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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 5月 15日 

日 

 

Action Report 

全 社 協 

第 97号 

Japan National Council of Social Welfare 

          （全社協 ぜんしゃきょう） 

Topics 

 全社協 種別協議会・団体連絡会等 総会等報告 

●平成 29・30年度期、阿部一彦会長を選出～障害関係団体連絡協議会総会 

●髙橋紘会長再選、平成 29・30年度の体制がスタート～日本福祉施設士会 
 

 医療的ケア提供体制の充実や人員配置体制加算の充実を要望～平成 30年度障

害保健福祉関係制度改善・予算要望書等を提出  
 

 各都道府県組織を通じて寄せられた意見を基に就労支援施策の拡充を要望～「今

後の障害福祉関係予算及び制度改善等にかかる要望（重点事項）」を提出（全

国社会就労センター協議会） 
 

 全国の福祉研修機関初任職員が、研修の基礎を学ぶ～都道府県・指定都市社会

福祉研修実施機関職員研修会 
 

 葉山町の高齢者493名を招き「落語」を楽しむ～「ロフォス湘南 第22回五月の会」 
 

 
 

 

 

社会保障・福祉政策情報 
 
インフォメーション 

利擁護・虐待防止セミナー、職場研修担当者研修会 

こころ豊かに、希望をもって 

高齢社会を生きる 
ふくし映像レポート 
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■ 全社協 種別協議会・団体連絡会等 総会等報告 
 

 平成 29・30 年度期、阿部一彦会長を選出～障害関係団体連絡協

議会総会 

 

障害関係団体連絡協議会(会長 阿部 一彦)は、5月1日、平成29年度協議員総会

を開催し、平成28年度事業報告（案）及び決算、平成29年度事業計画（案）及び予算

（案）の審議を行いました。 

今年度事業計画では、平成28年度からの継続事業である「地域での支えあいに関

する研究」事業や、障害関係施策に関する情報共有や検討、理解普及等のための障

連協セミナーを主要事業とする案が承認されました。 

続いて、役員の改選を行い、新会長に日本身体障害者団体連合会の阿部 一彦

氏、副会長に日本知的障害者福祉協会の橘 文也氏、全国手をつなぐ育成会連合

会の久保 厚子氏が選出されました。 

阿部会長より、「障害福祉の困難な局面にあって、役員、協議員、事務局の皆さんと

取り組みを進めてまいりたい」とあいさつがありました。 

 

平成 29・30年度役員体制（会長・副会長） 

          （敬称略） 

役 職 氏  名 選出団体における役職 

会 長  阿部  一彦  日本身体障害者団体連合会 会長 

副会長  橘文  文也  日本知的障害者福祉協会 会長 

副会長  久保  厚子  全国手をつなぐ育成会連合会 会長 

 

 

【障害関係団体連絡協議会】 

http://www.shakyo.or.jp/bunya/shougai/dantai/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

↑ＵＲＬをクリックすると全社協ホームページにジャンプします。 

http://www.shakyo.or.jp/bunya/shougai/dantai/index.html
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 髙橋紘会長再選、平成 29・30 年度の体制がスタート～日本福祉施

設士会 

 

日本福祉施設士会(会長 髙橋 紘)は、5月 9 日、平成 29年度第 1回代議員会を

開催しました。平成 28 年度事業報告、決算の各議案が原案どおり承認された後、平

成 29・30 年度の役員改選を行い、髙橋 紘会長（東京都・至誠第二保育園）が再選さ

れました。また、副会長には、岡田 好清氏（熊本県・善隣保育園）、村上 耕治氏（秋

田県・県北報公会）、古谷田 紀夫氏（神奈川県・みなみ風）が再選されました。 

髙橋会長は、就任のあいさつの中で、「誰もが人のた

めに働くことに生きがいを感じられるよう、会のために力

を尽くしたい」と述べました。 

日本福祉施設士会では、従来から取組んできた生涯

研修事業の充実や情報提供の他、本年度より「福祉施

設士」実践プロジェクトを立ち上げ、実践事例の収集と公

表を進めるとともに、全社協・社会福祉施設協議会連絡

会他、各種別協議会事業との連携を通して、「福祉施設

士」資格について、社会福祉法人・福祉施設関係者の理解促進と社会からの認知向

上を図っていくこととしています。 

 

平成 29・30年度役員体制（会長・副会長） 

         （敬称略） 

役 職 都道府県 氏  名 施 設 名 

会 長  東京都 髙橋田田紘  至誠第二保育園 

副会長  熊本県 岡田田好清  善隣保育園 

副会長  秋田県 村上田耕治  県北報公会 

副会長  神奈川県 古谷田田紀夫  みなみ風 

 

【日本福祉施設士会】 

http://www.dswi-sisetusi.gr.jp/ 

 

 

 

 

 

あいさつを述べる髙橋会長 

↑ＵＲＬをクリックすると日本福祉施設士会ホームページにジャンプします。 

http://www.dswi-sisetusi.gr.jp/
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■ 医療的ケア提供体制の充実や人員配置体制加算の充実を要

望～平成 30 年度障害保健福祉関係制度改善・予算要望書

等を提出（全国身体障害者施設協議会） 
 

全国身体障害者施設協議会（会

長 日野 博愛／以下、「身障協」）

は、4 月 25 日、障害者支援施設が

障害者の安全・安心な生活を保障し

ていくため、医療的ケア提供体制の

充実にかかる常勤看護職員等配置

加算の充実や、最重度の身体障害

者等を支援する障害者支援施設の

機能強化に向けた人員配置体制加

算の充実を最重点要望とする、平成 30 年度障害保健福祉関係制度改善・予算要望

を厚生労働省に提出しました。 

身障協の会員施設では、利用者の障害の進行や重度・重複化に伴う日中の通院

対応、夜間の医療的ケア、ナースコールへの対応が増加しており、ケアの提供体制の

一層の充実が求められています。 

また、平成 28年熊本地震や鳥取地震等の自然災害、相模原市の障害者支援施設

における殺傷事件などでも課題として明らかとなった、地域に開かれた施設運営を基

本とした障害者支援施設における防災・防犯対策への対応、特に、大規模災害等に

備えた人員配置体制の整備は喫緊の課題となっています。 

こうした現状を踏まえ、要望書では、人材不足が深刻化するなか、ケアの質を確保

し、高めていくために欠かせない人材の確保のための支援施策（抜本的な報酬の改

善等）と、職員の質の向上を図るための支援施策（研修や資格取得の支援等）の推進

を要望しており、要望書を厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 障害福祉課

長に手交し、現状を伝えました。 

また、当日は、改正介護保険法案に関わる意見書も提出し、障害福祉の視点から

の地域共生社会のあり方や、今年度検討が行われる平成 30 年度障害福祉サービス

等報酬改定の方向性等に関する意見交換を行いました。 

 

【要望書全文】 http://www.zseisaku.net/ActionReport/shinsyokyo-h30yobo.pdf 

 

障害福祉課長に要望書を手交する日野身障協会長 

↑ＵＲＬをクリックすると要望書にジャンプします。 

http://www.zseisaku.net/ActionReport/shinsyokyo-h30yobo.pdf
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【意見書全文】 http://www.zseisaku.net/ActionReport/kaigohoken-iken.pdf 

 

 

■ 各都道府県組織を通じて寄せられた意見を基に就労支援施策

の拡充を要望～「今後の障害福祉関係予算及び制度改善等

にかかる要望（重点事項）」を提出（全国社会就労センター

協議会） 
 

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」）は、障害者

就労支援に関係する制度・予算を中心にまとめた「今後の障害福祉関係予算及び制

度改善等にかかる要望（重点事項）」を、4 月 20 日に厚生労働省（障害福祉課長）に

提出しました。 

同要望は、障害者総合支援法の施行（平成 25年 4月）を前に、各都道府県のセル

プ協組織を通じて全国の会員施設から寄せられた意見を基にまとめた「セルプ協『働

く・くらす』にかかる現行制度の課題と改善の方向」（セルプ協が各種制度予算要望活

動を行う上での基本としているものです）について、同法の改正を機に改めて各都道

府県組織から意見をいただき、その内容を基にとりまとめたものです。 

要望では、①優先調達推進法のより一層の推進（具体的には、発注額への実勢価

格の反映、随意契約による調達金額条件の撤廃）、②目標工賃達成加算の要件緩和

（最低賃金の３分の１以上等、工賃実績のみでの評価）、③食事提供体制加算の存続

（一律な経過措置の廃止への反対）、④グループホーム等の住まいの環境整備のた

めの予算拡充（グループホーム整備に係る諸経費への対応等）、⑤「就労定着支援事

業」等の改正障害者総合支援法施行事項の詳細決定に関わる協議の機会の確保、

以上５点を特に配慮いただきたい事項として挙げています。 

とりわけ、②の目標工賃達成加算の要件緩和については、社会保障審議会障害者

部会報告書（平成 27年 12月）の中での「就労継続支援Ｂ型については、高工賃を実

現している事業所を適切に評価するなど、メリハリをつけるべきである」との提起が、平

成 30年度障害福祉サービス等報酬改定において具体化されることが想定されること

から、セルプ協として非常に重要な課題であるととらえています。加えて、⑤の就労定

着支援事業については、平成 30年度施行の新サービスであり、就労移行支援事業

所関係者を中心に協議してまとめた枠組みの提案や課題について説明しました。 

 

↑ＵＲＬをクリックすると意見書にジャンプします。 

http://www.zseisaku.net/ActionReport/kaigohoken-iken.pdf
http://www.zseisaku.net/ActionReport/kaigohoken-iken.pdf
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【要望書】 http://www.zseisaku.net/ActionReport/SELP-h290420yobo.pdf 

 

 

■ 全国の福祉研修機関初任職員が、研修の基礎を学ぶ～都道

府県・指定都市社会福祉研修実施機関職員研修会 
 

中央福祉学院は4月25～27日、「平成29年度 都道府県・指定都市社会福祉研修

実施機関職員研修会」を開催しました。今回の研修会には、全国29ヵ所の社会福祉

研修実施機関から41名が参加し、社会福祉研修実施機関の初任職員として、必要な

研修事業の企画・運営管理能力の基礎について、演習を行いました。 

初日は、「社会福祉を取り巻く動向

と社会福祉研修実施機関への期待」

について社会福祉法人 松渓会 理

事長 武居 敏氏の講義に始まり、研

修管理の基本と担当職員に求められ

る役割について、理解促進討技法や

セブンクロス等の演習技法を活用し

ながら、体験的に考察しました。 

2 日目は、社会福祉研修実施機関

の置かれている現状についてＳＷＯＴ分析を行い、そのうえで、ＯＦＦ-ＪＴ研修の企画

を立案しました。 

最終日は、「社会福祉研修実施機関の役割と担当者としてのスタンス」について、東

京都社協の小島 敏則氏、長崎県社協の松本 隆氏らを交えたパネルディスカッショ

ンを行い、社会福祉研修実施機関の現状と課題について考察しました。最後に、3 日

間の研修会を通じて、担当職員としての行動指針を作成し、受講者全員で共有を図り

ました。 

今回の研修を通じて、社会福祉研修実施機関が、都道府県・指定都市における研

修ニーズを的確に把握し、福祉サービスの質の向上に資する研修が実施されることが

期待されます。  

 

 

 

 

 

↑ＵＲＬをクリックすると要望書にジャンプします。 

演習では、実際にさまざまな技法を用いることで、講
義内容とともに演習技法の理解が深まります。 

http://www.zseisaku.net/ActionReport/SELP-h290420yobo.pdf


 

 7 

■ 葉山町の高齢者 493 名を招き「落語」を楽しむ～「ロフォス湘

南 第 22回五月の会」 
 

中央福祉学院(ロフォス湘南)では、毎年地域貢献の一環として、葉山町在住の高齢

者を無料招待し落語を楽しむ「ロフォス湘南 五月の会」を開催しています。第22回目

となる今年は、5月10日に開催し、493名の住民の方々にご来場いただきました。 

葉山町の山梨 崇仁町長からのあいさつの後、この春に紫綬

褒章を受賞された柳家さん喬（やなぎや さんきょう）さんと、柳家

喬の字(やなぎや きょうのじ)さんのお二方による落語を楽しみま

した。 

約1時間に及ぶ本格落語を通して、満席となった会場は大いに

盛りあがりました。 

 

 

 

 

 

 

  

柳家さん喬さん 

柳家喬の字さん 
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■ 【内閣府】第 7回経済財政諮問会議【5月 11日】 

「金融政策、物価等に関する集中審議」及び「経済・財政一体改革④（国と地方）」

に関する議論。 

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

 
 
 
 
 

 

■ 第 13回 新たな社会的養育の在り方に関する検討会【4月 28日】 

児童相談所における一時保護所の現状と課題に関する議論。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000163964.html 

■ 被保護者調査（平成 29年 2月分概数）【5月 10日】 

被保護実人員は 2,141,881人となり、前月より 2,006人減少。また、対前年同月と比

べると、19,426人減少した。被保護世帯は 1,638,944世帯となり、前月より 516世帯減

少し、対前年同月と比べると、5,998 世帯増加した。世帯類型別では、対前月・対前年

同月では、高齢者世帯（特に単身世帯）の数は増加し、高齢者世帯を除く世帯の数は

減少した。 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/hihogosya/m2017/02.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/index.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000163964.html
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/hihogosya/m2017/02.html
http://zseisaku.net/
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■ 生活保護受給者の健康管理支援等に関する検討会における議論のとりまとめ【5月 11日】  

生活保護受給者に対する生活習慣病予防・重度化予防のための健康管理支援や

生活保護受給世帯の子どもへの健康・生活支援等に関する議論のとりまとめ。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000164510.html 

■ 第 1回社保審「生活困窮者自立支援及び生活保護部会」【5月 11日】 

本部会では、生活困窮者自立支援制度及び生活保護制度の一体的な見直しにつ

いて議論を進め、平成 30 年通常国会への生活困窮者自立支援法及び生活保護法

改正法案の提出を目指す。5～7 月の間は「自立支援のあり方」等各種テーマを設け、

検討を進める予定。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho.html?tid=443308 

■ 第 138回社保審 介護給付費分科会【5月 12日】 

平成 30 年度介護報酬改定に向け、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模

多機能型居宅看護等のサービスについて、サービス供給量を増やす観点や機能強

化・効率化を図る観点から議論された。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho.html?tid=126698 

 

 

 

  

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000164510.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho.html?tid=443308
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho.html?tid=126698
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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> 

●『全社協ブックレット⑧ 平成 30年度改正施行 ～平成 29年 3月 31日告示～ 保

育所保育指針 幼保連携型認定こども園教育・保育要領 幼稚園教育要領』 

(全国保育士会 編) 
 

平成 29年 3月 31日に告示された、「保育所保育

指針」、「幼保連携型認定こども園教育・保育要

領」、「幼稚園教育要領」の全文並びに通知を掲載。 

平成 30年 4月 1日からの施行に向け、子ども・子

育て支援に携わる全ての関係者が、日々の実践の

際や園内研修などにご活用いただける 1冊です。 

 

(5月発行 定価本体 500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。 
 
 
 
↑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=book2907&_page=_index&_page2=contents&_page3=detailbook&_sys_id=2907&_class=060101&_category=978-4-7935-1239-1
https://www.fukushinohon.gr.jp/
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●特集「働き方を考える－多様な人材を活かす職場づくり」 

『月刊福祉』6月号 

社会福祉施設・事業所は、多様な人材が集まる職

場として、定着できる環境を整えることが重要です。   

一人ひとりの有する能力を最大限いかに引き出す

のか、そこからどのような価値を生み出すのか。その

ために必要な、多様な人材の多様な「働き方」ができ

る環境づくりについて考えます。 

（5月 8日発売 定価本体 971円税別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

●特集「ゆとりある保育のために～知恵と工夫で業務の見直しを～」 

『保育の友』6月号 

保育士等は日々の保育以外にも、会議や書類の

作成・整理、掃除等の庶務など、限られた時間の中

でこなさなくてはならない業務も多いのが現状です。  

保育の仕事は、子どもとのかかわりが根幹であり、

付随する業務をどう効率化できるかによって、そのあ

りようも変わってきます。 

そこで今回は、知恵と工夫で効率的に業務を進

め、一日の保育にゆとりを生みだすための、さまざま

な実践をご紹介します。 

（5月 8日発売 定価本体 581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=book2906&_page=_index&_page2=contents&_page3=detailbook&_sys_id=2906&_class=120101&_category=03359
https://www.fukushinohon.gr.jp/esp.cgi?_file=book2905&_page=_index&_page2=contents&_page3=detailbook&_sys_id=2905&_class=120101&_category=08039

