されました。 

第 2部は、福祉サービス第三者評価事業の全国推進組織である本会の寺尾 徹常

務理事が出席し、『福祉サービス第三者評価事業の現状と全国推進組織の取組』に

ついてプレゼンテーションを行いました。その後、利用者の多様な介護サービスの選

択に資する第三者評価、情報公表制度について意見交換が行われました。第三者評

価の受審率が低いこと、情報公表制度が活用されていないことが課題とされ、第三者

評価の受審促進の方策等について意見が出されました。厚生労働省は、第三者評価

の受審のためのインセンティブ、情報公表制度の利用促進を検討していくとしました。 

閉会にあたり、山本 幸三内閣府特命担当大臣（規制改革）は、混合介護に関して

「厚生労働省は、適切なルールを作り、それで問題が起きたらやり直せばいい」、「地

方自治体任せではなく、全国レベルで国民のニーズに応じるような『介護サービスの

提供と利用』を考えていかなければならない」と述べました。 

同会議は、引き続き検討を行い、本年 6月に答申を取りまとめる予定です。 
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■ 保育現場リーダーに求められる役割を考察、研鑽を積む～保

育所･認定こども園リーダートップセミナー 

 

全国保育協議会(会長 万田 康)
は、2 月 9～10 日にかけて、「平成 28
年度 保育所･認定こども園リーダー
トップセミナー」を開催しました。 
本セミナーは、保育をめぐる制度の

動向や環境の変化を踏まえ、現場リー

ダーが今日的に求められている役割
等を学び、保育現場を率いるリーダー
としてのさらなる研鑽を積むため、平成

26年度から実施しているものです。 
平成 28 年度は、全国の保育所・認

定こども園の長を中心に、288名の受講者を得て開催しました。 
保育分野の現状と課題に関する行政説明、全国保育協議会会長からの基調報告、

学識者等による各講義を通じて、保育をめぐる最新の動向を理解しながら、現場リー
ダーに必要とされる責務と役割について考察する機会となりました。 
 

 

プログラム 

2月 9日（木） 

行政説明「保育分野の現状と取組について」 
厚生労働省 雇用均等・児童家庭局 保育課 
保育指導専門官・保育室運営事業専門官 馬場 耕一郎 氏 

基調報告「保育をめぐる動向と全国保育協議会の取り組み」 
全国保育協議会 会長 万田 康 

講義Ⅰ「これからの保育所・認定こども園に求められること 
～新たな動向をみすえて～」 

大阪総合保育大学 
児童保育学部長・教授・同大学院教授 大方 美香 氏 

 
 

2 月 10 日（金） 

講義Ⅱ「社会福祉法人制度改革への対応 

～社会福祉充実計画策定・充実残額算定を中心に～」 
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 千葉 正展 氏 

講義Ⅲ「幼少接続期の育ちと学び 
～幼児教育研究センターの調査等～」 

国立教育政策研究所 幼児教育研究センター 
総括研究官 堀越 紀香 氏 

当日の様子 
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講義Ⅳ「メンタルヘルス対策で働きがいのある職場に 
～ワーク・エンゲイジメントに注目した組織と個人の活性化～」 

東京大学大学院 医学系研究科 精神保健学分野 
准教授 島津 明人 氏 

 

 

■ 家族支援に携わる児童福祉施設職員等の専門性の向上～

ファミリーソーシャルワーク研修会 

 

2 月 9～10 日、全国社会福祉協議会は、ファミリーソーシャルワーク研修会を開催

し、381 人が参加しました。本研修は、改正児童福祉法によって家族や里親家庭の支

援がますます重要となるなかで、児童福祉施設で家族支援に携わる職員等の専門性

の向上をはかることを目的に開催しています。 

1 日目は、林 浩康 氏（日本女子大学人

間社会学部教授）に「これからの社会的養

護とファミリーソーシャルワークの役割」をご

講義いただいた後、児童福祉施設で活躍す

る 4 人の実践者による報告、シンポジウムを

行いました。 

2 日目は、ファミリーソーシャルワークの基

礎を学ぶ初任者向けのテーマから、里親支援、家族支援に係るアセスメント、妊娠期

からの支援、家庭訪問のポイントなど、より具体的なテーマの 5 つの分科会で、演習を

交え、日ごろの実践を振り返りながら考察しました。 

 

 

■ 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～平成 28年度 職場研修担当者研修会 施設職員コー

ス(第 2回) 

 

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

かるために、その推進役を担う「職場研修」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。 

今年度は第1回を平成28年8月に「インストラクター養成コース」と同時開催しており、

第2回を2月12～14日に「施設職員コース」単独で開催し、121名が受講しました。 

シンポジウムの様子 
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初日の午前中に研修のねらいや職場研修の考え方、着目すべきポイント等をテキ

ストで確認しながら講義を行い、それぞれの詳細を初日の午後から3日目にかけて、グ

ループワークや個人ワークを通じて解説しました。 

職場研修を計画的に実施していくことの大切さを学ぶなかで、本会が推進している

「福祉職員キャリアパス対応生涯研修課程」を受講することの意義についても説明があ

り、人材育成や職員定着のための具体的な手法として同研修課程の有効性を確認し

ました。 

全体を通じてグループ内での共

有や討議を行う場面が多く、受講

者間の情報交換も活発に行われま

した。大いに刺激を与え合った今

回の研修の成果をいかし、今後各

職場で一層充実した職場研修が

実践されることが期待されます。 

 

 

 

■ 教育内容の充実に向け、全国の講師が一堂に情報交換～第

2回 介護職員実務者研修通信課程講師団会議 

 

2 月 21 日、介護職員実務者

研修通信課程の平成 29 年度

実施に向け、実施府県市社会

福祉協議会（15 府県市）におけ

るスクーリングの代表講師及び

事務担当者総勢60名が一堂に

会する講師団会議を開催し、教

育内容の充実に向けた情報交

換を行いました。 

会議は、教育内容検討会 作業委員と中央福祉学院･専任教員が講師を務め、面

接授業「介護過程Ⅲ」と演習「医療的ケア」に分かれ、学習の流れやカリキュラム内容、

教材の確認を行いました。 

また、平成 28 年度にスクーリングを実施した県・市社協の講師より指導体験をご報

告いただき、学習効果を高めるための工夫例や、指導上の留意点などを実施社協間

で共有しました。 

会議の様子 

グループワークに取組む様子 
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現在、平成 29年度の受講申込は、各実施府県市社会福祉協議会にて募集期間を

延長し受付中です。 

●実務者研修 

平成 28 年度（平成 29 年 1 月実施）の介護福祉士国家試験より、従来の実務経験

3年以上に加え、実務者研修（450時間）の修了が新たな要件となりました。 

中央福祉学院の実務者研修では、通信教育による自宅学習と府県市社協が実施

するスクーリング（面接授業 45 時間、医療的ケア演習）を、4 ヵ月～9 ヵ月間の学習で

修了し受験資格の取得を目指します。 

●募集内容 

保有資格 受講期間 
受講料 

※税･テキスト代込み 

保有資格なし 

訪問介護員養成研修(3級)修了者 

認知症介護実践者研修修了者 

喀痰吸引等研修修了者 

平成 29年 4月 1日 

～12月 31日 

（9 ヵ月） 

145,000円 

訪問介護員養成研修(2級)修了者 

介護職員初任者研修修了者 

6月 1日～12月 31日 

（7 ヵ月） 
130,000円 

訪問介護員養成研修(1級)修了者 
7月 1日～12月 31日 

（6 ヵ月） 
90,000円 

介護職員基礎研修修了者 
7月 1日～10月 31日 

（4 ヵ月） 
70,000円 

※受講にあたっては、教育訓練給付金（一般教育訓練）や介護福祉士修学資金等貸

付制度が利用できます。また、受講料の分割払い（クレジットカード決済）も可能で

す。（3月中旬より受付開始） 

 

●スクーリング会場 

岩手県、秋田県、福島県、埼玉県、神奈川県、長野県、愛知県、滋賀県、大阪府、奈

良県、鳥取県、広島県、山口県、川崎市、大阪市（全国 15府県市） 

※受講案内および受講申込書は、中央福祉学院ホームページよりダウンロード可能

です。 

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。 

http://www.gakuin.gr.jp/training/course2643.html
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■ 環境特性分析及び中期事業計画の作成等、経営管理を学ぶ

～第 41期福祉施設長専門講座 第 2回スクーリング 

 

中央福祉学院は、第 41 期福祉施設長専門講座の第 2 回スクーリングを 2 月 18～

21日に開催しました。 

今回のスクーリングでは、自施

設の環境特性分析及び中期事業

計画の作成を中心とした経営管

理の演習を、2日間行いました。ま

たその他、労務管理・人事管理・

財務管理など施設等の運営や管

理に必要な講義と、最終日は、

「組織（職場）のレジリエンスを高

めるために」と題した、特別講義を行いました。（※レジリエンス…挫折・困難な状況か

ら回復する力） 

修了式では、中央福祉学院の京極 髙宣学院

長より、修了証書及び資格証書が授与され、新た

に 110名の福祉施設士が誕生しました。 

受講者からは、「演習で他の人と意見交換をす

ることにより、自分の視点の偏りを知ることができ

た」、「業種が異なる研修はあまりないので、交流を

はかるよい機会であり、とても良い刺激を受けた」、

「ハードな講座であったが、終わってみると、施設

の理解が深まり、施設長として何をどうするべきか

見えてきたように感じる」等の感想が寄せられました。 

社会福祉法人・施設を取り巻く環境が大きく変化するなかで、今回新たに誕生した

福祉施設士の皆さまがその高い専門性を発揮し、地域の福祉課題に積極的に取組ん

でいくことが期待されます。 

なお、中央福祉学院では、「第 42期福祉施設長専門講座」の受講者を、引き続き

募集しています。詳細は、中央福祉学院ホームページをご覧ください。 

 

http://www.gakuin.gr.jp/training/course303.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。 

「経営管理」演習の様子 

修了式の様子 

http://www.gakuin.gr.jp/training/course303.html
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■ 認知症の人とともに暮らすまちづくりの実践を議論～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 

 

今後急増が予想される認知症の人が、住み慣れた地域で、自分らしく安心して住

み続けられるまちづくりの実践手法について検討することを目的に、「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」を 2月 17日に開催しました。 

セミナーの開催にあたり、当事者や支援者が参画する「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（座長：中村 考一認知症介護研究・研修東京セン

ター研修企画主幹）を設置しました。企画委員会にて企画・準備を行い、当日は 6 名

の委員による実践発表や参加型のプログラムを実施しました。 

参加者は、認知症の人や家族の相談・支援に携わっている専門職や行政担当者、

社会福祉施設関係者、社協関係者等約 60名であり、午前の基調報告・実践発表を踏

まえ、午後のオープンディスカッション・ワークショップに取組みました。 

住民や関係者への認知症に対する正しい理解の啓発や支援の担い手養成の手法、

認知症カフェなどの具体的な実践活動の新たな展開方法、認知症の早期の段階での

支援のあり方など、参加者それぞれが抱える問題をフロア全体で共有しながら、地域

全体としての仕組みや体制づくり、多様な関係者との連携など、まちづくり実践につな

がる手法を考察しました。 

参加者はそれぞれの活動を振り返り、まちづくりのポイントや具体的な実践活動、他

の参加者との協議を通して、今後の実践における取組みのヒントを得られました。 
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■ 【内閣府】平成 29年第 2回経済財政諮問会議【2月 15日】 

（１）米国等の国際経済について、（２）金融政策、物価等に関する集中審議等を踏

まえた議論。 

http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2017/0215/agenda.html  

 

■ 「社会福祉法人が届け出る「事業の概要等」の様式について」に関する意見募集につ
いて【2月 23日】 
 
「現況報告書様式(案)」「社会福祉充実残額計算シート(案)」等についてパブリックコ

メントの受付が開始。3月 24日締切。 

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495160423&Mode=0 

 

 

 

■ 平成 28年度全国児童福祉主管課長会議【2月 20日】 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000152990.html 

■ 第 10回 新たな社会的養育の在り方に関する検討会【2月 24日】 

改正児童福祉法第 3条の 2の解釈に基づく社会的養護（狭義）（案）、在宅支援、

自立支援等に関する議論。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000153145.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 

厚生労働省新着情報より 

政策動向 

http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2017/0215/agenda.html
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495160423&Mode=0
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000152990.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000153145.html
http://zseisaku.net/


 

 17 

■ 第 71回社会保障審議会介護保険部会【2月 27日】 

第 7期基本法方針について、改正に係る今後のスケジュールとともに、見直し案が

示された。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000153161.html 

■ 第 2回福祉・住宅行政の連携強化のための連絡協議会【2月 27日】 

新たな住宅セーフティネット制度構築に向け、住宅確保要配慮者等に対する居住

支援施策（見取り図）案が示された。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000153345.html 

  

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000153161.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000153345.html
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「権利擁護・虐待防止 2017」発刊！ 

特集：これからの成年後見・権利擁護の展望と地域共生社会の実現 

 

全社協政策企画部では、権利擁護・虐待防止に

関する総合的な推進事業として、『権利擁護・虐待

防止』を発行しています。本書は、研究者によるこ

の一年間の主要な動向と課題、また関係省庁など

の資料等を掲載しています。 

2017 年版では、「これからの成年後見・権利擁

護の展望と地域共生社会の実現」を特集のテーマ

とし、成年後見制度利用促進法、「我が事・丸ごと」

地域共生社会などの動向を通して権利擁護を考

察するとともに、権利擁護・虐待防止等の現状と課

題を全分野的に掲載しています。 

権利擁護・虐待防止や福祉の相談・支援にあた

る方々をはじめ、広く社会福祉関係者の皆様に向

けて、権利擁護・虐待防止の実践についての現状と

課題や今後の目指すべき姿をともに考えるための参考となれば幸いです。 

 

『権利擁護・虐待防止 2017』（全国社会福祉協議会政策企画部発行） 

○頒布価格：1,000円（税込、送料別 360円） 

○申込方法：下記 URL より注文書をダウンロードし、必要事項を記入のうえ下記申込 

先へメールもしくは FAXでご注文ください。 

○注文書ダウンロード用ＵＲＬ 

http://www.shakyo.or.jp/news/20170228_gyakutai.pdf 

○問合せ・申込先：全国社会福祉協議会 政策企画部広報室 

E-mail:z-koho@shakyo.or.jp TEL:03-3581-7889 FAX：03-3580-5721 

 

 

 

  

インフォメーション 

(↑画像をクリックすると注文書をダウンロード

できます) 

★バックナンバー販売中 ※在庫がなくなり次第終了 

『権利擁護・虐待防止 2016』Ａ4 判 154 ﾍﾟｰｼﾞ/頒布価格 1,000 円(税込・送料別) 

『権利擁護・虐待防止白書 2015』Ａ4 判 202 ﾍﾟｰｼﾞ/頒布価格 1,500 円(税込・送料別)  

 

 

http://www.shakyo.or.jp/news/20170228_gyakutai.pdf
mailto:z-koho@shakyo.or.jp
http://www.shakyo.or.jp/news/20170228_gyakutai.pdf
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平成 29年度社会福祉主事資格認定通信課程 

～民間社会福祉事業職員課程・春期コース～ 

受講者募集期間延長のご案内 

 

中央福祉学院では、標記通信課程の平成 29 年

度受講者を募集中です。本通信課程は、民間社会

福祉事業の現場に現在勤務している職員が、社会

福祉主事任用資格を通信教育により取得することを

目的として開講するものです。 

「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、多くの

社会福祉現場においても、職員の基礎的な資格と

して準用され、広く取得されています。 

本通信課程では、高齢者福祉・障害者福祉・児童

福祉・社会保障分野・社会福祉援助技術等について自宅学習と面接授業（5 日間）に

より学び深めていただけますので、日々の福祉実践の中で個別ニーズに迅速かつ適

切に広い視野で対応する一助となります。 

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、社会福祉施設や

指定介護保険施設・事業所等に勤務する方等、年間約 5,500 名（春・秋コース通算）

が受講しています。また、自宅学習の課題や、5 日間の面接授業においては、各分野

に精通した著名な講師陣の指導により、最新の制度動向も含めた知識を得ることがで

きます。 

さらに、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。 

本課程の受講申込期間を、平成 29 年 3 月 10 日（金）【最終締切】まで延長いたし

ます。詳しくは受講案内をご覧ください。 

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/course295.html
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通信課程の概要 

 

(1)受講期間： 平成 29年 4月～平成 30年 3月（1年間） 

(2)学習内容： 自宅学習による答案作成（16科目）、面接授業（5日間） 

(3)受 講 料： 87,400円 (消費税込額。添削指導料、テキスト・教材費・面接授業 

料含む) 

※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・事業所に勤務していること。 

(5)申込期限： 平成 29年 3月 10日（金）【当日消印有効】※最終締切 

(6)詳細・申込： 下記 URLから受講案内・申込書をご覧ください。 

(7)問 合 せ： 中央福祉学院 ＴＥＬ：046‐858‐1355 

 

【受講案内・申込書のダウンロードはこちら】 

http://www.gakuin.gr.jp/training/course295.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/course295.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> 

●『福祉サービスの第三者評価 受け方・活かし方 

【障害者・児福祉サービス版】』 

(久木元 司、田原 薫、内藤 晃、坂口 繁治、 

大塚 晃、奥田 龍人 他 著) 
 

このたび、10 年ぶりとなる障害福祉サービス事業

所等における第三者評価事業についての改定通知

が発出されました。第三者評価を活用した障害者・

児への支援の質の向上が、より一層求められていま

す。 

本書は障害者・児を支援する福祉施設・事業所の

役職員の第三者評価への理解を深め、第三者評価

を有効に活用するための手引書として刊行しまし

た。地域の信頼に応える質の高い支援の実践と障

害者・児を支援する福祉施設・事業所経営の透明化

を進めるためにぜひ本書をご活用ください。 

 

(2月発行 定価本体 1,600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=book2885&_page=_index&_page2=contents&_page3=detailbook&_sys_id=2885&_class=010101&_category=ISBN978-4-7935-1235-3
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●特集「災害時に安心の場をつくるために」 

『ふれあいケア』3月号 

東日本大震災から６年、熊本地震から１年が経過

します。地震だけでなく、風水害や大雪、それにとも

なう二次災害など、自然災害の発生は後を絶ちませ

ん。このような災害時、職員も被災しているなかで利

用者や地域住民にとって安心の場を提供するため

には、平常時からの準備がかなめです。 

 そこで、災害時に向けた協定や研修、ハザード

マップ作成、法人内外の関係者との情報共有など、

施設・事業所で平常時から取り組むべき内容を検討

します。 

（2月 20日発売 定価本体 971円税別） 

 

 

●特集「平成 29年度 厚生労働省予算案の概要」 

『生活と福祉』2月号 

本号の特集は、平成 29年度 厚生労働省予算案

のうち、社会福祉、障害福祉、高齢者福祉、児童福

祉に関連する主要事項について紹介します。 

連載 150回を迎える「福祉事務所だより」では福

岡県粕屋保健福祉事務所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。 

 

（2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) 

(↑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=book2883&_page=_index&_page2=contents&_page3=detailbook&_sys_id=2883&_class=120101&_category=17807
https://www.fukushinohon.gr.jp/esp.cgi?_file=book2882&_page=_index&_page2=contents&_page3=detailbook&_sys_id=2882&_class=120101&_category=05595

