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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 4月 15日 

日 

 

Action Report 

全 社 協 

第 71号 

Japan National Council of Social Welfare 

          （全社協 ぜんしゃきょう） 

Topics 
 

 平成 28年（2016）熊本地震に関する速報 
 

 社会福祉法等の一部を改正する法律が公布・施行 
 

 要支援者等への支援における専門的援助と住民主体の福祉活動の協働に関する

調査研究報告書をとりまとめ 
 

 第 33期アジア社会福祉従事者研修はじまる～５か国から 5名の研修生 
 

 ４か所の支援先を訪問～スタディ・ツアーをともに実施～フィリピン台風福祉支援委

員会 
 

 第29回社会福祉士国家試験合格を目指し、第 3期生が学習スタート～社会福

祉士通信課程短期養成コース 
 

 保健福祉広報協会が第42回国際福祉機器展H.C.R.2015のビデオをホームペ

ージで紹介！ 

 
 

 

インフォメーション 
 
社会保障・福祉政策情報 

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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■ 平成 28年（2016）年熊本地震に関する速報 
 

4月14日（木）21時26分頃、熊本県熊本地方において、深さ11キロメートル（暫定値）、

マグニチュード6.5（同）、最大震度７（同）の地震が発生し、今なお、100回を超える余

震が続いています。 

地震により亡くなられた方のご冥福をお祈り申し上げますとともに、被災された方々

に対して心からお見舞いを申しあげます。 

全社協では、関係組織と連携して、被害状況を確認し、情報提供を行ってまいりま

す。 

本日16時時点での状況は以下のとおりです。 

■被害状況 

平成28（2016）年熊本地震により、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受

けるおそれが生じていることから、熊本県は県内全45市町村に災害救助法の適用を

決定しました。 

 

平成 28年熊本県熊本地方の地震に係る災害救助法の適用について【第 1報】 

http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html 

■福祉施設関係 

福祉施設関係においては、利用者、職員含め大きな人的被害は現時点では、報告

されていません。なお、建物については、屋根瓦破損、建物ひび割れ等の一部被害

はありますが、顕著な被害は、報告されていません。また、保育園については、施設数

が多いことから状況確認をしているところです。社会的養護施設については、ライフラ

インが停止したため、児童や職員を移動させた施設があるものの、人的被害や建物の

被害はありません。 

■ボランティア関係 

熊本県社協では、現在県内の市町村に対して被害状況などの情報収集を行ってい

ます。また、熊本市社協においても、区の被害状況などの情報収集を行っています。 

○「熊本県災害ボランティアセンター」を開設 

熊本県社協は、県内の市町村社協支援のため「熊本県災害ボランティアセンター」

を立ち上げ、現在益城町社協に職員を派遣しています。今後のボランティアの募集等

http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html
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については、ＨＰをご確認ください。 

熊本県社会福祉協議会 http://www.fukushi-kumamoto.or.jp/ 

○益城町社会福祉協議会の動き 

被害が甚大な益城町社協では、現在災害ボランティアセンターの立ち上げに向け

て調整を行っています。 

○九州ブロックの支援 

九州ブロック幹事県の長崎県社協から職員2名が先遣隊としてを熊本県社協に派

遣されました。 

○全社協地域福祉部の動き 

4月15日に、職員1名が熊本県入り、状況の確認及び運営支援等のため現地入りし

ました。 

今後の最新情報については、「被災地支援・災害ボランティア情報」（全社協地域福

祉部 全国ボランティア・市民活動振興センターホームページ）をご参照ください。 

http://www.saigaivc.com/ 

■厚生労働省新着情報 

厚生労働省では、施設の被害状況、救護活動関連の状況、水道の被害状況等に

ついて情報を収集し、随時ホームページに掲載しています。 

厚生労働省の対応については、以下をご参照ください。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fukushi-kumamoto.or.jp/
http://www.saigaivc.com/
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431.html
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■ 社会福祉法等の一部を改正する法律が公布・施行 
 

3月31日（木）、衆議院本会議で、「社会福祉法等の一部を改正する法律案」が可決

成立し、同日付で公布・施行の通知が発出されました。 

 

社会福祉法等の一部を改正する法律の公布について（通知） 

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T160405Q0070.pdf 

 

社会福祉法等の一部を改正する法律の施行について（通知） 

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T160405Q0060.pdf 

 

 

これにともない、社会福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政

令の整備及び経過措置に関する政令（政令第 185 号）及び社会福祉法人会計基準

（厚生労働省令第 79号）をはじめとする以下の関係政省令が公布されました。 

また、今後、社会保障審議会福祉部会において、平成29年4月1日施行事項に係る

課題等について検討が進められます。 

第 1回は、4月 19日（火）に開催予定です。 

[政令] 

○社会福祉士及び介護福祉士法施行令及び社会福祉法施行令の一部を改正する政令の一

部を改正する政令（政令第 183号） 

○社会福祉士及び介護福祉士法施行令及び社会福祉法施行令の一部を改正する政令（政

令第 184号） 

[省令] 

○社会福祉士介護福祉士学校指定規則及び社会福祉に関する科目を定める省令の一部を

改正する省令の一部を改正する省令（文部科学省・厚生労働省令第 3号） 

○社会福祉士介護福祉士学校指定規則の一部を改正する省令（同第 4、5号） 

○社会福祉士及び介護福祉士法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令

（厚生労働省令第 76号） 

○社会福祉士及び介護福祉士法施行規則等の一部を改正する省令（同第 77号） 

○社会福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等

に関する省令（同第 78号） 

(※クリックすると厚生労働省のホームページにジャンプします) 

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T160405Q0070.pdf
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T160405Q0060.pdf
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画像をクリックすると、報告書ダウンロード 

ページが開きます。 

 

■ 要支援者等への支援における専門的援助と住民主体の福祉

活動の協働に関する調査研究報告書をとりまとめ 
 

全社協地域福祉部では、昨年度、老人保健健康増進等事業の国庫補助を受けて

「要支援者等への支援における専門的援助と住民主体の福祉活動の協働に関する

調査研究」（委員長 同志社大学永田祐准教授）を行い、このほど報告書をとりまとめ

ました。 

平成27年度からの介護保険制度改正による新しい総合事業では、専門職によるサ

ービスに加えて、住民主体等の多様な生活支援サービスによって要支援者等を支え

ることが期待されていますが、住民が担う具体的なサービス内容や専門職との協働の

あり方については様々な検討課題があります。 

本調査研究では、全国3か所のモデル地域において住民と専門職が一緒に個別事

例を検討する場をつくり、要支援者等への具体的な支援について検討を行いました。

これにより、専門職だけでは得られなかったインフォーマルなサポートや地域特性に関

する情報が厚みを増し、本人を地域の一員として暮らす生活者としてとらえなおすこと

につながりました。また、住民が専門職のバックアップがあることを実感したり、病気や

障害の特性を知ることで、より積極的に支援

に関われるといった効果が明らかになりまし

た。 

調査研究報告書では、モデル事業の成果

を踏まえて個別事例に即して協働のポイント

を解説するとともに、住民と専門職が協働する

意義、専門職にもとめられる役割、協働を推

進するための基盤づくりといった論点につい

て考え方や今後の課題を整理しています。 

本報告書は既に市区町村、都道府県・指

定都市の社協及び行政に送付していますが、

別途、本会からの直接送付を希望される場合

は、無償配布（送料のみ負担）いたしますので

下記メールアドレス宛にお知らせください。申

し訳ありませんが在庫なくなり次第終了とさせ

ていただきます。なお、本文は下記ホームペ

ージからもダウンロードできます。 

 

http://www.shakyo.or.jp/research/20160405_roujin.html
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本会斎藤十朗会長と第33期研修生 

左から：マドゥさん、リャオさん、マーチャさん、 

ワリーさん、イさん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 第 33 期アジア社会福祉従事者研修はじまる～５か国から 5

名の研修生 

 

アジア社会福祉従事者研修の新たな研修生（第33期生）5名が3月17日に来日しま

した。第33期の研修生は李恩貞(イ ウンジョン)さん＜韓国＞、廖于吟(リャオ ユイン)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名で、タイからの

研修生は第27期以来6年ぶりとなります。 

現在は、3月28日から始まった日

本語学習でひらがなの読み書きと日

常会話の習得に取り組んでいます。

約3か月の日本語学習終了後は、社

会福祉施設での見学研修、福祉活

動体験研修などを中心として日本の

福祉を学び、来年2月に研修を修了

して帰国する予定です。 

1984（昭和59）年に開始された本

研修の修了生は第32期までで152

名となっています。それぞれが母国

の社会福祉のリーダーとして活躍さ

れるとともに、日本と各国の社会福

祉関係者のパートナーシップづくりのキーパーソンとして役割を果たしていただいてい

ます。 

今年もご支援のほど、よろしくお願いいたします。 

(※クリックすると全社協のホームページにジャンプします) 

◇調査研究報告書 

『専門的援助と住民主体の福祉活動の協働を進めるために 

～新しい総合事業における要支援者等への支援を考える』（平成28年3月） 

  http://www.shakyo.or.jp/research/20160405_roujin.html 

 

【問合せ先】全社協地域福祉部 z-chiiki@shakyo.or.jp 

 

http://www.shakyo.or.jp/research/20160405_roujin.html
mailto:z-chiiki@shakyo.or.jp


 

 7 

【サレジオ会】 

（上）多目的センターと子どもたち 

（下）表敬に訪れた町長と山田委員 

【RVM】マンデュロー地区住民による説明と 

意見交換・交流 

【RVM】建設されたマンデュロー地区の 

共同組合ストア 

 

■ ４か所の支援先を訪問～スタディ・ツアーをともに実施～フィリ

ピン台風福祉支援委員会 

 

フィリピン台風福祉支援委員会（委員長：菊池繁信全国社会福祉法人経営者協議

会副会長）は、助成事業２年目の終了を迎える平成27年度の3月5日～10日に助成先

の4つの団体を訪問し、助成先の組織や被災され

た方がたから復興に向けた取り組みの状況、助成

事業の効果、現在の課題などについて説明を受

けるとともに意見交換と交流をおこないました。 

また今回の訪問は委員会の委員による現地調

査としてだけでなく、国際部が実施しているスタデ

ィ・ツアーとしても位置付け、一緒に学ぶ参加者を

募集したところ、7名の参加者を得て総勢12名（事

務局1名を含む）での訪問となりました。 

訪問先の愛徳姉妹会では、助成金で建設した

センターでパン職人の技術を身に着けて独立した

青年たちから、サレジオ会ではミシンを使った縫

製技術訓練をうけている女性と災害教育センター

を利用して学習・仲間づくりをしている子どもたち

から、RVMでは助成によって建設した協同組合型

ストアを利用している地域住民の方がたから歓迎

を受け、交流もおこないました。 

災害支援活動助成をおこなった助成先以外の

訪問先としては、修了生がソーシャルワーカーとして活動しているバハイ・カリンガ触法

児童センターを訪れ、取り組みを学びました。 
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訪問日程と訪問先 

月日 訪問先 

3月5日 日本から出発、マニラに集合後ミーティング 

3月6日 

①愛徳姉妹会 ホスピシオ・デ・サン・ホセ（ルソン島・マニラ市） 

 貧困、飢餓、初等教育、HIV／AIDS 罹患者支援を柱として子ども、障害

者、高齢者を対象とした支援プログラムを実施。 

【助成事業による被災地域支援活動】 

 多目的センターを拠点とした保育、働く場、子どもの遊び場（交流の場）の

提供、職業訓練・技術取得訓練の実施 

②カンルンガン・サ・エルマ・ミニストリー（ルソン島・マニラ市） 

 ストリート・チルドレン等の保護・教育や貧困家庭への支援、生活の質およ

び福祉の向上。 

【助成事業による被災地域支援活動】 

 小学校、デイ・ケア・センターの子どもの支援活動の展開、図書館の建設、

台風被災者支援を行うソーシャルワーカーの研修。 

◆アジア社会福祉従事者研修修了生との交流会 

3月7日 

③バハイ・カリンガ触法児童センター（ルソン島・パサイ市） 

 触法少年の保護と教育、障害児のケアと発達支援、子どものいる家庭の

包括的な支援などを展開。 

3月8日 

④サレジオ会（セブ島・北セブメデリン地区） 

 ストリート・チルドレンを対象とした教育、訓練、養成、保護 

【助成事業による被災地域支援活動】 

 防災準備教育センターを拠点とした災害対応力向上セミナー、子どもと教

師のシェルターの確保、教育の提供、被災した女性の生業創出プログラム

（ミシンを使った縫製、洋裁技術訓練） 

◆サレジオ会、セブノーマル大学（サレジオ会と協働活動する大学）との交

流。 

3月9日 

⑤RVM（パナイ島・ロハス市） 

 子どもの教育と自立支援プログラムの実施、教会等の機関と協力した地域

課題への対応 

【助成事業による被災地域支援活動】 

 被災した女性たちの働く場（共同組合型ストア）の建設、簿記・会計、ビジ

ネスマネジメント）教育の実施、・生業支援・能力開発・災害対応力の強

化、生業回復（漁業）支援、小規模起業資金支援（マイクロクレジット） 

3月10日 帰国 
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■ 第 29 回社会福祉士国家試験合格を目指し、第 3 期生が学

習スタート～社会福祉士通信課程短期養成コース 
 

4月 1日より、全社協・中央福祉学院が実施する「第 3期 社会福祉士通信課程短

養成コース」の学習がスタートしました。 

短期養成コースは、社会福祉主事機関を修了後、指定施設において相談援助業

務に 2年以上従事した者等を対象としており、相談援助職の更なるキャリアップに資す

ることが期待されています。 

昨年度卒業の第 2期生の第 28回国家試験合格者数は 130名でした。 

今年度の受講生は 556名（4月 12

日現在）で、レポート課題を中心とし

た通信授業と、全国 3か所（東京・大

阪・ロフォス湘南）で実施する面接授

業に取り組み、来年 1月の卒業（修了）

と国家試験の合格を目指していきま

す。 

本課程の卒業者が、相談援助演習

等を通して学んだ知識・技術をもとに、

社会福祉士として地域の福祉課題に

取り組んでいくことが期待されます。 

 

 

■ 保健福祉広報協会が第 42 回国際福祉機器展

H.C.R.2015のビデオをホームページで紹介！ 

 

全社協と保健福祉広報協会の共催によ

り平成 28年 10月 12日（水）から 14日（金）

を会期に東京ビッグサイトで開催される

「第 43 回国際福祉機器展 H.C.R.2016」

は、次回に向けた準備を進める一方で、

昨年 10月に開催された H.C.R.2015の模

様を紹介したビデオをホームページにア

ップロードしました。 

合格への意気込みを書いて記念撮影 

(↑画像をクリックすると保健福祉広報協会の 

ホームページにジャンプします) 

http://www.hcrjapan.org/movie/hcr2015/
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ビデオでは、世界各国から集まった展示製品のなかで特徴的だった機器がいくつも

紹介されているほか、国内外から来場したユーザーの生の声も収録されるなど、興味

深い内容となっています。 

以下の URL にアクセスいただき、展示会の臨場感あふれる映像をぜひご覧くださ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(※クリックすると保健福祉広報協会のホームページにジャンプします) 

◇「第42回 国際福祉機器展H.C.R.2015ビデオ」 

                        （再生時間：16分3秒） 

     http://www.hcrjapan.org/movie/hcr2015/ 

http://www.hcrjapan.org/movie/hcr2015/
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平成 28年度社会福祉法人経営者研修会・人事管理コース 

       受講者募集のご案内 

 

社会福祉法が改正され、今、社会福祉法人のあり方が大きく問わ

れています。公益性や非営利性の徹底、他の事業主体では対応が

困難な福祉ニーズへの対応、地域社会への貢献などを通じて、存在

意義を発揮しなければなりません。 

一方では、要介護高齢者の増加等

により、福祉・介護人材の大幅な不足

が見込まれています。他業種との人材

争奪戦ともいうべき状況の中で、社会

福祉法人の経営者には、人材の確保・

定着、育成など、総合的な人材マネジ

メントが求められています。 

本研修会では、社会福祉法人が利

用者や社会の期待とともに職員の満足

にも応え、求められる役割を果たして

いくことができる組織づくりをめざす人

事管理のあり方について学びます。 

社会福祉法人にとって必要な人材を「採る力」「活かす力」「育てる力」「処遇する力」

を伸ばすために、ぜひご参加ください。 

 

日 程 平成 28年 6月 3日(金)～5日（日） 

会 場 中央福祉学院（神奈川県三浦郡葉山町上山口 1560-44） 

受 講 料 25,700円 

受講対象 社会福祉法人の役員及び法人の運営に携わる方 

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/ 

採る力・活かす力 

育てる力・処遇する力 

を伸ばす 

(↑画像をクリックすると研修案内にジャンプします) 

http://www.gakuin.gr.jp/
http://www.gakuin.gr.jp/
http://www.gakuin.gr.jp/training/course313.html
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＊設立準備中の法人は対象外となります。 

申込期限 平成 28年 5月 18日(水) 

事前課題 受講にあたっては、事前課題を提出していただきます。 

         詳細は、受講決定通知送付時にお知らせします。 

 

【受講案内・申込書のダウンロードはこちら】 

http://www.gakuin.gr.jp/training/course313.html 

 

※社会福祉法人経営者研修会は、「人事管理コース」のほか、「経営管理コース(9 月

28日～30日」「サービス管理コース(11月 10日～12日)」を開催いたします。 

 

 

平成 28年度「社会福祉協議会・社会福祉施設職員会計実務講座」 

受講者募集のご案内（会計入門研修会を新設） 

 

中央福祉学院では、社会福祉法人や社会福祉協議

会を取り巻く今日的状況やその果たすべき役割を理解

するとともに、組織の経営強化に向けて、「社会福祉法

人会計基準」に基づく会計実務等に係る知識・技術を習

得し、会計実務の向上を図ることを目的とした標記講座

を、8月に開講いたします。 

コースは、初級コース・中級コース（社協会計ならびに

施設会計）・上級コースを設定しており、受講される方の

経験・習熟度に応じて選択いただけます。 

また、本年度より新たに、初級コース受講者のための

「会計入門研修会」を開講し、簿記や社会福祉法人会計

のきわめて基礎的な部分を 3日間で集中的に学習しま

す。 

多くの方のご受講をお待ちしております。 

 

受講期間  平成28年8月1日～平成29年1月31日（6ヵ月間） 

 【通信授業と面接授業を実施します】 

受講対象  社会福祉協議会ならびに社会福祉法人立の社会福祉施設・事業所

等の会計実務担当者・役職員等 

 ※その他の公益法人等が経営する社会福祉施設・事業所等の役職

員行政職員等「新社会福祉法人会計基準」に基づく会計実務を学

習したい方の受講も可能です。 

(↑画像をクリックすると研修案内にジ
ャンプします) 

(※クリックすると中央福祉学院研修案内にジャンプします) 

http://www.gakuin.gr.jp/training/course313.html
http://www.gakuin.gr.jp/training/course313.html
http://www.gakuin.gr.jp/training/course307.html
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定 員 500名 

受 講 料 36,000 円（テキスト・教材費、添削指導料、面接授業料含む） 

申込期限 平成28年6月10日(金)（当日消印有効） 

そ の 他 初級コース受講者を対象に「会計入門研修会」を開催いたします。 

 日 程：8月21日（日）～23日（火） 

 受 講 料：15,700円 

 定 員：100名 

 

【受講案内・申込書のダウンロードはこちら】 

http://www.gakuin.gr.jp/training/course307.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(※クリックすると中央福祉学院研修案内にジャンプします) 

http://www.gakuin.gr.jp/training/course307.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。 

 

 

<図書> 

●福祉サービスの第三者評価受け方・活かし方【保育所版】 

山崎 美貴子 大方 美香 岡田 賢宏 他 著 

 

第二次安倍内閣が掲げる「日本再興戦略 改訂

2015」では、2019 年度末までにすべての保育事業

者において第三者評価の受審が行われていること

を目指すとされるなど、第三者評価を活用した保育

の質の向上が求められています。 

本書は、保育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。 

子どもと保護者、地域の信頼にこたえる質の高い

保育実践の展開と保育所経営の透明化をすすめる

ためにぜひ本書をご活用ください。 

（3月 29日発行、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/esp.cgi?_file=book2807&_page=_index&_page2=contents&_page3=detailbook&_sys_id=2807&_class=010101&_category=ISBN978-4-7935-1200-1
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<月刊誌> 

●特集「権利擁護と福祉サービス」 

『月刊福祉』5月号 

 

2000年（平成 12年）に社会福祉基礎構造改革が

開始されて 15 年が経過し、この間、成年後見制度

や日常生活自立支援事業などさまざまな権利擁護

の取り組みが進展してきました。 

そこで、本特集では社会福祉基礎構造改革の原

点にさかのぼり、権利擁護の理念を再確認するとと

もに、さまざまな権利侵害の実際を取りあげて課題を

整理し、これから推進していくべき権利擁護の実践

の方向性について考えます。 

（4月 6日発売 定価本体 971円税別） 

 

 

●特集「みんなで応援！未来の保育士！」 

『保育の友』5月号 

 

近年の保育士不足、保育士離れは深刻です。将

来の保育士を育てるということからも重要な保育実習

生の受け入れでありますが、受け入れの体制や業務

などとの関係から十分な対応ができず、実習生にと

っても満足が得られにくい状況も見受けられます。ま

た、少子高齢化が進み、核家族世帯が多くなってき

ているなか、次世代育成の視点からも小・中・高校生

のボランティアの受け入れは、乳幼児とふれあうこと

から多くのことを学ぶ機会となり、さらに保育士を志

すきっかけになるなど、保育所の果たす役割は大き

くなっています。 

そこで、座談会や実践事例から、生徒・学生が充実した保育現場での経験を通して、

保育に魅力を感じることができるような取り組み、さらには新制度での保育実習の方向

性について考えました。 

（4月 8日発売 定価本体 581円税別） 

 

【問合せ先：出版部 TEL 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=book2809&_page=_index&_page2=contents&_page3=detailbook&_sys_id=2809&_class=120101&_category=08039
https://www.fukushinohon.gr.jp/esp.cgi?_file=book2808&_page=_index&_page2=contents&_page3=detailbook&_sys_id=2808&_class=120101&_category=03359
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■ 社会保障審議会児童部会 第５回遊びのプログラム等に関する専門委員会【3月28

日】 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000118686.html 

 

■ 『ひきこもり地域支援センター設置運営事業に関する調査』アフターサービス推進室活

動報告書 Vol.22 の調査結果について【3月 30日】 

ひきこもり対策推進事業をより効果的に進めるための手掛かりを得るため、ひきこも

り地域支援センターにおける相談や支援の状況などを調査。 

http://www.mhlw.go.jp/iken/after-service-vol22.html 

 

■ 介護プロフェッショナルキャリア段位制度の在り方に関する検討会における議論をとりまと

め【3月 30日】 

「介護キャリア段位の取組みを踏まえた介護事業所・施設における人材育成の考え

方」と「介護キャリア段位の仕組みの見直し」についてその方向性をとりまとめ。 

http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=220237 

 

■ 厚生労働省、経済産業省、農林水産省、地域包括ケアシステム構築に向けた公的

介護保険外サービスの参考事例集を公表【3月 31日】 

事業者及び地方自治体が公的介護保険外サービスを創出・活用するにあたって参

考となる事例やノウハウを記載した「地域包括ケアシステム構築に向けた公的介護保

険外サービスの参考事例集」（保険外サービス活用ガイドブック）を厚生労働省、経済

産業省、農林水産省において作成。 

http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=220365 

 

■ 「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

公表【3月 31日】 

※ 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/shingi2/0000118686.html
http://www.mhlw.go.jp/iken/after-service-vol22.html
http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=220237
http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=220365
http://zseisaku.net/
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教育・保育施設等における重大事故の再発防止策に関する検討会の最終取りまと

め（平成 27年 12月 21日）を踏まえ、地方自治体宛てに通知。 

http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=220367 

 

■ 総務省、刑務所出所者等の社会復帰支援対策に関する行政評価・監視＜勧告に

対する改善措置状況（2回目のフォローアップ）の概要を公表【3月 31日】 

総務省では、「刑務所出所者等の社会復帰支援対策に関する行政評価・監視」の

勧告（平成 26年 3月勧告）に対する改善措置状況について、法務省及び厚生労働省

からの回答を受け、概要を公表。 

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/102952.html 

 

■ 平成 28年第 5回経済財政諮問会議【4月 4日】 

（１）600兆円経済の実現に向けて（２）経済・財政一体改革について 

http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2016/0404/agend

a.html 

 

■ 復興庁、平成 28年度学生ボランティア促進キャンペーンイベント「今だからできること 

～復興の先を見据えて～」参加団体の募集について【4月 8日】 

平成 24年度から毎年、大学生の方々を中心に、夏休みなどの長期休暇を利用した

被災地におけるボランティア活動への参加を呼びかけるキャンペーンを実施。 

http://www.reconstruction.go.jp/topics/m16/04/20160406105308.html 

 

 

 

 

■ 平成27年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査の調査結果について【3月

30日】 

平成 27年 10月に実施した調査結果を公表。 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/toukei/shogu_tyousa/h27

.html 

 

■ 社会福祉施設等の耐震化状況調査の結果を公表【3月 31日】 

～平成 26年の社会福祉施設等の耐震化率は 87.9％～ 

http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=220263 

 

厚生労働省新着情報より 

http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=220367
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/102952.html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2016/0404/agenda.html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2016/0404/agenda.html
http://www.reconstruction.go.jp/topics/m16/04/20160406105308.html
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/toukei/shogu_tyousa/h27.html
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/toukei/shogu_tyousa/h27.html
http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=220263
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■ 厚生労働省における障害を理由とする差別に関する相談窓口体制を掲載【3月 31

日】 

平成 25年 6月に成立・公布された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する

法律」（障害者差別解消法）に基づき、厚生労働省が実施する施策を掲載。 

http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=220267 

 

■ 平成 27年度保育所等整備交付金（平成 28年度早期着手分）の内示について

（第７次）【4月 1日】 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000119868.html 

 

■ 人口動態統計月報（概数）（平成 27年 11月分）【4月 5日】 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/m2015/11.html 

 

 

＜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。 

http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=220267
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000119868.html
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/m2015/11.html

