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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 6月 1日 

日 

 

Action Report 

全 社 協 

第 74号 

Japan National Council of Social Welfare 

          （全社協 ぜんしゃきょう） 

Topics 
 

 

 平成 28年熊本地震への対応を報告、平成 27年度事業報告・決算等を承認、会長挨拶(全文)～第 201回理事

会・第 179回評議員会 
 

 全社協 種別協議会・団体連絡会等 総会等報告 

・子どもの個別的養育を推進し、豊かな育ちの実現をめざす～全国児童養護施設協議会 協議員総会 

・5年間で会員数 3,000名の実現をめざす～平成 28年度全国社会福祉法人経営青年会第 1回委員総会 

●全国社会福祉法人経営青年会 20周年記念誌『未来を創る』 

・全国保育士会被災地支援スカンポ募金により、熊本地震で被災した子どもたちの育ちを守る～全国保育士会委員総 

会 

・子ども・子育て支援新制度施行後も、一層の保育の充実を目指す～全国保育協議会総会 

・生活困窮者自立支援ネットワーク構築を目指す厚生関係施設へ～全国厚生事業団体連絡協議会協議員総会 

・平成 30年度介護保険制度改正に向けた対応を～全国ホームヘルパー協議会総会等 

・高齢者保健福祉団体連絡協議会総会 

・地域包括の構築に向け、中核的機能を果たすために～全国地域包括・在宅介護支援センター協議会総会 

・社会福祉法人制度改革等への対応と、権利擁護・虐待防止、サービスの質の向上の取り組み等の推進～全国身体

障害者施設協議会総会 

・熊本地震への対応等を協議～平成 28年度 全国経営協第 1回協議員総会 

・民生委員制度創設 100周年記念大会の日程決定～全国民生委員児童委員連合会評議員会 

・社会福祉法改正への対応に向けた基本方針確認～地域福祉推進委員会 総会 

・平成 28年熊本地震の被災地支援・復興に関する要望などを確認～全社協 政策委員会 総会 
 

 熊本地震への対応・社会福祉法人制度改革への取り組みを確認～施設協連絡会会長会議 
 

 社会保障審議会福祉部会 開催(第 17回) 
 

 第 1回全国退所児童支援事業連絡会を開催 
 

 社会的養護関係施設 第三者評価事業「評価調査者」養成研修会を実施 
 

 日常生活自立支援事業所長会議を開催 
 

 

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 

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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斎藤 十朗 

全社協会長 

 

 

 

良永 彌太郎 熊本県社協会長 

 

■ 平成 28 年熊本地震への対応を報告、平成 27 年度事業報

告・決算等を承認、会長挨拶(全文)～第 201 回理事会・第

179回評議員会 
 

全社協では、 5月19日～20日に、第 201 回理事会・第 179 

回評議員会を開催しました。斎藤十朗会長は、開会挨拶におい

て、平成28年熊本地震で被災された方々にお見舞いを申しあげ

るとともに、この間、非常に厳しい状況のなか献身的に被災者を

支えてきた関係者の皆様のご尽力に対し敬意を表しました(3、4

頁掲載)。 

また、事務局長より、社協等における熊本地震への対応状況

を報告、続いて、熊本県社協会長の良永彌太郎理事・評議員か

ら被災地の状況が報告されるとともに、「全国各地からの温かい

支援に対して心から感謝申しあげ、引き続き継続した支援をお願

いしたい。」旨のご発言をいただきました。 

同理事会・評議員会では、平成27年度事業報告・

決算が全会一致で承認されるとともに、評議員会にお

いては、欠員となっている理事・監事の補充選任が行

われました。 

 

 

 

 

 

＜新・理事＞ 

 ・吉本 知之 理事（兵庫県社会福祉協議会 会長） 

 ・野崎 吉康 理事（全国社会福祉協議会 事務局長） 

 

＜新・監事＞ 

 ・松澤 一美 監事（千葉県社会福祉協議会 常務理事） 
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第 179回評議員会 斎藤 十朗会長 挨拶(全文) 

 

 

 

本日は、第179回評議員会を開催いたしましたところ、皆様には大変お忙しいなか、

また、遠路よりご参集をいただき、誠にありがとうございました。 

さて、4月14日の前震に続き、16日未明の本震と震度7を二度も観測し、その後も

1,000回を超える余震により、甚大な被害をもたらした平成28年熊本地震では、死者・

行方不明者は50人、住宅の全半壊は4万棟を超え、発災から1か月が経過した現在も

避難生活を余儀なくされている方々が1万人以上と、非常に厳しい状況が続いており

ます。 

亡くなられた皆様に謹んで哀悼の誠を捧げ、また、被災されたすべての方々に心か

らお見舞いを申しあげます。 

被災地では、社協、福祉施設法人、民生・児童委員をはじめ、多くの福祉関係者が、

大変厳しい状況にありながらも、発災直後から被災された方々の生活を支える取り組

みを献身的に続けられております。関係者の皆様方のご尽力にあらためて敬意を表し

ます。 

本会におきましても、災害ボランティアセンターの設置・運営、施設職員等の応援派

遣、生活福祉資金の特例貸付の実施等、全国の福祉関係者と連携しながら、被災地

支援に向けた取り組みを進めてまいりました。詳細については、後ほどご報告申しあ

げますが、この間、ご支援、ご協力を賜りました皆様方に厚く御礼を申しあげる次第で

あります。 

被災地の状況が刻々と変化していく中、今後とも、被災された方々を社会福祉分野

から支えていくために、福祉サービスの基盤を整え、関係者の力を結集し、地域コミュ

ニティの維持や再構築に取り組むことが不可欠であります。引き続き、全国の関係者と

のネットワークをもとに、全力を挙げて支援活動を推進してまいる所存でございますの

で、皆さま方の一層のご支援、ご協力をお願いいたします。 

さて、平成28年度事業がスタートして1か月半余りが経過いたしました。本会では、

前年度に引き続き、生活困窮者自立支援事業の推進を通じた地域福祉活動の拡充と、

社会福祉法人制度改革への対応を、二大重点課題に位置づけ、事業を展開してまい

ることといたしております。 

生活困窮者自立支援事業につきましては、必須事業の自立相談支援事業につい

て、実施箇所数の約半数、また、自治体からの外部委託の約8割を社会福祉協議会

が受託実施することとなり、初年度として順調なスタートを切ることができたと受け止め

ております。 

私たち社協関係者といたしましては、生活困窮者自立支援事業の実施自体を目的

とするのみならず、本事業の推進を通じて、社協や民生・児童委員が展開する地域福
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祉活動の厚みと幅を拡大させ、地域からの信頼や評価を向上させていくという視点が

必要であります。 

また、社会福祉法人制度改革を柱とする社会福祉法の一部改正法案については、

本年3月31日に成立し、現在、社会保障審議会福祉部会において、運用の詳細が検

討されています。 

本会といたしましては、すべての社会福祉法人において、制度改革の趣旨や背景

を踏まえ、円滑な対応が図られるよう、これらの検討に際して、積極的な提言・要望活

動を展開してまいらねばならないと考えております。 

また、本会におきましても、今般の法改正を踏まえて、定款の変更等に向けて、関

係者の皆様にもご相談しつつ検討を進め、秋口の理事会・評議員会にはご提案でき

るよう準備を進めてまいります。 

いずれにいたしましても、この二大重点課題とも、私たち福祉関係者が 国民や地

域住民からの信頼を一層強固なものとし、これまで以上に、わが国の社会福祉の充

実・発展に向けて、力を尽くしていくために必要な取り組みであります。 

平成28年度の取り組みが、将来のわが国の社会福祉のあり様を大きく左右すると言

っても過言ではなく、かような気概のもと、果敢に事業を展開してまいる所存ですので、

皆様方におかれましても、本会事業の推進に倍旧のご支援をお願い申しあげる次第

であります。 

さて、最後に、本会の人事異動についてご報告申しあげますが、山田 秀昭 常務

理事におかれては、3月31日をもって勇退され、後任の常務理事として、渋谷 篤男 

前・事務局長を4月1日付で指名いたしました。これに伴い、新・事務局長には野崎 

吉康を、新・総務部長には古田 清美を任命いたしましたので、よろしくお願い申しあ

げます。 

山田 前・常務理事には、3年間にわたり、本会事業の推進・発展にご尽力いただき、

多くの功績を残されましたことに、厚く御礼申しあげます。 

本日は、平成27年度事業報告・決算ならびに理事・監事の補充選任につきまして

お諮りをさせていただきたいと存じます。どうぞよろしくご審議のほどをお願い申しあげ、

開会のご挨拶とさせていただきます。 
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 全社協 種別協議会・団体連絡会等 総会等報告 

 

 子どもの個別的養育を推進し、豊かな育ちの実現をめざす～全国児童

養護施設協議会 協議員総会 

 

全国児童養護施設協議会（全養協 会長 藤野 興一）は 5月 11

日に協議員総会を開催し、平成 27 年度決算等を確認するとともに、

施設の小規模化や地域分散化の推進、人材確保・育成の強化など

を重点項目とした平成 28年度事業計画を決定しました。また、熊本

地震による児童養護施設への影響と現状について、地元協議員よ

り報告がありました。     

全養協は、支援募金の呼びかけ等これまでの取組みを説明し、

今後の継続した支援の必要性を確認しました。 

 

 

 5 年間で会員数 3,000 名の実現をめざす～平成 28 年度全国社会

福祉法人経営青年会第 1回委員総会 

 

全国社会福祉法人経営青年会(会長 廣江 晃)は、5 月 11 日に平成 28 年度第 1

回委員総会を開催しました。 

本総会では、平成 27 年度事業報告および決算の承認とと

もに、青年会独自の熊本地震への支援や取り組みについて

報告し共有しました。 

青年会では、平成 28 年度からの 5 年間において会員数

3,000 名を実現するとともに、社会福祉法人制度改革にあた

って地域における公益的な取組のさらなる促進や中長期計

画の策定支援、BCP（M）の普及・促進等について全国経営

協との連携と協働を強化して活動を進めていくこととしていま

す。 

 

 

 

当日の様子 
 
 
 
 
 
 

藤野 興一 
全養協会長 
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●全国社会福祉法人経営青年会 20周年記念誌『未来を創る』 

全国社会福祉法人経営青年会は、平成 27年度に設立 20周年を迎えました。今後、

次世代を担う人材を育てる会として、柔軟な発想やスピード感のある活動展開をめざ

します。 

設立時の背景やこれまでの歴史、今後の展望についてまとめた、『青年会 20 周年

記念誌』を青年会ホームページに掲載していますのでご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 全国保育士会被災地支援スカンポ募金により、熊本地震で被災した子

どもたちの育ちを守る～全国保育士会委員総会 

 

5月12日、平成28年度第1回全国保育士会委員総会を開催し

ました。 

総会では、【第1号議案】平成27年度全国保育士会事業

報告（案）について、【第2号議案】平成27年度全国保育士会

収支決算について審議が行われ、すべての議案が原案通り承認

されました。 

また、4月14日に発生した「平成28年熊本地震」に関して、上村

初美会長より、「東日本大震災被災地保育士会支援募金」（通称：

スカンポ募金）を、他の大規模災害に対する支援にも用い

ることができるよう位置付けを改め、名称を「全国保育士会

被災地支援スカンポ募金」としたこと、5月8日に上村会長

が熊本県を訪れ、熊本県保育協議会保育士会および一般

○○ 
 

上村 初美 
全国保育士会会長 

 
 
 
 

委員総会の様子 

(↑画像をクリックすると全国社会福祉法人経営青年会ホームページにジャンプします) 

http://www.zenkoku-skk.ne.jp/contents/index.html
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社団法人熊本市保育園連盟保育士会に対し、第一次送金として、それぞれ100万円

ずつスカンポ募金からの支援を行ったことが報告されました。 

犬童れい子委員（熊本県）および甲斐利恵子委員（熊本市）からは、スカンポ募金

による支援に対するお礼が述べられ、また、被害状況のほか、地震発生後から現在ま

での保育の状況について、報告がなされました。 

 

 

 子ども・子育て支援新制度施行後も、一層の保育の充実を目指す～全

国保育協議会総会 

 

全国保育協議会（会長 万田 康）は、5 月 13 日に協議員総会を開催しました。平

成 27 年度事業報告案、決算に係る議案審議が行われ、原案通り

に承認されました。 

議案審議後には、熊本県、熊本市、大分県選出の協議員から、

「平成 28年熊本地震」について、発災直後より各地から寄せられた

支援の声に対する謝辞が述べられたほか、発災に伴う被害・避難

の状況や、被災地の保育の継続に向けた会員の取組等が報告さ

れました。 

 

 

 生活困窮者自立支援ネットワーク構築を目指す厚生関係施設へ～全

国厚生事業団体連絡協議会協議員総会 

 

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団体で構成される全国厚生事業団体連絡

協議会(会長 大西 豊美)の平成28年度協議員総会が5月12日に開催されました。 

同総会の開催にあたり大西会長は、「われわれ厚生関係施設は、地域のセーフティ

ネットとしての機能を発揮した支援をより一層高め、生活困窮者支援に向けた取組をさ

らに推進していくことが必要である。一方で、平成28年3月末に成立した改正社会福祉

法により、社会福祉法人として今後さまざまな対応をしていくことになるが、地域の期待

に応え、信頼が一層高まるよう、法改正の主旨に沿って適切に対応を進めていくこと

が必要である。また、4月14日に発生した熊本地震について、一部の厚生関係施設が

被災をしている。被災施設から支援が求められるような場合には組織として対応してい

きたい。」と述べました。 

総会議事の中では、平成27年度に同協議会がとりまとめた「生活困窮者自立支援

万田 康 
全保協会長 
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に向けたネットワーク構築に関する検討報告」に示されている今後取り組むべき方向

性について確認し、共有化しました。そして、平成28年度事業計画案の中ではとくに、

推進の具体化につながる「厚生関係施設の地域連携のための基本方針案」について

協議し、（1）地域の中で生活困窮者自立支援関係事業に関する連絡会等に参画して

いく、（2）厚生関係施設が一定の圏域内でつながりあう「厚生関係施設連絡会（仮称）」

の将来的開催につないでいく、の２つの方向性が決議されました。 

 

 

 平成 30 年度介護保険制度改正に向けた対応を～全国ホームヘルパ

ー協議会総会等 

 

全国ホームヘルパー協議会（会長 神谷 洋美）は5月13日に協議員総会を開催し

ました。 

総会では、会長から、「今年度は訪問介護サービスのあり方についての調査・提言

活動を行い、平成30年度の介護保険制度改正に向けて対応を図っていきたい。」との

開会挨拶がありました。その後、平成27年度事業報告案・決算、平成28年度事業計画

案・予算案が審議され、議案のとおり承認されました。 

また、総会前日には「協議員セミナー」を開催し、厚生労働省からの情勢報告ととも

に、「一般社団法人『民間事業者の質を高める』全国介護事業者協議会」特別理事の

馬袋秀男氏から「これからの介護サー

ビスについて考える。」をテーマに講

義があり、その内容をふまえ、今後の

対応に向けて意見交換等のグループ

討議を行いました。 

 

 

 

 高齢者保健福祉団体連絡協議会総会 

 

高齢者保健福祉団体連絡協議会（高連協）は、高齢者保健福祉分野の全国団体

間の連絡調整を目的とし、全国老人福祉施設協議会と全国地域包括・在宅介護支援

センター協議会が構成団体となっています。5月13日、平成28年度高連協総会を開催

し、平成27年度事業報告案及び決算、平成28年度事業計画案及び予算案等を審議

しました。 

今後、高連協として幅広い関係者と連携を図っていく方向性を確認するとともに、今

協議員セミナーの様子 
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年度新規に、関係団体に呼び掛け、高齢者介護・福祉に関わる課題の整理や方向性

について意見交換を行う場として懇談会を開催することが承認されました。 

 

 

 地域包括の構築に向け、中核的機能を果たすために～全国地域包括・

在宅介護支援センター協議会総会 

 

全国地域包括・在宅介護支援センター協議会は、5月13日に平成28年度第1回委

員総会を開催し、平成27年度事業報告案および決算を、原案どおりに承認しました。 

また、役員改選が行われ、以下のとおり選任されました。 

 

平成28・29年度役員体制〔会長・副会長〕   （敬称略） 

役 職 氏 名 都道府県・ 

指定都市 

センター名 

会 長 青木 佳之 岡山県 あいの里在宅介護支援センター 

副会長 西元 幸雄 三重県 四日市市南地域包括支援センター 

〃 坂本 美洋 青森県 見心園在宅介護支援センター 

〃 折腹 実己子 仙台市 燕沢地域包括支援センター 

 

再選された青木佳之会長は、就任にあたり、課題は多いが、「厚生労働省や関連団

体等と連携し、地域包括・在宅介護支援センターが地域包括ケアシステムの構築に向

けた中核的な機能を果たせるよう、皆さんとともに取り組んでいきたい。」と抱負を述べ

られました。 

 

 

 社会福祉法人制度改革等への対応と、権利擁護・虐待防止、サービス

の質の向上の取り組み等の推進～全国身体障害者施設協議会総会 

 

全国身体障害者施設協議会（以下、身障協／会長 日野 博愛）は、5月16日に第1

回協議員総会を全社協会議室にて開催し、平成27年度事業報告(案)、決算が承認さ

れました。 

冒頭の日野会長の挨拶では、平成28年熊本地震によりお亡くなりになられた方々

への悼み、被災された方々に対するお見舞いと、身障協の会員施設からの物心両面

にわたる多大なる支援への感謝が述べられました。さらに、平成28年度も引き続き、改

正社会福祉法等の障害福祉施策に対して、身障協の考えを発信し対応していくことが
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伝えられました。 

また、議事に先立ち、熊本県・三浦常任協議員からは、平成28年

熊本地震における熊本県内の会員施設の被災状況の報告や、被

災施設の職員の中には、自宅が全壊し車中泊や避難所で生活をし

ながら出勤し、懸命に利用者と関わられている様子の報告があり、

最後にこれまでの支援に対する感謝が述べられました。 

事業報告では、「身障協が行う障害者支援」「利用者の視点、職

員の視点、事業者の視点」「地域福祉の推進」の3点を基本的考え

に据え、特に、「『適切なケア』を行う」「生活の個別性を支える」「コミ

ュニティケアの実現」を重点事業として取り組んだことが報告されま

した。 

 

 

 熊本地震への対応等を協議～平成28年度 全国経営協第1回協議

員総会 

 

全国社会福祉法人経営者協議会(会長 磯 彰格)は、5月17

日に、平成28年度第1回協議員総会を開催し、熊本地震に関す

る情報を共有するとともに、今後の取り組みについて協議しまし

た。 

発災後の状況やこれまでの現地での動きについて、全国経

営協 小笠原副会長（熊本県経営協会長）より報告されました。

小笠原副会長は、報告の中で、これまでの全国からの支援や応

援に対する謝意を表したうえで、避難生活が長期化する中での

要援護者への適切な対応の確保、長期的な視点に立った「復興」への取り組みといっ

た今後の経営協による支援のポイントを指摘しました。 

磯会長は、「今後、全国経営協としても、厚生労働省や各関係協議会とも協力しな

がら、現地ニーズに即し、社会の求めに応じた取り組みを行っていきたい。そうした取

り組みのため、「特別年会費」やブロックごとの応援職員派遣等について、会員からの

協力をお願いする予定である。」との全国経営協としての取り組み方針を示し、協議員

に対して理解と協力を求めました。 

なお、本総会の議案審議事項である「平成27年度事業報告・決算」については、原

案どおり承認されました。 

 

 

 

磯 彰格  
全国経営協会長 

日野 博愛  
身障協会長 
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 民生委員制度創設 100 周年記念大会の日程決定～全国民生委員

児童委員連合会評議員会  

 

5月18日、全国民生委員児童委員連合会(会長 堀江 正俊)は評議員会を開催し、

平成27年度の事業報告や決算の承認とともに、来年に迫った民生委員制度100周年

に向け、記念事業の具体化に向けて協議を行いました。 

100周年記念事業では、記念大会を平成29年7月9日～10日に東京ビックサイトに

おいて1万人規模で開催することや、『民生委員制度100年通史』の作成、全国約23万

人の民生委員・児童委員による全国モニター調査の実施などについて協議しました。 

さらに、今回の熊本地震への対応として、①死傷もしくは住宅被害を受けた民生委

員・児童委員への見舞い、②被災した住民の支援のための民児協活動に対する支援

を目的に、全国の民生委員による支援募金の実施を含め、全国の民生委員が協力し

て被災地を支援していくことを確認しました。 

 

 

 社会福祉法改正への対応に向けた基本方針確認～地域福祉推進委

員会 総会 

 

地域福祉推進委員会は、5月18日に平成28年度第1回総会を開催しました。総会で

は、地域福祉推進施策の再編に対応した「社協・生活支援活動強化方針」の具体化

や、社協活動の基盤強化、組織体制の強化などを盛り込んだ、今年度の事業計画を

決定しました。  

社会福祉法改正については、地域福祉推進の大きな契機と

とらえ、適切な対応を図っていくために、①モデル定款の見直

しを含む市区町村社協におけるガバナンス強化に向けた制度

内容の周知、②法改正に伴う市区町村社協と社会福祉法人・

福祉施設の協働による地域の公益的な活動の推進に取り組む

こととし、社協が対応するべき事項や地域の公益的な活動の

推進方策などの基本方針を確認しました。 

また、地域福祉推進委員会における熊本地震への対応とし

て、熊本県社協および熊本市社協への福祉活動救援資金の

送金や、ブロックごとに全国の社協職員の被災地派遣による支

援をすすめていることを報告しました。 

 

桐畑 弘嗣 委員長 
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 平成 28 年熊本地震の被災地支援・復興に関する要望などを確認～

全社協 政策委員会 総会 

 

5月20日に全社協 政策委員会の総会を開催し、平成27年度事業報告・決算及び、

平成28年度事業計画・予算とともに、政策委員会幹事の交替（補充選任）が原案どお

り承認されました。 

また、厚生労働大臣への平成28年度熊

本地震の被災地支援・復興に関する要望

内容を確認し、同日厚生労働省へ要望しま

した。 

 

全社協 斎藤会長の開催挨拶 

開会に際し、全社協斎藤十朗会長より、「政策委員会は設置

されて7年が経過したところであり、「全社協福祉ビジョン2011」

にもとづき、福祉関係施策や制度について、あってはならない

ことやあらねばならないことなどについてしっかりと議論し、社会

に発していく役割を担っている。ここ数年は生活困窮者への支

援をはじめ福祉の大きな変革期にある。 

また、現在、政府においては「ニッポン一億総活躍プラン」な

ど福祉分野に影響を及ぼす方針・施策のとりまとめが進められ

ている。政策委員会としてもしっかりと議論いただき、政策委員

会の構成団体それぞれの課題と視点から内容を汲み取りなが

らしっかりと議論いただき、取組や提言をはかっていただきた

い。」との挨拶がありました。 

 

政策委員会 井手之上委員長の挨拶 

井手之上 優 政策委員会委員長（大阪府社会福祉協議会 

常務理事）からは、「政策委員会としては、福祉ビジョン2011の第

2次行動方針にもとづく取組が重要であり、福祉ビジョンをもとに、

社会福祉法人制度改革への対応、生活困窮者自立支援制度へ

の課題提起、各福祉分野の施策・制度と予算の拡充に向けた対

応などを政策委員会としても引き続き進めていく必要がある。社

会福祉制度、予算に関する重要課題に対し、引き続き検討と提

案、要望をしっかりと行って参りたい。」との挨拶がありました。 

斎藤 十朗 
全社協会長 

 
 
 
 
 
 
 

井手之上 優 委員長 
 
 
 
 

 

当日の様子 
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平成29年度に向けた社会福祉制度・予算・税制等に関する要望 

5月末に閣議決定される予定である骨太の方針やニッポン一億総活躍プランなどの

社会福祉制度・予算などを取り巻く政策動向を踏まえ、「平成29年度 社会福祉制度・

予算・税制等に関する要望書（案）」を確認しました。 

要望書については、骨太の方針2016などの具体的な内容とともに、平成29年度の

消費税率の引上げの判断等を踏まえ、必要応じた内容の修正を行った上で6月を目

処に要望することを確認しました。 

 

平成28年熊本地震の被災地支援・復興に関する要望 

このたびの平成28年熊本地震において、全国社会福祉協議会では構成組織ととも

に、発災直後から被災地の社会福祉法人・福祉施設、社会福祉協議会への支援を通

じ、被災者の支援を行ってきました。 

被災地の復興に向け継続的な支援を行っていくため、国において早急な対応を要

望します。 

1．要援護者への適切な福祉サービスの提供 

①高齢者、障害者等に配慮したバリアフリーの福祉避難所等の設置と運営・ 

機能への支援 

②福祉避難所への要援護者の移動の支援 

③福祉避難所等への介護職員、保育士、看護職員等専門職の配置および訪問 

活動の実施の支援 

2．福祉施設および福祉サービスの事業継続・再開のための支援 

①被災した全ての福祉施設・事業所の早期復旧のための財政措置の確保 

②福祉施設・事業所の機能を維持するための長期的・継続的な人的支援等の 

ための財政措置の確保 

③被災地における社会福祉法人に対する指導監査の実態を踏まえた弾力的な 

対応 

3．被災者の生活支援の強化 

(1)県・市町村の災害ボランティアセンター活動への支援 

①被災者支援のための専門のボランティアコーディネーターの配置  

②災害ボランティアセンターへの全国の社会福祉協議会職員の派遣に要する 

費用の補助（旅費、宿泊費、保険料等） 

http://www.zseisaku.net/data/te280520.pdf
http://www.zseisaku.net/data/te280520.pdf
http://www.zseisaku.net/data/te280520.pdf
http://www.zseisaku.net/data/te280520.pdf
http://www.zseisaku.net/data/te280520.pdf
http://www.zseisaku.net/data/te280520.pdf
http://www.zseisaku.net/data/te280520.pdf
http://www.zseisaku.net/data/te280520.pdf
http://www.zseisaku.net/data/te280520.pdf
http://www.zseisaku.net/data/te280520.pdf
http://www.zseisaku.net/data/te280520.pdf
http://www.zseisaku.net/data/te280520.pdf
http://www.zseisaku.net/data/te280520.pdf
http://www.zseisaku.net/data/te280520.pdf
http://www.zseisaku.net/data/te280520.pdf
http://www.zseisaku.net/data/te280520.pdf
http://www.zseisaku.net/data/te280520.pdf
http://www.zseisaku.net/data/te280520.pdf
http://www.zseisaku.net/data/te280520.pdf
http://www.zseisaku.net/data/te280520.pdf
http://www.zseisaku.net/data/te280520.pdf
http://www.zseisaku.net/data/te280520.pdf
http://www.zseisaku.net/data/te280520.pdf
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(2)仮設住宅等における生活支援 

①仮設住宅・復興住宅等を訪問して相談・助言や生活支援を行う「生活支援 

相談員」の配置 

 

(3)生活困窮者自立支援制度による生活困窮者の支援 

①被災による相談者の増加に対応するための自立相談支援機関「相談支援員」 

の配置等の相談支援体制の強化 

 

(4)生活福祉資金の特例貸付等のための事務費の確保 

①被災地における緊急小口資金特例貸付および住宅補修費等の生活福祉資金 

貸付に必要な相談体制等整備に要する事務費の確保 

②被災地の社会福祉協議会への他県からの応援社協職員の派遣に要する費用 

の補助（旅費、宿泊費、保険料等） 

 

(5)民生委員･児童委員活動への支援 

①被災地において住民の相談支援にあたる民生委員・児童委員、および民生 

委員児童委員協議会の活動に係る財政支援 

4．国庫補助による財源確保 

以上の事項について、被災地支援・復興対策として全額国庫負担とし、長期にわた

る財源確保を図ってください。 

 

 

 

■ 熊本地震への対応・社会福祉法人制度改革への取り組みを確認～施

設協連絡会会長会議 

 

社会福祉施設協議会連絡会（委員長 磯 彰格 全国経営協会長）は、5 月 17 日に

定例の会長会議を開催し、熊本地震への対応並びに社会福祉法人制度改革への取

り組みについて協議しました。 

各種別協議会による熊本地震への取り組み状況について各会長から報告した後、

長期的な支援の必要性を確認し、状況に即して本連絡会として種別協議会横断の活

動を行うこととしました。また、連絡会として取り組んでいる義援金の状況について、5

月 13日現在、9,785,696円が寄せられていることを報告しました。 

↑上記をクリックすると政策委員会ホームページ(要望書全文を掲載)にジャンプします。 

http://www.zseisaku.net/data/te280520.pdf
http://www.zseisaku.net/data/te280520.pdf
http://www.zseisaku.net/data/te280520.pdf
http://www.zseisaku.net/data/te280520.pdf
http://www.zseisaku.net/data/te280520.pdf
http://www.zseisaku.net/data/te280520.pdf
http://www.zseisaku.net/data/te280520.pdf
http://www.zseisaku.net/data/te280520.pdf
http://www.zseisaku.net/data/te280520.pdf
http://www.zseisaku.net/data/te280520.pdf
http://www.zseisaku.net/data/te280520.pdf
http://www.zseisaku.net/data/te280520.pdf
http://www.zseisaku.net/data/te280520.pdf
http://www.zseisaku.net/data/te280520.pdf
http://www.zseisaku.net/data/te280520.pdf
http://www.zseisaku.net/data/te280520.pdf
http://www.zseisaku.net/data/te280520.pdf
http://www.zseisaku.net/data/te280520.pdf
http://www.zseisaku.net/data/te280520.pdf
http://www.zseisaku.net/data/te280520.pdf
http://www.zseisaku.net/data/te280520.pdf
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社会福祉法人制度改革をめぐっては、平成 29年 4月の改正社会福祉法施行に向

けて会計監査人による会計監査、財務規律の向上の中でも社会福祉充実残額の算

出方法の２点が重点課題であり、本連絡会の調査研究部会において引き続き検証と

検討を継続していくことを確認しました。 

また、今年度、制度改正の正しい理解と取り組みを図るため全国経営協が 47 都道

府県で各 2 回開催する予定としているセミナーについて、連絡会として後援することを

決め、各種別協議会・団体連絡協議会から会員施設などに参加を呼びかける等によ

って、より多くの関係者の参加を促していくこととしました。 

 

 

■ 社会保障審議会福祉部会 開催(第 17回) 
 

第17回社会保障審議会福祉部会が5月20日に開催され、社会福祉法人改革の平

成29年度施行の4項目のうち、「評議員数の経過措置」、「会計監査人設置範囲」につ

いて審議が行われました。全社協からは武居 敏 全国経営協副会長、藤野 興一 全

養協会長が出席し、意見を述べました。 

評議員数の経過措置は、特養などで

は規模の大きな施設を1か所経営する

法人があることから、施設数ではなく、事

業活動計算書におけるサービス活動収

益の規模を基準としてはどうかとの考え

が示され、次回の部会において、厚生

労働省が基準案を提案することとなりま

した。 

また、会計監査人の設置範囲は、監査を義務付ける事業規模の基準について、主

に議論が行われました。これについては、国民に対する説明責任を考えれば早急に

開始すべきといった意見の一方で、営利法人と違って何を監査すべきか、しっかり形

を作っていくことが今後の会計監査人制度の安定した実施に向けて必要であるとの意

見が出されました。 

さらに、社会福祉法人会計を熟知している公認会計士数が不足しているのではな

いか、またスタートまでの準備期間が短いことから段階的に開始してはどうかとの意見

が出されました。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000125107.html 

 

 

↑上記をクリックすると厚生労働省ホームページにジャンプします。 

当日の様子 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000125107.html
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 第１回全国退所児童支援事業連絡会を開催 
 

平成28年度より、全国社会福祉協議会は「社会的養護施設退所児童等支援協働

アクション構想」による取り組みを本格的にスタートさせました。 

本「構想」は、社会的養護関係者が、フォーマル、インフォーマルに関わらず行って

いるさまざまな退所児童等支援の取り組みを共有し、更なる広がりを図ることを目的と

しています。 

その具体的な取り組みは以下の通りです。 

(1)「全国退所児童等支援事業連絡会」を設置し、全国組織のもつネットワークを活

かした退所児童等を支援するアクションの推進 

(2)全国社会福祉協議会が実施する退所児童等支援に関する事業の継続と更なる

拡充 

平成28年4月18日に、「全国退所児童等支援事業連絡会」の第１回会合を開催しま

した。当日は、各団体での取り組み状況等の報告・共有と、今後実施する調査につい

ての協議が行われました。 

今年度は、退所児童等支援を実施している事業所や社会的養護施設等の支援実

態を把握するための調査を実施することとなっています。それを受けて、今後の取り組

み課題等について検討し、制度要望などにもつなげていきます。 

 

「全国退所児童支援事業連絡会」の参画団体(50音順) 

全国里親会／全国児童家庭支援センター協議会／全国児童自立支援施設協議会

／全国児童養護施設協議会／全国自立援助ホーム協議会／全国情緒障害児短期

治療施設協議会／全国乳児福祉協議会／全国母子生活支援施設協議会／日本フ

ァミリーホーム協議会 

なお、本事業は、民間社会福祉事業者などによる先駆的な取り組みを継続的に支

援するために中央共同募金会が新たに立ち上げた「赤い羽根福祉基金」による取り組

みと連携しながら活動を展開するものです。 

 

 

■ 社会的養護関係施設 第三者評価事業「評価調査者」養成

研修会を実施 
 

第三者評価事業の全国推進組織である全社協では、5月23～26日に社会的養護

関係施設 第三者評価事業「評価調査者」養成研修会を開催しました。 
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本研修会は、社会的養護関係施設の新たな評価調査者の育成を目的として実施さ

れ、67名が修了しました。平成27年2月・4月に開催した同研修会とあわせると、修了者

数は累計236名となりました。 

研修会では、第三者評価事業の目的・仕組み、評価基準の構造、評価調査者の役

割・倫理等に関する講義のほか、社会的養護関係施設の養育・支援と施設運営の現

状と課題について、各施設での現場実践を踏まえた講義を実施しました。 

また、『社会的養護関係施設第三者評価実践マニュアル』に基づいた講義・演習を

行い、評価手法・評価の際の留意点等について実践的に学ぶとともに、グループワー

クを通じて参加者間の情報共有を図りました。 

社会的養護関係施設は、平成24年度から毎年度の自己評価の実施および3か年

度に1回以上の第三者評価受審・評価結果の公表が義務づけられました。平成27年

度より第2期の受審が始まり、28年・29年度に多くの施設で2度目の受審を迎えます。

各施設において、第三者評価の受審を通じて明らかになった課題の改善に向け、組

織全体で取組みを進めていくことが必要です。 

 

 

■ 日常生活自立支援事業所長会議を開催 
 

5月27日、平成28年度都道府県・指定都市社協日常生活自立支援事業所長会議

を全社協会議室において開催しました。 

 会議では、厚生労働省社会・援護局地域福祉課からの行政説明の後、全社協地域

福祉部から基調説明を行い、日常生活自立支援事業の動向や現状と今後の展開等

について説明を行いました。 

 その後、グループ討議・情報共有を行い、各都道府県・指定都市における事業運営

や権利擁護推進の体制づくりに向けた課題等について意見交換を行いました。 
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■ 社会福祉法人の財務規律の向上に係る検討会 開催 【5月 17日】 
 

第 2 回社会福祉法人の財務規律の向上に係る検討会が開催され、「会計監査の

実施範囲」、「会計監査の実施内容」、「会計監査人非設置法人に対する専門家

の活用法方法」等について検討が行われた。 

会計監査の実施範囲（証明範囲の設定）は、「法人単位」の計算書類及び附属明

細書（必要に応じて拠点区分の計算書類及び附属明細書を対象とする）とする方

向性が示された。 

 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syakai.html?tid=350348 

 

■ 一億総活躍国民会議 開催 ～ニッポン一億総活躍プラン（案）に保育士・介護人

材の処遇改善が盛り込まれる～【5月 18日】 
 

第 8回一億総活躍国民会議が開催され、「ニッポン一億総活躍プラン」（案）がとり

まとめられ、保育・介護サービスを提供するための人材確保のため、処遇改善等

の総合的対策が公表された。 

プランにおいては、保育士は、2％相当の処遇改善、介護人材は、月額平均 1 万

円相当の改善を行うこと等が盛り込まれた。 

 
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/ichiokusoukatsuyaku/dai8/gijisidai.ht
ml 

■ 子供の貧困対策の推進【5月 19日】 

平成26年1月に施行された「子どもの貧困対策の推進に関する法律」に基づき閣

議決定された「子供の貧困対策に関する大綱」により政府が取組んでいる教育の

支援等を紹介。 

 
http://www.mext.go.jp/a_menu/shougai/kodomo-hinkontaisaku/index.
htm 

※ 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/shingi/other-syakai.html?tid=350348
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/ichiokusoukatsuyaku/dai8/gijisidai.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/ichiokusoukatsuyaku/dai8/gijisidai.html
http://www.mext.go.jp/a_menu/shougai/kodomo-hinkontaisaku/index.htm
http://www.mext.go.jp/a_menu/shougai/kodomo-hinkontaisaku/index.htm
http://zseisaku.net/
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■ 規制改革会議 開催 ～フォローアップ結果を公表～【5月 19日】 
 

第 63 回規制改革会議が開催され、「規制改革に関する第 4 次答申～終わりなき

挑戦～」がとりまとめられ、平成 25年から 27年に閣議決定された規制改革実施計

画で盛り込まれた事項の重点的フォローアップの検証結果が公表された。 

重点フォローアップ事項として、「介護・保育事業等の経営管理の強化とイコール

フッティング確立」があげられ、「役員報酬等の開示」「内部留保の明確化」「社会

貢献活動の義務化」等 5項目が今後もフォローアップが必要とされた。 

 
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/committee4/
160519/agenda.html 

 

■ 今後の高齢者向け住宅のあり方と施策の方向性についてとりまとめ～サ高住の適切な
立地誘導やサービスの質の向上に向けた取り組みを推進～【5月 24日】 
 

国土交通省による、サービス付き高齢者向け住宅を含めた今後の高齢者向け住

宅のあり方と施策の方向性とりまとめ。 

 

http://www.mlit.go.jp/report/press/house07_hh_000153.html 

 

■ 社会保障審議会介護保険部会 資料 【5月 25日】 
 

第 58 回社会保障審議会介護保険部会が開催され、「地域支援事業の推進」、

「介護予防の推進」等について議論が行われた。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000125474.html 

 
■ 11 回社会保障審議会介護給付費分科会介護報酬改定検証・研究委員会資料

【5月 25日】 
 

平成 27年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究の平成 27年度調査結果及

び平成 28年度調査の進め方等について。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000125031.html 

 

 

 

 

http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/committee4/160519/agenda.html
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/committee4/160519/agenda.html
http://www.mlit.go.jp/report/press/house07_hh_000153.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000125474.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000125031.html
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■ 第 23回社会保障審議会生活保護基準部会資料【5月 27日】 

生活保護基準の検証における課題と今後の検討の視点についての検討会。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000125622.html 

 

 

 

 

 

■ 社会福祉法人会計基準が会計基準省令として施行【3月 31日】 
 

社会福祉法人の会計処理の基準については、これまで、「社会福祉法人会計基

準の制定について」（平成 23年 7月 27日雇児発 0727第 1号、社援発 0727第 1

号、老発 0727 第 1 号）により、その取扱いが示されていたが、今回、社会福祉法

人に求められる公益性、非営利性に鑑み、規範性を持たせた会計基準省令とし

て示されることとなり、社会福祉法人の会計基準を定めた「社会福祉法人会計基

準」（平成 28年厚生労働省令第 79号）が制定されたので、これに伴う通知等を掲

載。 

 

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T160413Q0060.pdf 

 

■ 「『保活』の実態に関する調査」の結果等について【5月 20日】 

待機児童問題の解消や今後の施策の検討に活用するため、「『保活』の実態に 

関する調査」を実施し、4月 30日までに回答があったものの結果を公表。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124986.html 

 

■ 改正障害者支援法 成立 【5月 25日】 
 

改正障害者総合支援法（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律）が 25 日の参院本会議で可

決、成立した。障害者総合支援法の改正事項は、「障害者の望む地域生活の支

援」、「障害児支援のニーズの多様化へのきめ細かな対応」、「サービスの質の確

保・向上に向けた環境整備」の３つの柱で構成されている。平成 30年 4月に施行

厚生労働省新着情報より 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000125622.html
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T160413Q0060.pdf
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124986.html
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される。 

 
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/190/meisai/m19
003190039.htm 

 

■ 介護給付費等実態調査月報（平成 28年 3月審査分）【5月 26日】 

介護サービスに係る給付費等の状況を把握し、介護報酬の改定など、必要な基

礎資料を得ることを目的とし、調査を実施。 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/kyufu/2016/03.html 

 

■ 改正児童福祉法 成立 【5月 27日】   
 

改正児童福祉法が 27 日の衆院本会議で可決、成立した。全ての児童が健全に

育成されるよう、児童虐待について発生予防から自立支援まで一連の対策の更な

る強化等を図るため、児童福祉法の理念を明確化するとともに、母子健康包括支

援センターの全国展開、市町村及び児童相談所の体制の強化、里親委託の推

進等の所要の措置を講ずる。平成 29年 4月に施行される。（一部については、平

成 28年 10月施行。） 

 
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/190/meisai/m19
003190055.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/190/meisai/m19003190039.htm
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/190/meisai/m19003190039.htm
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/kyufu/2016/03.html
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/190/meisai/m19003190055.htm
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/190/meisai/m19003190055.htm
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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。 

定 員 500名 

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/ 

(↑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/course307.html
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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。 

 

<新刊図書> 

●『月刊福祉』増刊号『社会福祉関係施策資料集 34』 

( 『月刊福祉』編集部 編) 
 

2015年度における社会保障、社会福祉制度に関

する政府、審議会等の資料を分野ごとに分類・整理

し収録しています。今後の福祉を考えるための資料

集としてご活用ください。 

 

【主な内容】 

1.社会保障・財政・税制 

2.地方分権改革 

3.規制改革・行政改革 

4.地域福祉 

5.障害者福祉  

6.子ども・家庭福祉 

7.高齢者 

8.社会福祉法人 

 

(5月発行 定価本体 1,600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 

(↑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) 

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/
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=book2822&_page=_index&_page2=contents&_page3=detailbook&_sys_id=2822&_class=100101&_category=
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<月刊誌> 

●特集「介護サービス利用者の財産・権利を護る」 

『ふれあいケア』6月号 

 

介護福祉施設や訪問介護サービスを利用してい

る高齢者の財産は、日常的にどのように管理され、

護られているのでしょうか。ご家族や施設が預貯金

の管理をしていたり、日常生活自立支援事業や成

年後見制度によって護られている場合もあります。 

今回は、介護サービス利用者である要介護高齢

者を対象とした、財産管理や権利擁護にかかわる制

度や仕組み・課題について紹介します。 

（5月 20日発売 定価本体 971円税別） 

 

 

 

 

●特集Ⅰ「『平成 28年度の生活保護(1)』厚生労働        

省社会・援護局保護課」 

特集Ⅱ「『平成 28年度における生活保護指導監  

査方針』厚生労働省社会・援護局保護課 

自立推進・指導監査室」 

『生活と福祉』5月号 

 

本号の特集は、特集Ⅰ「平成 28年度の生活保護

（1）」として、本年 4月 1日から適用となった生活保

護の実施要領の一部改正の概要について、また、

特集Ⅱ「平成 28年度における生活保護指導監査方

針」では、平成 28年度における生活保護法施行事

務監査について説明しています。業務に必須の内

容ですのでぜひご一読ください。 

（5月 20日発売 定価本体 386円税別） 

 

【問合せ先：出版部 ℡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=book2823&_page=_index&_page2=contents&_page3=detailbook&_sys_id=2823&_class=120101&_category=17807
https://www.fukushinohon.gr.jp/esp.cgi?_file=book2824&_page=_index&_page2=contents&_page3=detailbook&_sys_id=2824&_class=120101&_category=05595
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＜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。 

 

 

 

 


