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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 

2017（平成 29）年 2月 1日 

日 

 

Action Report 

全 社 協 

第 90号 

Japan National Council of Social Welfare 

          （全社協 ぜんしゃきょう） 

Topics 
 平成 29 年度事業の推進に向けて～都道府県・指定都市社協常務理事・事務局長会議

(平成 29年度 全社協重点事業 主な事業項目) 
 

 デンマーク、スウェーデンの障害者就労支援について学びあう～全国社会就労センター協議会

「平成 28年度リーダー養成ゼミナール修了生フォローアップ研修会」 
 

 中堅職員に求められる、子どもへの支援方法や職員との関係づくり等を学ぶ～全国児童養護

施設中堅職員研修会 
 

 福祉施設等組織としての対応力向上をめざす～スーパービジョン研修会 
 

 都道府県・指定都市社協の中堅職員に求められる役割等を考える～平成 28年度 都道府

県・指定都市社会福祉協議会中堅職員研修会 
 

 災害発生時の都道府県・指定都市社協の支援機能等を議論する～平成28年度 都道府

県･指定都市社協災害ボランティアセンター担当者連絡会議 
 

 生活困窮者自立支援のための厚生事業関係施設等の連携のあり方を協議～全国厚生事

業団体連絡協議会「地域におけるセーフティネット推進セミナー」 
 

 平成 28年度映像レポート「高齢者をささえるまちづくり・ネットワーク（仮題）」制作中！ 
 

 

 

 

社会保障・福祉政策情報 
 

インフォメーション 
権利擁護・虐待防止セミナー、職場研修担当者研修会 

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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■ 平成 29 年度事業の推進に向けて～都道府県・指定都市社

協常務理事・事務局長会議 

 

1 月 27 日、都道府県・指定都市社協常務理事・事務局長会議を 81 名の参加者を

得て開催し、平成 29年度全社協事業の重点や取組み方針等について説明するととも

に、都道府県・指定都市社協をめぐる情勢と課題について情報交換を行いました。 

全社協 髙井康行副会長は

開会挨拶において、社会福祉

法人制度改革への対応につい

て、とくに社協特有の課題につ

いては、都道府県・指定都市

社協からのご意見いただきな

がら厚生労働省と協議を進め、

一定程度の対応がなされることを報告し、引き続き、社協において円滑な対応がはか

られるよう、厚生労働省と協議を重ねてまいりたい、と述べました。 

また、国の政策動向については、「ニッポン一億総活躍プラン」において介護や保

育分野の基盤整備が重点課題とされるとともに、「地域共生社会の実現」が提唱され、

こうした施策は平成 29 年の介護保険法の改正や、30 年度の介護報酬と障害福祉の

報酬の同時改定、生活困窮者自立支援法の見直しにつなげていくこととされており、

今後の動向に注視し、社協活動のさらなる飛躍につながる施策となるよう、多くのご意

見や課題提起をいただきたいと述べました。 

 「地域共生社会の実現」に社協への期待 ～定塚社会・援護局長あいさつ～ 

来賓として出席された厚生労働省 定塚 由美子社会・援護局長は、昨年頻発した

熊本地震をはじめとする大規模災害への社協関係者の被災地支援に対し感謝の意

を表されました。また、現在、厚生労働省で検討が進められている「地域共生社会の

実現」に向けた取組みの推進について、従来の縦割りの制度では解決できない問題

や、制度や公的なセクターだけは対応しきれない地域の様々な課題の解決に向けて、

住民参加の地域づくりと包括的な支援による「我が事、丸ごと」の取組みを進めていく

ために、現在、介護保険法および社会福祉法の改正案を準備しているところであると

して、今後、社協においてもこうした考え方や活動を広めていただくとともに、包括的な

支援に向けては、教育や住まいの分野にも支援の内容を広げていくため、関係者の

ネットワークのハブになっていただきたい、と社協への期待を述べられました。 

その後、事務局長、各部所長から、来年度事業の重点課題に関して、社会福祉法

当日の様子 
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人制度改革の着実な推進と、「地域共生社会の実現」に向けて積極的な対応を基本

的な方向として 29 年度事業を推進していくことを説明するとともに、生活福祉資金貸

付事業や新たな貸付事業、福祉人材確保をめぐる取組み等について、説明を行いま

した。 

そのうえで、社協における特定社会福祉法人の判定対象の特例にかかる次年度以

降の見通し、日常生活自立支援事業の補助単価等について、質疑応答、意見交換が

行われました。 

 

平成 29年度 全社協 重点事業（案） 

主な事業項目 

 

Ⅰ．社会福祉諸制度の改革等への対応 

１．社会福祉法人制度改革への対応 

・社会福祉法人制度改革に関する諸課題への継続的な対応 

・地域における公益的な取り組みの全国的な推進 

・社会福祉法人税制への対応 

２．福祉・介護人材の確保、定着、養成に向けた取り組みの推進 

  ・「地域を支える福祉人材確保・育成・定着の緊急対策」と取組方策をふまえた、人

材確保対策の取組展開の促進 

  ・離職介護福祉士等の届出制度の円滑な実施に向けた取り組みの推進 

  ・福祉施設における人材確保に向けた取り組みの推進 

  ・各種貸付事業の円滑な運営に向けた都府県社協への支援等 

３．生活困窮者自立支援事業の見直しに向けた対応 

  ・課題の解決と取り組みの普及促進及び、平成 30 年度の生活困窮者自立支援制度

の見直しに向けた対応 

４．新たな地域福祉施策への対応 

・「地域共生社会」の実現に向けた社協の取り組みの推進 

５．子ども・子育て支援施策の見直しに向けた対応 

・子ども・子育て支援新制度の 5 年目の見直しに向けた対応 

・児童福祉法改正に伴う新たな社会的養育・地域における児童への包括的な支援体

制への対応 

  ・児童虐待の防止策や子どもの貧困問題への支援策への取り組みの推進 
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  ・全国退所児童等支援事業連絡会における支援事業の推進 

６．障害保健福祉施策の拡充への取り組みの推進 

  ・障害者の権利擁護、共生社会の実現のための環境整備等の一層の推進 

  ・障害福祉サービス等報酬改定に向けた対応 

  ・優先調達推進法の一層の活用に向けた推進活動の継続 

７．高齢者福祉・介護諸制度等の拡充への取り組みの推進 

  ・医療・介護・福祉等全国組織の連携による取り組みの推進 

  ・地域包括ケアシステムや介護保険制度の見直しへの対応 

 ・新地域支援構想会議における取り組みの推進 

  ・認知症高齢者の生活支援の推進 

８．政策委員会の運営を通じた調査研究、提言、要望活動の推進 

  ・政策委員会構成組織との協働による提言・要望 

  ・社会福祉予算の確保および現行の社会福祉法人税制堅持の要望 

  ・社会福祉法人制度改革に関連する取組状況の把握と課題を整理・検証 

・「全社協福祉懇談会」の開催 

 

Ⅱ．福祉サービスの質の向上、権利擁護活動の推進 

１．福祉サービスの質の向上に向けた総合的な取り組みの推進 

  ・「福祉サービスの質の向上推進委員会」における福祉サービス第三者評価の受審や

苦情対応体制の整備等の促進 

２．権利擁護、日常生活自立支援および虐待防止に関する取り組みの推進 

 ・日常生活自立支援事業等の取り組みの推進と総合的な権利擁護体制構築の推進 

 ・障害者の権利擁護にかかる啓発活動の推進 

  ・子ども家庭福祉の推進基盤の形成と児童虐待防止の推進策の検討、推進 

 

Ⅲ．地域福祉推進基盤の拡充と福祉活動・サービスの推進 

１．地域協働による重層的な福祉活動と地域ケア体制の構築 

・小地域を単位とする住民の福祉活動の推進 

・生活支援サービスの推進 

・「社協・介護サービス事業経営の手引き」の普及 

・地域福祉推進の基盤拡充に資する地域福祉計画や地域福祉活動計画の情報収集や

発信 
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２．地域における総合相談・生活支援システムの確立 

  ・生活困窮者自立支援事業、総合相談・生活支援システムの確立に向けた取り組み

の推進 

・自立相談支援事業および任意事業の社協による実施の促進及び、未実施社協にお

ける生活困窮者支援のあり方や推進方策についての検討、相談支援員等の養成研

修の継続実施 

 

３．生活福祉資金貸付事業の充実 

  ・生活困窮者自立支援制度の見直しの動向を踏まえた、生活困窮者自立支援制度と

生活福祉資金貸付制度の効果的な連携の確保に向けた取り組み 

  ・貸付事務費の確保への取り組み 

 

４．民生委員・児童委員活動の一層の推進～民生委員制度創設 100周年記念事業の実施 

  ・ 民生委員制度創設 100周年にあたり、全民児連を中心に、100周年記念大会（平

成 29年 7月 9日・10日）、全国一斉モニター調査等の記念事業を実施する。とく

に、厚労省等と連携・協力し、広く国民に民生委員・児童委員制度の周知に努め

る。 

  ・ また、100周年からの向こう 10年間の民生委員・児童委員活動および民児協活

動の方針や重点課題をまとめた「100 周年活動強化方策」を策定し、それに基づ

く全国的な取り組みを推進する。 

 

５．新たな貸付事業の運営支援 

  ・ 介護福祉士就学資金、保育士修学資金等貸付事業など、都道府県・指定都市社

協における新たな貸付事業の実施状況、貸付状況等を定期的に把握するととも

に、必要な情報を随時提供する。一部の資金については、平成 28年度の貸付実績

が限定的である状況もみられたことから、平成 29年度の貸付状況を踏まえつつ、

関係組織と連携し、貸付事業の周知を図る。 

 

６．ボランティア・市民活動の振興、地域における福祉教育の推進 

 ・ 「市区町村社協ボランティア・市民活動センター強化方策 2015」の推進に向け

て、会議・研修会等での説明を通じて全国の関係者への普及を継続的に行う。 

・ 誰もが社会参加できる地域づくりに向けた福祉教育を推進するため、平成 27
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年度モデル事業「社会的包摂に向けた福祉教育」プログラムに係る事例集の周知・

普及を図る。あわせて、福祉教育のより広い展開や市民の社会参加を促進するた

めの手法に係る研究を進める。 

・ 広域的・全国的な支援を要する災害に対し、災害ボランティアセンターの立ち

上げ・運営等支援を行うとともに、必要な人材の派遣や調整を多様な組織と連携

しつつ実施し、災害ボランティアセンター等の広域的な後方支援を行う。さらに、

被災地の災害ボランティアセンターの負担軽減に向けた情報整理・発信について

の研究を進める。 

 

７．市区町村社協の経営基盤強化支援 

・ 社会福祉法改正等の諸制度改正の動きを踏まえ、「市区町村社協経営指針」の見

直しを行い、会議・研修等を通じ、各社協への周知を図る。 

・ 全社協・地域福祉推進委員会に企画小委員会を設置し、地域福祉の推進と社協

基盤の確立強化に関する検討を行う。 

 

Ⅳ．福祉サービスを担う人材確保、育成への取り組み 

１．福祉人材センター機能と事業の強化 

  ・ 福祉・介護マッチング強化事業への取り組み支援をはじめとする本会のこれま

での取り組み、都道府県福祉人材センターの現状、介護・保育分野の人材確保に

関する諸制度の動向を踏まえ、各センターの機能強化に向けた取り組みの一層の

推進を図る。 

  ・ 中高年齢層や、未就業の女性等への啓発等により福祉、介護の仕事への従事に

向けた働きかけを行うとともに、求人事業所に対する人材マネジメントに関する

研修の実施や研修資料の普及等を行い、多様な人材の参入の促進と、多様な求人

ニーズに対応した更にきめ細かなマッチングの充実強化を図る。 

 

２．中央福祉学院研修事業の充実 

  ・ 「介護福祉士実務者研修課程」の実施県・市社協における円滑な研修運営を支

援するため、事務担当者会議を開催して情報共有を図るとともに、受講者拡大に

向けた広報活動の強化に取り組む。また、講師団会議を開催し教育内容の標準化、

指導方法の統一を図る。未実施県・市社協に対しては、研修の意義・必要性を引

き続き周知するなど、県・市社協での実施を促進する。 
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・ 「福祉職員キャリアパス対応生涯研修課程」の都道府県・指定都市社協（研修

実施機関）における本課程の実施促進とともに、種別協議会と協力した社会福祉

法人等の受講促進など、引き続き普及・定着を図る。 

・ 「社会福祉士養成通信課程（短期養成課程）」の円滑な実施と国家試験受験対

策講座の充実を図るとともに、さらなる受講者拡大の方策を検討する。 

 

Ⅴ．社会福祉に関する国際交流・支援活動の推進 

・ 国際活動に取り組む福祉関係団体や国際交流・支援活動を行う NGO 団体など

との連携強化、国内に向けた海外の福祉情報の提供の充実、日本の福祉に関する

情報と全社協の活動の海外への発信、海外からの日本訪問の受け入れ等を充実・

強化する。そのために、国際交流・支援会員制度の会員の拡大を図る。また、国

際社会福祉協議会（ICSW）および同北東アジア地域（NEA)の活動に全社協とし

て加盟・参加することをとおして、国際社会福祉の進展に寄与する。 

・ アジア各国における社会福祉関係者のネットワークの拡充に向け、アジア社会

福祉従事者研修を実施するとともに、「修了生支援事業」を実施し、修了生の母国

における福祉活動への支援（助成）を行う。 

・ アジア社会福祉従事者研修の修了生の母国を中心にアジアの国ぐにを訪ねるス

タディー・ツアーを実施し、各国の福祉活動に接し、意見交換を行うことにより、

それぞれの国の実情を学ぶとともに交流を深め、日本の民間社会福祉関係者によ

る国際協力・支援活動の充実につなげる。 

・ 台湾・韓国・日本の民間社会福祉代表者会議を開催する（12 月・大阪）。台湾・

韓国・日本の社会福祉をめぐる課題や民間社会福祉関係者の取り組みについて情

報交換を行い、3 か国間の相互理解と協力関係の強化を図る。 

 

Ⅵ．広報事業及び参考図書刊行事業の充実・強化 

１．広報事業の充実・強化 

 ・ 福祉関係者の活動に対する社会的な共感や理解を得るべく、マスコミ関係者へ

の働きかけを通じ、社協、社会福祉法人・福祉施設、民生委員・児童委員等の活

動に関する PR を広く国民に届くよう積極的に進める。 

  ・ 「全社協 ActionReport」を月２回発行し、種別協議会の動きや各福祉分野の改

革への対応、社会福祉法人制度改革への取り組みなど、時宜にかなった情報提供
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を行い、一層の内容の充実を図る。 

・ マスコミ関係者に向けたプレスリリースの配信を定例化して全社協の取り組み

についての情報提供を行うとともに、定期的な懇談による日常的な関係づくりを

進め、本会の広報機能の充実・強化を図る。 

・ 社会福祉事業（施設）、活動や重点課題に関して、広く国民向けの解説、動画や

事例による紹介を作成し、ホームページ上に公開する。 

・ 会議・セミナー等に開催を通じ、都道府県・指定都市・市区町村社協、福祉施

設等への広報力の強化支援を行う。 

 

２．参考図書刊行事業の企画内容の充実・販売強化 

  ・ 本会全体の取り組みとして、月刊雑誌および参考図書の内容の充実を図り、幅

広い福祉関係者にとって有意義で活用される雑誌・図書を刊行する。 

・ 参考図書刊行事業の収益の拡大に向け、社会福祉制度の動向等をふまえた企画

の充実や、購読者ニーズにマッチした企画・編集に努め、時宜にかなった企画・

刊行を進める。 

・ 月刊誌の定期購読者の継続促進、購読者の拡大に向けた方策の検討を行うとと

もに、新刊図書の綿密な販売計画の策定や、各養成校等における教科書採用等の

販路拡大に重点的に取り組むなど、月刊誌・参考図書の販売促進と広報宣伝の強

化に努める。 

 

Ⅶ．都道府県・指定都市社協の連絡調整・支援、本会経営管理体制の強化 

１．都道府県・指定都市社協の経営のあり方に関する検討、提示 

・ 都道府県・指定都市社協の経営に関する委員会において、福祉諸制度改革等の

影響による都道府県社協・指定都市の経営環境・課題を踏まえ、経営にかかる基

本的な指針等の枠組みについて検討する。 

・ また、同委員会において、「福祉ビジョン第 2 次行動方針」に関する都道府県社

協、指定都市社協での取組方針等に基づく事業・活動を促進する。 

 

２．新霞が関ビルの安定経営の確保、ロフォス湘南の管理・運営 

・ 新霞が関ビルの安定経営の確保に向けては、良質なビル環境の維持、必要な設

備更新等を行い、もって入居テナントとの契約維持、賃料収入の確保に努める。 

・ ロフォス湘南の運営については、中央福祉学院主催研修を基本としつつ、種別
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協議会等の利用を勧奨し、施設利用の促進を図る。また、宿泊施設の経営方針に

基づき、受講者ニーズを踏まえたサービスの向上を図るなど、宿泊施設の稼働率

を確保する。施設の運営管理については、中長期修繕計画を踏まえ、必要な設備

更新等に取り組む。 

３．「全国社会福祉団体職員退職手当積立基金」の運営 

 ・ 引き続き財政状況および市場動向を注視しつつ、安定的な制度運営の推進と適

切な資産運用を進めるとともに、加入団体に対する適宜・適切な情報提供を行う。 

 

４．より適正な業務執行体制の確立 

 ・ 第二期中期経営計画を踏まえ、事業の重点化、効率化を進めるとともに、ガバ

ナンスの強化、財務規律に沿った財政管理に取り組む。また、本会事業・組織に

ついて、社会福祉法人制度改革の動向を踏まえつつ、ナショナルセンターとして

の機能強化の観点から必要な見直しを進めるとともに、事務局機構・体制の強化

に向けて計画的な実施を図る。 

 ・ 監事ならびに会計監査人との連携のもと、適正な事業執行体制と内部統制機能

の強化を図る。 

 

Ⅷ．大規模災害対策の推進および大規模災害被災地福祉関係者の支援 

・ 大規模災害対策基本方針に関して、都道府県・指定都市社協を中心とした関係

団体における対応状況を確認しつつ、今後の対応方策について検討を深め、同方

針に基づく災害時の対応力の強化に向けて、必要な体制整備や手順の具体化を図

る。あわせて、本会「緊急事態に対する業務継続計画（BCP）」の実施体制の維持・

強化を図り、有事に備える。 

・ また、東日本大震災や熊本地震をはじめ、大規模災害被災地社協に対する情報

交換と共有の場への支援、県社協の被災市町村社協への支援の協力を行うととも

に、支援活動の状況、成果や課題等を検証し、大規模災害対策基本方針の具体化

をはじめ、今後の対応のあり方検討につなげる。 
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■ デンマーク、スウェーデンの障害者就労支援について学びあう～

全国社会就労センター協議会「平成 28年度リーダー養成ゼミ

ナール修了生フォローアップ研修会」 
 

 

全国社会就労センター協議会(会長 阿由葉 寛／以下、セルプ協)では、次代を担

う人材育成を主眼に実施している「リーダー養成ゼミナール」の修了生の定期的な学

びの場と、交流の場の提供

を目的とした「リーダー養成

ゼミナール修了生フォロー

アップ研修会」を毎年度開

催しています。 

本年度は、平成 28年 9月

に北欧の 2 ヵ国（デンマーク、ス

ウェーデン）を訪問し実施された「第 10 回 海外障害者雇用・就労事情視察セミナー」

の報告に係るプログラムを盛り込み、1月16～17日、34名の参加を得て開催しました。 

1 日目は、阿由葉会長による情勢説明「障害者就労支援の動向と対応」に続き、上

記海外セミナーに関して、セルプ協関係者による視察状況の報告がありました。デン

マークにおいては、障害者の賃金補填を併せた柔軟な労働条件による就労制度（フ

レックスジョブ）等について、スウェーデンにおいては、障害者を保護雇用し、わが国で

いうところの施設外就労を主に行って、年間に 1,100 人を一般の労働市場に送り出し

ている企業サムハル等の取組み等について報告が行われました。 

その後、意見交換が行われ、参加者からは、北欧における障害者の就労事情はそ

の施策を含め、わが国のものと大きく異なっているが、就労支援を進めるための独自

の仕組みなど効果を生んでいる部分については理解を深め参考にしていきたい等の

意見が出されました。 

2 日目は、リーダー養成ゼミの修了生による施設・事業所における取組みについて、

発注拡大、施設外就労、職場環境づくりに関する 3 つの実践報告があり、その後、今

後の参加者各自の取組みに繋げるためのグループ討議が行われました。 

 

 

 

 

 

 

当日の様子 
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 中堅職員に求められる、子どもへの支援方法や職員との関係

づくり等を学ぶ～全国児童養護施設中堅職員研修会 
 

1 月 17～19 日、全国児童養護施設協議会(会長 藤野 興一)は、200 名の参加者

を得て、全国児童養護施設中堅職員研修会を開催しました。 

研修会では、人材育成のために中堅職員が取組むべきことや、性暴力が子どもの

発達に与える影響とそれに対する支

援、子どもへの日常の支援やともに

働く職員との関係づくりなど、実践に

即座に活かすことができるヒントを考

察しました。バズセッション・演習で

は、グループごとに参加者がテーマ

を設定し、中堅職員の課題や担う役

割など議論を深めました。 

 

 

 

 福祉施設等組織としての対応力向上をめざす～スーパービジョ

ン研修会 
 

中央福祉学院では、1月 19～21日にかけて、スーパービジョン研修会を開催しまし

た。全国から 84 名にご参加いただき、様々な演習を通してスーパービジョンの理解を

深め、組織として取組む意義等を学びました。初日には、様々な新しい知識に戸惑っ

た様子であった受講者も、2 日目、3 日目と研修を進めていくなかで、学びを深め、活

き活きとした表情に変わっていきました。 

受講者からは、「全ての人に尊厳を持って接する大切さを再認識することができた。」

「上司として意味のある言葉を言わなければ、まとめなければと思っていたが、解決を

すぐに求めるのではなく、現状での本人の良い点を見つけ、本人の力を引き出すこと

が大切であるのだと感じた。」「スーパービジョンは、今まで自組織では行われていな

いと思っていたが、自覚がなかっただけで、実際は日常業務の様々な場面で行われ

ていたのだと知った。今後は目的を持って意識したスーパービジョンを行いたい。」な

ど、数多くの前向きな感想をいただきました。 

来年度の本研修会は、平成 30年 1月 18～20日に開催を予定しています。 

 

 

演習の様子 
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 都道府県・指定都市社協の中堅職員に求められる役割等を

考える～平成 28 年度 都道府県・指定都市社会福祉協議

会中堅職員研修会 
 

1 月 16～18 日にかけて標記研修会を開催しました。全国から 45 名が参加し、3 日

間の講義・演習を通して参加者一人ひとり、当面の重点目標とそれに向けたアクション

プランを設定しました。3日間の主な内容は下記の通りです。 

1 日目は、全社協 野崎事務局長より、制度動向において注目すべきポイントや都

道府県・指定都市社協の役割、地域福祉の考え方や社協が抱える課題とともに、中堅

職員への期待についての講義がありました。その後、北翔大学 林 恭裕先生の進行

のもと、グループごとに SWOT 分析を行い、都道府県・指定都市社協の置かれている

状況を理解しました。 

2 日目は、初日とグループ編成を変更し、午前中は都道府県・指定都市社協の中

堅職員に求められる役割をセブンクロス法で検討しました。いずれのグループも、具体

的な行動目標を立てることで現実的な議論が展開されました。都道府県・指定都市社

協からは 3 名のファシリテーター（神奈川県社協 高橋 元央 氏、新潟県社協 横堀

直樹 氏、仙台市社協 早川 敏 氏）に参加いただき、適時コメントをいただきました。   

午後には、各自のリーダーシップスタイルの診断を行った後、これまでのワークを通

じて各々の重点取組課題の設定をしました。 

最終日は、ファシリテーターとして参加いただいていた 3名の方より「私のターニング

ポイント」をテーマにご報告をいただき、その後キャリアデザインを一人ひとりが描きま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

研修を通じて受講者相互の交流も進み、社協職員同士のネットワーク形成および

情報交換の場となりました。 

 

 

研修最終日に撮影した集合写真 
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 災害発生時の都道府県・指定都市社協の支援機能等を議論

する～平成 28 年度 都道府県･指定都市社協災害ボラン

ティアセンター担当者連絡会議 
 

1 月 20 日、都道府県・指定都市社会福祉協議会の災害ボランティアセンター担当

者連絡会議を、60 名の参加を得て開催しました。当日は内閣府防災担当や厚生労働

省地域福祉課からも出席を得ました。 

平成 28 年度は、4 月の「平成

28 年熊本地震」をはじめに、8 月

からの一連の台風、10 月の鳥取

県中部を震源とする地震などの

災害がたて続けに発生し、被災

した市町村では、災害ボランティ

アセンターを開設・運営するな

ど、被災者の支援が行われまし

た。また、年末には新潟県糸魚川市の大規模火災が発生し、ニーズ調査やボランティ

ア活動のためのセンターが開設されました。 

本会議では、本年度に発生し

た災害への支援活動や現状につ

いての被災県市社協からの報告

に加え、災害支援の全国的なネッ

トワークの直近の動きについて情

報提供を行うととともに、同時多発

や広域での災害が発生した際の

都道府県・指定都市域での支援

の機能や役割、ブロック派遣のあり方などについて、地域別に分かれて議論を行いま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

熊本地震についての報告(熊本県社協) 

地域別に分かれての議論の様子 



 

14  

 生活困窮者自立支援のための厚生事業関係施設等の連携

のあり方を協議～全国厚生事業団体連絡協議会「地域にお

けるセーフティネット推進セミナー」 
 

全国厚生事業団体連絡協議会（会長 大西 豊美／全国救護施設協議会、全国

更宿施設連絡協議会、全国身体障害者福祉施設協議会、全国婦人保護施設等連絡

協議会の 4 団体で構成）は、生活困窮者支援を一層推し進めることを目的に、地域の

セーフティネット施設として専門機関や関係施設等とのネットワークづくりの実践とその

充実をめざして、「平成 28年度（第 10回）地域におけるセーフティネット推進セミナー」

を 1月 24～25日に開催しました。 

関係施設役職員等約 100

名が参加し、初日は、生活

困窮者自立支援制度の施

行状況の行政説明と、連絡

協議会を構成する 4 団体か

ら生活困窮者のためのネット

ワーク支援に関する取組み

の報告が行われたのち、厚

生事業関係施設を中心とし

た地域での支援ネットワークづくりの推進についてグループ討議を行いました。 

2 日目は、「他機関・施設等に学ぶ生活困窮者支援の実践」をテーマに、府中刑務

所 桑原 行恵福祉専門官から、刑務所における障害者等の社会復帰支援の実践を

お話しいただきました。 

また、刑務所を出所した人などを支える福祉・司法関係者が昨年 11 月に立ち上げ

た「生きにくさを抱えた障害者等の支援者ネットワーク」代表理事 石川 恒 氏（栃木

県／障害者支援施設かりいほ施設長）から強度行動障害のある人の支援事例や、坪

内 千仁相談員(大阪府／自立支援センター舞洲)および中西 純也生活指導員(神

戸市／救護施設ヨハネ寮)から、それぞれ自立相談支援事業の取組みと認定就労訓

練事業・就労訓練準備事業について実践報告をいただきました。 

参加者からは「自施設の中だけで支援を完結しようと思うのではなく、関係施設や機

関とつながっていくことで支援の幅がさらに広がることを学んだ」「他施設の支援の実

践を知ることで、新たな視点に気がつくことができ、連携のためにどのような働きができ

るかを考えるきっかけになった」等の感想がありました。 

 

 

ネットワークづくりのためのグループ討議 
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■ 平成 28 年度映像レポート「高齢者をささえるまちづくり・ネット

ワーク（仮題）」制作中！ 
 

全社協政策企画部広報室では、地域で暮らす

高齢者を支える専門職や地域住民の連携により

高齢者が地域でいきいきと暮らし、活躍している

様子等を通じて、福祉への理解・取組の促進に

資することを目的とした映像レポート「高齢者をさ

さえるまちづくり・ネットワーク(仮題）」を制作中で

す。 

本映像レポートでは、3カ所の社協の取組みを

紹介することとしており、1月には、中山間地域にある社協の取組みを取材しました。地

域住民が主催するサロン活動や地域住民による見守り、声掛けの取組み、また高校

生がボランティアとして主体となって運営する雪かき支援等を撮影しました。 

本映像レポートは、この後、2カ所の社協の取組みを取材・撮影し、3月中旬を目途

に全社協ホームページ等で公開するとともに、全社協主催の研修等で上映予定で

す。 

なお、本会広報室で制作した過去の映像レポートは、下記の URL よりご覧いただけ

ます。 

 

◇「地域で人と人をつなぐ福祉～支え、見守る社協活動2016」 

（平成27年度映像レポート） 

https://www.youtube.com/watch?v=8T8yGXgeAPQ 
 

◇「福祉現場の実践者が語る7voices」 

 (平成26年度映像レポート) 

http://youtu.be/aJTZcaOLhyY 
 
◇「未来へつなぐ～東日本大震災後の福祉の取り組み」   

（平成25年度映像レポート） 

https://www.youtube.com/watch?v=bNBy34NihoE 
 
◇「子どもたちの未来を守る児童養護施設」 

（平成24年度映像レポート） 

https://www.youtube.com/watch?v=UrKr4h9NO80 

  

クリックすると画像が拡大します 

サロン活動の様子を撮影 

https://www.youtube.com/watch?v=8T8yGXgeAPQ
http://youtu.be/aJTZcaOLhyY
https://www.youtube.com/watch?v=bNBy34NihoE
https://www.youtube.com/watch?v=UrKr4h9NO80
http://zenshakyo.net/download/H27_dvd.pdf
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■ 【内閣府】平成 29年度経済見通しと経済財政運営の基本的態度について【1月 20日】 

経済見通しと経済財政運営の基本的態度について閣議決定された。 

http://www5.cao.go.jp/keizai1/mitoshi/mitoshi.html 

■ 【内閣府】平成 29年第 1回経済財政諮問会議【1月 25日】 

中長期の経済財政の展望と再生や米国等の国際経済、経済財政諮問会議の今後

の検討課題について話し合われた。 

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

 

 

 

 

■ 平成 28 年 放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）の実施状況（５月

１日現在）【1月 16日】 
 
放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）における、平成 28 年の実施状況の

取りまとめ。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000148584.html 

■ 平成２８年度民生委員・児童委員の一斉改選結果について【1月 16日】 

前回の一斉改選（平成 25年度）と比較して、定数は 2,081人増、委嘱数は 53人増

であり、定数に対する委嘱数の割合（充足率）は、96.3％となった。 

※ 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 

厚生労働省新着情報より 

http://www5.cao.go.jp/keizai1/mitoshi/mitoshi.html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2017/index.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000148584.html
http://zseisaku.net/
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http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000148638.html 

■ 第 4回生活保護受給者の健康管理支援等に関する検討会【1月 18日】 

生活保護受給者の医療・健診データ等の情報基盤の構築について、生活保護受

給者の子どもへの健康支援における現状と課題等について話し合われた。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000148910.html 

■ 第 135回社会保障審議会介護給付費分科会【1月 18日】 

平成 29年度介護報酬改定に関し、介護報酬の見直し案等が示された。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000148990.html 

■ 平成 28 年度全国厚生労働関係部局長会議（全体会議・厚生分科会）【1月 19日】 

都道府県、指定都市及び中核市を対象に開催する全国厚生労働関係部局長会議

（全体会議・厚生分科会）の資料 

http://www.mhlw.go.jp/topics/2017/01/tp0117-1.html 

■ 介護保険事業状況報告 平成 28年 10月分【1月 19日】 

平成 28年 10月分の介護保険事業の状況報告。 

http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/osirase/jigyo/m16/1610.html 

■ 第 6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【1月 23日】 

これまでの議論を踏まえ、生活困窮者自立支援のあり方に関する論点整理がされ

た。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000149286.html 

■ 第 28回社会保障審議会生活保護基準部会【1月 25日】 

平成 29年度における生活保護基準の検証作業の進め方が議論された。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000149466.html 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000148638.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000148910.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000148990.html
http://www.mhlw.go.jp/topics/2017/01/tp0117-1.html
http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/osirase/jigyo/m16/1610.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000149286.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000149466.html
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■ 介護給付費等実態調査月報（平成 28年 11月審査分）【1月 27日】 

平成 28年 11月分の介護保険事業の状況報告。 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/kyufu/2016/11.html 

 

 

 

 

 

  

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/kyufu/2016/11.html
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平成 29年度 社会福祉主事資格認定通信課程 受講者募集期間延長のご案内 

～民間社会福祉事業職員課程・春期コース～ 

 

全社協・中央福祉学院では、標記通信課程の平

成29年度受講者を募集します。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、高齢

者福祉、障害者福祉、児童福祉などの民間社会福

祉事業の多くの現場においても、職員の基礎的な

資格として準用され、広く取得されています。 

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。 

本課程の受講申込期間を、当初の締切日（1月 31日）から、平成 29 年 2月 28日

（火）まで延長いたします。詳しくは受講案内をご覧いただき、是非受講をご検討くだ

さい。皆様のお申し込みをお待ちしております。 

 

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） 

 

 

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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(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・事業所に従事していること。 

(5)申込期限： 平成 29年 2月 28日（火）【当日消印有効】 

(6)詳細・申込： 中央福祉学院ホームページ 

 

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。 

 

 

 

 

●特集「外出支援で楽しみの多い生活を」 

『ふれあいケア』2月号 

 

張りのある生活、楽しみが多い生活を利用者に

送っていただくために、意識的に外出の機会をつく

ることは大切です。買い物や散歩といった外出は、

日々の楽しみになるばかりでなく、生活のリズムや心

のゆとりを生み出すことができます。 

家や施設に閉じこもらず、外に出ることの効果をあ

らためて考えます。 

（1月 20日発売 定価本体 971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/esp.cgi?_file=book2869&_page=_index&_page2=contents&_page3=detailbook&_sys_id=2869&_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/
https://www.fukushinohon.gr.jp/
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●特集「平成 28年度『生活保護就労支援員全国研修会』から」 

『生活と福祉』1月号 

 

本号の特集は、平成 28年 11月 16～18日に開

催された平成 28年度「生活保護就労支援員全国研

修会」における研修会の抄録を掲載します。 

生活保護制度・自立支援制度の動向と課題をは

じめ、関係諸制度の状況説明の他、各地の就労支

援の取組みを紹介しています。 

（1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=book2870&_page=_index&_page2=contents&_page3=detailbook&_sys_id=2870&_class=120101&_category=05595

