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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 11月 1日 

日 

 

Action Report 

全 社 協 

第 84号 

Japan National Council of Social Welfare 

          （全社協 ぜんしゃきょう） 

Topics 
 平成 28年鳥取県中部を震源とする地震での被災地支援 
 

 平成 29年度社会福祉制度・予算・税制等に関する重点要望～自民党「予算・税制等に関する政策懇談会」 
 

 介護分野のイコールフッティングをめぐる議論への対応等を確認～政策委員会幹事会（第 4回） 
 

 第 5回社会福祉法人の財務規律の向上に係る検討会 
 

 厚生労働省・地域力強化検討会（第２回）開催 
 

 制度創設 100周年を前に委員活動の一層の発展を～第 85回全国民生委員児童委員大会（香川大会） 
 

 すべての人が子どもと子育てに関わりをもつ社会の実現をめざして～第 60回 全国保育研究大会(徳島大会) 
 

 ひとり親家庭の砦としての実践～すべての子どもを社会全体で育む社会の実現に向けて～第 60 回 全国母子

生活支援施設研究大会(東京大会) 
 

 地域における公益的な取組の理解促進と地域の実情に即した取組を創出する～地域における公益的な取組の

実践発表会 
 

 生活支援コーディネーターの役割と主体的な活動を考察する～平成 28 年度生活支援コーディネーター研究協

議会 
 

 住民主体の生活支援、地域支援事業の活動を学ぶ～平成 28 年度 支え合いをひろげる住民主体の生活支

援フォーラム 
 

 福祉サービスの質の向上に向けた苦情解決の取組み 
 

 社会就労センターで働く職員の、現場で活きる専門性の確保をめざして～平成 28 年度全国社会就労センター

協議会 課題別専門研修会 
 

 福祉人材確保の推進に向けて～福祉人材センター・バンク基幹職員研修会 
 

 地域住民、関係機関等とともに取り組む地域づくり～第 26回全国地域包括・在宅介護支援センター研究大会

(横浜大会) 
 

 「ともに生きる豊かな福祉社会をめざして」～全社協アニュアルレポート 2015-2016発行 

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
http://www2.shakyo.or.jp/zenminjiren/pdf/topics/H28anatanomachi_minseiiin.pdf
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 平成 28年鳥取県中部を震源とする地震での被災地支援 
 

10月 21日 14時 7分頃、鳥取県中部の深さ約 10キロを震源とするマグニチュード

6.6 の地震が発生し、鳥取県倉吉市、湯梨浜町、北栄町では震度 6 弱の揺れが観測

されました。 

現在、21名の重軽傷者、全壊 2棟、半壊 3棟、一部破損 8,482棟の計 8,487棟の

住家被害が確認されています。（11月 1日 12時時点、鳥取県災害対策本部発表） 

鳥取県内では倉吉市、湯梨浜町、北栄町、三

朝町で災害ボランティアセンターが設置され、支

援活動を行っています。 

鳥取県社協では 10月 22日に災害救援ボラン

ティアセンター支援本部を立ち上げ、ボランティ

ア活動の支援にあたっています。また、各災害ボ

ランティアセンターの運営支援を行うため、県社

協や県内市町村社協の職員が現地に入ってい

ます。 

 

 

○鳥取県社会福祉協議会 鳥取県中部を震源とする地震の情報 

  http://www.tottori-wel.or.jp/p/emergency/1/ 

 

中国ブロックについては、中国ブロック県・指定都市社会福祉協議会 災害時の相

互応援に関する協定に基づき、10月 28日から鳥取県内社協の支援を開始します。 

また、鳥取県社協と徳島県社協との災害時相互支援協定に基づき、徳島県社協及

び県内市町社協職員により 10月 27日から倉吉市の災害ボランティアセンターの運営

支援が行われています。 

本会では鳥取県社協をはじめ、災害ボランティア活動支援プロジェクト会議（支援

P）、全国災害ボランティア支援団体ネットワーク（JVOAD）と連携して、状況の確認及

び情報収集を行うとともに、10月 25日より職員 1名を鳥取県内に派遣しています。 

 

 

 

 

 

地震により倒れた家具の移動(三朝町生
活支え愛センター) 

↑ＵＲＬをクリックすると鳥取県社協ホームページにジャンプします。 

http://www.tottori-wel.or.jp/p/emergency/1/
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■ 平成 29年度社会福祉制度・予算・税制等に関する重点要望

～自民党「予算・税制等に関する政策懇談会」 
 

10 月 19 日、自民党「予算・税制等に

関する政策懇談会」が開催され、全社協

のほか、保育推進連盟、全国老人福祉

施設協議会、日本知的障害者福祉協会

など 16団体が出席しました。 

全社協からは、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）、寺尾 徹全社協 常務理事が出席し、平成 29

年度社会福祉制度・予算・税制等に関する重点事項を要

望しました。 

はじめに、「一億総活躍社会」の実現と社会福祉制度の

拡充として、子ども・子育て支援新制度における消費税以

外の 0.3兆円超を含む総額 1兆円超の財源の早期確保な

ど、保育等施策の拡充と質の向上、社会的養護の確実な

推進と介護、障害福祉、保育、社会的養護等における福

祉人材確保対策を要望しました。 

また、生活困窮者自立支援を担う専門職の人材確保・育

成と処遇改善、事業の実施体制の拡充に必要となる予算確保を要望しました。あわせ

て、地域共生社会の実現のための検討にあたっては、地域コミュニティの再生・再編と

活性化を図るため、制度や分野をこえた個別支援、福祉活動、権利擁護支援等が総

合的に展開できる本格的な地域福祉施策の構築に向けた検討が進められるよう要望

しています。 

さらに、社会福祉法人の法人税非課税等の税制堅持を強く要望するとともに、社会

福祉法人制度の見直しが具体化するなか、公正取引委員会などから多様な事業者の

参入や、補助・税制等におけるイコールフッティングが提起されていることは甚だ遺憾

であることを表明しました。「平成 29年度社会福祉制度・予算・税制等に関する重点要

望」（全文）は、全社協 政策委員会ホームページからご覧ください。 

http://zseisaku.net/action/demand/ 

 

 

政策懇談会の様子 

要望する井手之上 委員長 

↑ＵＲＬをクリックすると全社協 政策委員会ホームページにジャンプします。 

http://zseisaku.net/action/demand/
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■ 介護分野のイコールフッティングをめぐる議論への対応等を確認

～政策委員会幹事会（第 4回） 
 

平成 28年度第 4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 10月 18日に開催しました。 

一億総活躍プランや介護、保育、障害福祉、生活困窮等の各分野における福祉政

策・福祉諸制度改革の動向と課題等への対応と提案について、政策委員会の各構成

組織における要望活動の状況と内容等をもとに協議しました。 

とくに、公正取引委員会「介護分野に関する調査報告書」（平成 28 年 9 月公表）で

は、多様な事業者の新規参入が可能となる環境の整備、補助・税制等のイコールフッ

ティング、事業者の創意工夫が発揮され得る環境の整備のため「混合介護」の弾力化

などが提起されました。先の全社協 福祉懇談会において、全国社会福祉法人経営

者協議会 磯 彰格 会長から反対の表明もあったところであり、政府や自民党等での

対応を把握していくことが必要となります。 

イコールフッティングについては、国家戦略特別区諮問会議でも残された岩盤規制

として重点分野とされ、また、経済財政諮問会議においても有識者メンバーが、介護

事業分野の規制緩和・イコールフッティングについて今後 3 年間で道筋をつけるべき

ことを提起しています。 

社会福祉法人制度見直しの具体化が進む中で、イコールフッティングをめぐる議論

が改めて活発化していることをうけて、政策委員会として議論の状況等を把握・分析し、

構成組織とともに対応を図ることを確認しました。 

また、社会福祉法人制度改革への対応や地域での公益的な取組みについては、

社会福祉法人・福祉施設と社会福祉協議会が連携した取組みを促進することとしまし

た。 

最後に、自民党「予算・税制等に関する政策懇談会」（平成 28 年 10 月 19 日）に向

けて「平成 29年度社会福祉制度・予算・税制等に関する重点要望」について協議しま

した。 

 

 

■ 第 5回社会福祉法人の財務規律の向上に係る検討会 
 

第 5 回社会福祉法人の財務規律の向上に係る検討会が 10 月 21 日に開催されま

した。検討会では、社会福祉法人制度改革の来年 4 月の施行となる会計監査人や控

除対象財産等に関する検討が行われています。第 5 回検討会では、(1) 控除対象財

産、(2) 社会福祉充実計画、(3) 社会福祉法人における「契約ルール」及び「調査研
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究」の 3つの議事について審議が行われました。以下がその概要です。 

(1) 控除対象財産①「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」 

社会福祉充実財産は活用可能財産から 3 つの控除対象財産を差し引いて計算さ

れます。このうちの「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」については、

原則として、貸借対照表の資産の区分（中区分勘定科目）によって、控除対象の該当

の有無を判定することが例示されました。具体的には、財産目録へ財産の種類（中区

分勘定科目）ごとに「取得年度」、「使用目的等」、「取得価額」、「減価償却費」の項目

を追加表示し、控除対象の該当の有無が明らかとなるよう財産目録の様式の見直し案

が提示されました。 

これに対し委員からは、財産目録の様式の変更にかかる法人のソフトの置き換え等

に一定の準備期間が必要との意見が出されました。 

(1) 控除対象財産②「再生産に必要な財産」 

社会福祉施設等の「再取得に必要な財産」については、減価償却累計額に建設単

価等上昇率を乗じた額に、福祉医療機構の融資実績等に基づく比率等を乗じた額を

控除対象とするとの従前の案に加え、自己資金比率が高い法人においてはその経営

努力をより適切に反映する観点から、各施設の建設時の自己資金比率をそのまま適

用する案等が提示されました。 

これに対し委員からは、建設時に借入を行った法人の実績をあてはめると、今後経

営努力によって自己資金比率を高めていくなかで超過分を法人外へ流出させてしまう

ことになるので今後見直しが必要である、また公益法人会計でも前例のない制度の導

入であり、制度開始後集約が可能となる全法人のデータを活用して検証が必要といっ

た意見が出されました。 

(1) 控除対象財産③「必要な運転資金」 

「必要な運転資金」については、措置費等対象施設は年間事業活動支出の 1 月分

という案が示されていましたが、小規模法人の緊急的な支出や措置費等対象施設は

自治体の交付時期によっては実質的に 2～3 か月程度の運転資金が必要となる場合

があること等を考慮し、年間事業活動支出の 3月分とする案が提示されました。 

これに対し委員からは、補助金は、年度末に一括で執行される場合があることにも

考慮する必要があるのではないかとの意見が出されました。 

「控除対象財産等に係る今後の検討事項」 

社会福祉充実財産を算出した結果、極めて少額に留まる場合、具体的にどの程度

当該財産が生じた場合に、計画の策定を義務付けることとするか、また、連絡又は助

成事業を実施している法人等、施設を所有していない法人については、将来的に建

物の自己所有を計画しているなどの場合、「社会福祉法に基づく事業に活用している

不動産等」及び「再生産に必要な財産」の控除がなされず、控除対象財産が著しく少

額となることから、一定の配慮が必要ではないか等が今後の検討課題として示されま
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した。 

(2) 「社会福祉充実計画」について 

「社会福祉充実計画」は、計画に位置付けるべき事業の種類、作成手続、記載内容、

実施期間等、変更手続、記載のイメージが示されました。 

(3) 社会福祉法人における「契約ルール」について 

「契約ルール」については、今回の制度改革により、適正かつ公正な支出管理が自

律的に確保できる法人体制となることを前提に、①手続面の整備（事前チェック）、②

事後チェックにより、適正な契約を担保することとし、随意契約が可能な金額について

現状の基準を緩和してはどうかといった案が示されました。 

会計監査人非設置法人に対する専門家の活用方法については、現段階で固まっ

ていないため、今後別の場で議論をすすめていくとの説明がありました。 

今後のスケジュールについては、第 5 回検討会での意見をふまえて、11 月上旬に

全国の自治体へ素案を示し、年内には通知を発出する予定とのことです。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000140718.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※参考 福祉医療機構「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システムに係る試行運

用前説明会」資料 

 

平成 29年 6月以降、すべての社会福祉法人を対象とした「社会福祉法人の財務諸

表等電子開示システム」の運用が開始されます。同システムの開発は福祉医療機構

が実施していて、10月から試行運用前説明会を順次開催しています。試行運用とは、

本番運用に先立ち、業務の流れや本システムの操作を確認するための運用形態です。

下記の福祉医療機構のウェブサイトにて説明会の動画等を見ることができます。 

http://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/zaihyou/ 

左から時計回りに瀬上委員、千葉委員、柴委員、松原委員、他は事務局 

↑ＵＲＬ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。 

↑ＵＲＬをクリックすると福祉医療機構ホームページにジャンプします。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000140718.html
http://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/zaihyou/
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 厚生労働省・地域力強化検討会（第２回）開催 
 

厚生労働省の「地域における住民主体の課題解決力強化・相談支援体制の在り方

に関する検討会（地域力強化検討会）」（座長：原田 正樹 日本福祉大学教授）の第

2回目の会合が 10月 18日に開かれました。 

この検討会は、7月 15日に発足した、厚生労働大臣を本部長とする「『我が事・丸ご

と』地域共生社会実現本部」の下にある 3 つのワーキンググループ（地域力強化、公

的サービス改革、専門人材）のうち、地域力強化ワーキンググループと関係し、住民主

体による地域課題の解決力強化・体制づくり、市町村による包括的相談支援体制等に

ついて検討を行い、実現本部における議論に資するものとして開催されることになった

ものです。 

第 1 回目(10 月 4 日)の検討会では、①今後の福祉ニーズを踏まえて、住民の立場

から見て「目指すべき地域」とはどのようなものか。②なぜ「小中学校区等の住民に身

近な圏域で、住民が主体的に地域課題を把握して解決を試みる体制」が必要なのか。

③「目指すべき地域」のために、地域においてどのような機能が必要か。④多機関の

協働による包括的支援体制をどのように作っていくか。⑤地域において課題を解決す

るための取組の一環として「寄附文化の醸成」をどのように考えるべきか。⑥地域課題

の解決力強化と総合的な相談支援体制づくりを全国展開するうえで留意すべきこと等

は何かという 6つの論点が示されました。 

今回の検討会では、これらの論点について議論を行った前回に引き続いて、論点 2

～4 について、構成員による議論がなされました。このなかでは、小中学校区等の住

民に身近な圏域の重要性や非専門職の相談支援活動の大切さが指摘されるとともに、

市町村域における専門職による相談支援の重要性などが指摘されています。 

なお、本検討会の構成員として、社協関係では、越智 和子 琴平町社協常務理

事・事務局長、勝部 麗子 豊中市社協福祉推進室長が、共同募金関係では、井岡 

仁志 高島市共同募金委員会事務局長が参加しています。 

検討会では、年内に中間の取りまとめを行う予定です。 

検討会の資料は、下記、厚生労働省ホームページをご覧ください。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syakai.html?tid=383233 

 

 

 

 

 

↑ＵＲＬをクリックすると厚生労働省ホームページへジャンプします。 
 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syakai.html?tid=383233
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 制度創設100周年を前に委員活動の一層の発展を～第 85

回全国民生委員児童委員大会（香川大会） 
 

第 85 回全国民生委員児童委員大会が、10 月 20～21 日、香川県において、全国

から 3,800 名を超える民生委員・児童委員等の参加のもと開催されました（主催者：全

国民生委員児童委員連合会(会長 堀江 正俊／以下、全民児連)、全国社会福祉協

議会(以下、全社協)、厚生労働省、香川県社協、香川県民児協、香川県、高松市民

児連、高松市社協、高松市）。 

堀江 正俊 全民児連会長は式辞で、

「来年（平成 29 年）、創設 100 周年を迎え

る民生委員制度は、それぞれの時代にお

いて強い使命感と情熱をもって活動してき

た多くの先達の努力によって人々の信頼

を得て今日に至っており、我々には先達

から受け継いだ思いを確実に次世代に引

き継いでいく責務がある」こと、そして、「い

つも住民の『心のよりどころ』となり、安全で

安心して生活できるまちづくりに歩んでいきたい」と述べました。 

また、斎藤 十朗 全社協会長のあいさつでは、救護法施行にかかる上奏や昭和43

年の全国初の在宅ねたきり高齢者の実態調査など、その実績とともにわが国の社会

福祉事業の歴史における、社会や住民の見えづらい課題を発見し、率先して対応す

る民生委員の鋭敏性を讃えました。 

初日は地元香川県民児協の民生委員・児童委員により「さぬきのお接待うどん」が

振舞われ、香川県出身少林寺拳法グループ総裁 宗 由貴 氏による「ありがとう この

生命 ありがとう あなたとの出会い」と題した特別講義が行われました。 

また 2 日目には 10 のテーマ別の活動交

流集会に加え、民生委員制度創設 100 周

年及び児童委員制度 70 周年をテーマにし

た 2 つのシンポジウムを行い、全国各地の

民生委員・児童委員活動に関する情報交

換や意見交換を行いました。 

本大会では、100 年という大きな節目を前

に、先達の思いと委員活動の歴史をあらた

めて振り返るとともに、広く社会に民生委

員・児童委員制度を周知し、そして民生委

員・児童委員制度の一層の発展に取り組むことを内容とする大会宣言を採択しました。 

式辞を述べる堀江 正俊全民児連会長 

シンポジウムの様子 
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 すべての人が子どもと子育てに関わりをもつ社会の実現をめざ

して～第 60回 全国保育研究大会(徳島大会) 
 

全国保育協議会(会長 万田 康／以下、全

保協)は、10月 12～14日に、徳島県にて「第 60

回全国保育研究大会」を開催しました。全国か

ら約 1,500 名の参加者を得て、保育をめぐる情

勢・課題の共有化と、保育・子育て支援に関す

る多様なテーマで研究協議を行いました。 

大会式典では、平成 27 年 4 月の子ども・子

育て支援新制度の施行後、1年半が経過し、新

たな給付の仕組みの下で、会員それぞれの現

場で、鋭意取組みの推進が図られるなか、公・私立 2 万 1,000 の会員で組織している

全保協と、保育士 18万 3,000人が加入する全国保育士会が、保育に対する社会から

の理解と信頼をさらに深め、子ども・子育て施策の一層の充実と確立を図ることをめざ

し、大会宣言を採択しました。 

大会宣言の全文は、全国保育協議会ホームページからご覧いただけます。 

http://www.zenhokyo.gr.jp/ 

 

-第 60回全国保育研究大会 宣言- 

すべての人が子どもと子育てに 

関わりをもつ社会の実現をめざして 

 

～前文略～ 

わが国の乳幼児期の教育・保育を担う事業者として、その充実した環境の確立を

めざすことで、社会・地域からの理解と信頼を一層深められるよう、第 60回全国保育

研究大会開催にあたって、次のとおり、宣言します。 

 

一、  私たちは、積み重ねた実践を活かし、保育所・認定こども園等をはじめとする

多様な事業の展開をもって、社会からの要請及び地域の子ども・子育て支

援ニーズに応え、待機児童の存する地域、人口減少地域に関わらず、子ど

もの適切な発達保障の実現をめざします。 

当日の様子 
 
 
 
 

↑ＵＲＬをクリックすると全国保育協議会ホームページにジャンプします。 

http://www.zenhokyo.gr.jp/
http://www.zenhokyo.gr.jp/annai/h28/taikai60sengen.pdf
http://www.zenhokyo.gr.jp/annai/h28/taikai60sengen.pdf
http://www.zenhokyo.gr.jp/annai/h28/taikai60sengen.pdf
http://www.zenhokyo.gr.jp/annai/h28/taikai60sengen.pdf
http://www.zenhokyo.gr.jp/annai/h28/taikai60sengen.pdf
http://www.zenhokyo.gr.jp/annai/h28/taikai60sengen.pdf
http://www.zenhokyo.gr.jp/annai/h28/taikai60sengen.pdf
http://www.zenhokyo.gr.jp/annai/h28/taikai60sengen.pdf
http://www.zenhokyo.gr.jp/annai/h28/taikai60sengen.pdf
http://www.zenhokyo.gr.jp/annai/h28/taikai60sengen.pdf
http://www.zenhokyo.gr.jp/annai/h28/taikai60sengen.pdf
http://www.zenhokyo.gr.jp/annai/h28/taikai60sengen.pdf
http://www.zenhokyo.gr.jp/annai/h28/taikai60sengen.pdf
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一、  私たちは、「全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのつとり、適切

に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その

心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉

を等しく保障される権利を有する」とする児童福祉法の理念を守り、一人ひと

りの子どもを、その家庭も含めて包括的に捉え、乳幼児の発達に適した成育

の場を確保し、虐待等を生じさせない、また発生した場合には適切にその解

決に繋がるよう、児童福祉施設としての機能の充実をめざします。 

一、  私たちは、実施している福祉サービスの供給体制の整備及び充実を図るた

め、社会福祉法人の会員にあっては、組織運営・経営の透明性の確保・向

上等を進め、あわせて、地域社会が必要とする福祉の充実をもって、公益性

の確立をめざします。 

一、  私たちは、東日本大震災や熊本地震など、近年多発する大規模な自然災

害で被災した子ども、子育て家庭、会員等関係者への支援に継続して取り

組むとともに、災害時においても安全・安心な事業継続の実現をめざしま

す。 

一、  私たちは、自身の質の向上のためにたゆまぬ研鑽を積むとともに、実践を担

う保育士等の、処遇改善をはじめとした就労を取り巻く課題について、抜本

的な改善の実現をめざします。 

平成 28年 10月 12日 

 

 

 

 ひとり親家庭の砦としての実践～すべての子どもを社会全体で

育む社会の実現に向けて～第 60 回全国母子生活支援施設

研究大会(東京大会) 
 

10月 19～20日、東京都社会福祉協議会

のご協力のもと第 60 回全国母子生活支援

施設研究大会を定員を超える 279名の参加

者を得て開催しました。 

全国母子生活支援協議会 (会長  菅田 

賢治／以下、全母協)が「私たちのめざす母

子生活支援施設（ビジョン）」（以下、ビジョン）

を掲げて2年、60回の節目となる本大会は、

「ひとり親家庭の砦としての実践～すべての

子どもを社会全体で育む社会の実現に向け当日の様子 
 
 
 
 

↑本文をクリックすると大会宣言本文にジャンプします。 

http://www.zenhokyo.gr.jp/annai/h28/taikai60sengen.pdf
http://www.zenhokyo.gr.jp/annai/h28/taikai60sengen.pdf
http://www.zenhokyo.gr.jp/annai/h28/taikai60sengen.pdf
http://www.zenhokyo.gr.jp/annai/h28/taikai60sengen.pdf
http://www.zenhokyo.gr.jp/annai/h28/taikai60sengen.pdf
http://www.zenhokyo.gr.jp/annai/h28/taikai60sengen.pdf
http://www.zenhokyo.gr.jp/annai/h28/taikai60sengen.pdf
http://www.zenhokyo.gr.jp/annai/h28/taikai60sengen.pdf
http://www.zenhokyo.gr.jp/annai/h28/taikai60sengen.pdf
http://www.zenhokyo.gr.jp/annai/h28/taikai60sengen.pdf
http://www.zenhokyo.gr.jp/annai/h28/taikai60sengen.pdf
http://www.zenhokyo.gr.jp/annai/h28/taikai60sengen.pdf
http://www.zenhokyo.gr.jp/annai/h28/taikai60sengen.pdf
http://www.zenhokyo.gr.jp/annai/h28/taikai60sengen.pdf
http://www.zenhokyo.gr.jp/annai/h28/taikai60sengen.pdf
http://www.zenhokyo.gr.jp/annai/h28/taikai60sengen.pdf
http://www.zenhokyo.gr.jp/annai/h28/taikai60sengen.pdf
http://www.zenhokyo.gr.jp/annai/h28/taikai60sengen.pdf
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て～」をテーマとしました。地域連携、周産期支援などの新たな取組みへの展開など、

これからの母子生活支援施設として果たすべき役割や期待について積極的な協議が

なされました。 

開会式後、厚生労働省 寺澤家庭福祉課長補佐による行政説明、菅田 賢治 会

長の基調報告に続き、「鯉渕母子福祉基金のめざしてきたものを支援にどう活かすか」

と題したシンポジウムを行いました。シンポジスト 元文京学院大学教授 林 千代 氏

からは故 鯉渕 鑛子 氏の足跡、母子への熱い思い、人物像などを中心としたお話し

がありました。 

2 日目は、大田区立ひまわり苑 斎藤 弘美 氏が施設機能強化と公益的取組みに

ついて、また、倉明園 田中 恵子 氏は妊娠・出産・育児期の母子への支援について、

それぞれ発表しました。コーディネーターの淑徳大学教授 稲垣 美加子 氏からは、

ビジョン実現を見すえたこれらの取組みに対し、地域を巻き込んだ支援の開拓と発展、

周産期支援を契機にした積極的な受け入れ、アウトリーチの実践がひとり親家庭の課

題に結び付けられるファミリーソーシャルワークの重要性等の助言がありました。 

最後に 60 周年を記念して、長年、母子生活支援施設に関わり、ビジョン策定委員

長としても多くを示唆してこられた神奈川県立保健福祉大学顧問／名誉教授 山崎 

美貴子 氏から、「ひとり親家庭の砦としての実践をめざして―母子寮から母子生活支

援施設へ ビジョンに込めた思い―」と題した講演がありました。母子寮から母子生活

支援施設への変遷、利用者中心の資源創出、地域一体型支援に向けたこれからの支

援のあり方等を伝える内容は、60 回の節目にふさわしいものだったとの声が多く聞か

れました。平成 29年度は宮城県仙台市で開催する予定です。 

 

 

 地域における公益的な取組の理解促進と地域の実情に即した

取組を創出する～地域における公益的な取組の実践発表会 
 

全国社会福祉法人経営者協議

会(会長 磯 彰格／以下、全国経

営協)では、10月 26日、「地域にお

ける公益的な取組の実践発表会」

を開催し、全国から約 460 名が参

加しました。 

平成 28年 4月 1日に施行された

改正社会福祉法では、地域におけ

る公益的な取組が社会福祉法人の

責務として規定されています。求められている責任を果たし、公益性がきわめて高い

非営利法人として、その存在意義を国民に示していく必要があります。 

当日の様子 
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これまで全国経営協が推進してきた「1 法人 1 実践活動」をはじめ、すでに多くの社

会福祉法人が、それぞれの地域で取組みを推進していますが、一方で、具体的にど

のような取組みをすればよいのかといった質問も多く寄せられています。 

そこで、さらなる理解促進と地域の実情に即した取組みを創出することをめざして、

全国経営協では、「地域における公益的な取組の実践発表会」を初めて開催しました。 

当日は、浦野 正男 地域公益活動推進委員長の基調講演に続き、19 法人による実

践事例発表を行いました。本発表会の開催にあたり、実践事例を募集したところ、全

国の 39 法人より 50 事例のエントリーがありました。当日はその中から発表していただ

きました。 

あらゆる生活課題や福祉ニーズに対して新たなサービ

スを創り出す取組みや、地域の他機関と連携した取組み

など、各法人が所在する地域の実情に即した実践が発

表されました。 

発表いただいた以外の実践事例については、ポスタ

ー展示によりご紹介しました。 

それぞれの地域で実践している公益的な取組を会員

法人が共有し、相互に学びあうとともに、社会福祉法人

の役割を再確認することができました。 

 

 

 生活支援コーディネーターの役割と主体的な活動を考察する

～平成 28年度生活支援コーディネーター研究協議会 
 

10 月 19 日、全社協にて「平成 28 年度生活支援コーディネーター研究協議会」を

311 名の参加者を得て開催しました。本研究協議会は、助け合い活動の推進を目的

に関係 14団体で構成している新地域支援構想会議の運営企画によるもので、公益財

団法人みずほ教育福祉財団の助成を受けて実施しています。 

冒頭、厚生労働省老健局 振興課 谷内 一夫 補佐より、新しい地域支援事業の

実施状況や介護保険部会の動向等について行政説明をいただきました。続いて、兵

庫県立大学大学院 筒井 孝子 教授により、「日本の地域包括ケアシステムにおける

サービス提供体制の考え方」と題して講演があり、大きく変化する日本の社会状況、国

際的な潮流を踏まえながら、地域包括ケアシステムが必要とされている背景や今後の

展開、住民による互助の価値、セルフケアマネジメントの重要性等について理解を深

めることができました。 

午後は、日本大学 諏訪 徹 教授のコーディネートにより「地域づくりにむけた協議

実践発表の様子 
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体、生活支援コーディネーターの役

割と活動の実際」と題したシンポジウ

ムを行いました。松戸市福祉長寿部

介護制度改革課 中沢 豊 課長、安

城市社会福祉協議会地域福祉課地

域福祉係 吉村 了子 係長、竹田市

経済活性化促進協議会活性化推進

室 高木 佳奈枝 事業支援員の 3名

から、生活支援体制整備事業や住民主体の生活支援サービスの拡充を中心に、それ

ぞれの地域での取組み、課題等をご報告いただきました。シンポジウムの後、グルー

プに分かれ、生活支援コーディネーターとして求められる活動や協議体の効果的な運

営のあり方、住民の理解を広げ、主体的な活動につなげていくための方策などが話し

合われました。参加者同士、熱心に情報交換する姿がみられ、新しい制度の下で試

行錯誤している生活支援コーディネーターの姿がうかがえたとともに、地域づくりに向

けた熱気が感じられるディスカッションとなりました。 

 

 

 住民主体の生活支援、地域支援事業の活動を学ぶ～平成

28年度 支え合いをひろげる住民主体の生活支援フォーラム 
 

10 月 20 日、全社協にて「平成 28 年度 

支え合いをひろげる住民主体の生活支援

フォーラム」を全国から 298 名の参加によ

り開催しました。本フォーラムは新しい地

域支援事業を契機として、これまで「住民

参加型在宅福祉サービス団体全国研究

セミナー」として実施していたセミナーを改

め、住民主体の生活支援の意義や特徴を

確認するとともに、豊富な知識・経験を有する各サービスの全国団体のサポートにより、

活動・サービスの立ち上げや運営の支援に役立つ情報、地域支援事業の活動などを

学ぶ機会として、今年度より住民参加型在宅福祉サービス団体全国連絡会、一般社

団法人 全国老人給食協力会、特定非営利活動法人 全国移動サービスネットワーク

との共催により開催しました。 

午前中のオープニングセッションでは「住民主体の生活支援を広げるために何が必

要か」をテーマに、上記 3団体の代表者 1名が登壇しました。住民主体の生活支援の

シンポジスト：左から中沢氏、吉村氏、高木氏 
 
 
 
 

オープニングセッションの様子 
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必要性とこれらを広げていくために地域支援事業をいかに活用していけるか、また、行

政や社協、生活支援コーディネーター、協議体にどのような役割等を求めるかについ

て、それぞれの全国団体としての視点からお話しいただきました。 

オープニングセッション後は、

「訪問型サービス」「食事サービ

ス」「移動・外出支援」の 3 つをテ

ーマにそれぞれ分科会を開催し、

具体的な立ち上げや運営、今後

の活動のヒントについて、具体的

なサービスの実践事例を踏まえて

学ぶとともに、会場との意見交換

やグループワークなどが行われま

した。 

 

 

 福祉サービスの質の向上に向けた苦情解決の取組み 
 

 平成 27年度都道府県運営適正化委員会事業実績報告 

本会では、平成 27 年度の都道府県運営適正化委員会事業の実績報告『苦情受

付・解決の状況』を取りまとめました。 

運営適正化委員会に寄せられる苦情相談は年々増加し、平成 27年度の受付件数

は 4,140件でした。分野別の内訳をみると、「障害者」2,249件（54.3％）、「高齢者」983

件（23.7％）、「児童」440 件（10.6％）、「その他」468件（11.3％）となっています。「障害

者分野」では就労支援事業に関する申出が 810 件（36.0%）と多くを占め、また、「児童

分野」においては放課後等デイサービスへの苦情件数が昨年度より大幅に増加しまし

た（平成 26 年度 59 件・13.9％→平成 27 年度 130 件･29.5％）。苦情申出人は｢利用

者｣本人の占める割合がさらに増加し、全体の約半数(49.0%)となっています。 

苦情内容については「職員の接遇」に関するものが 1,674件(40.4％）と最も多くなっ

ています。また、昨年度と比較すると「サービスの質や量」・「権利侵害」についての申

出が増加しており、それぞれの詳細をみると「退去・サービス中止」・「虐待」に関する

件数が昨年度より倍増しています（「退去・サービス中止」：平成 26 年度 92 件･2.2％

→平成 27 年度 193 件･4.3％、「虐待」：平成 26 年度 68 件･1.6%→平成 27 年度 145

件･3.2％）。 

こうした現状を踏まえ、運営適正化委員会は、福祉施設・事業所への巡回訪問や

研修会の実施などを通じた苦情相談体制の整備や苦情解決状況の公表を進める等、

福祉サービス利用者の権利擁護の強化、福祉サービスの質の向上に向けたはたらき

分科会でのグループワークの様子 
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かけを引き続き行っていくことが必要です。 

なお、『苦情受付・解決の状況』は、本会ホームページに掲載予定です。 

 

 運営適正化委員会相談員研修会の開催 

都道府県運営適正化委員会において苦情相談の窓口となる相談員を対象として、

10 月 24～25 日に「運営適正化委員会相談員研修会」を開催し、41 名が受講しまし

た。 

1 日目は、運営適正化委員会の現状と課題、役割等についてあらためて学ぶととも

に、障害分野の苦情が増加している状況を踏まえ、障害者・児福祉施策の動向や、障

害者就労支援施設におけるサービスの質の向上のための取組みについて、講義を通

じて理解を深めました。 

2 日目は、障害のある方からの苦情相談等、相談員として高い専門性が求められる

苦情への対応について講義、演習を行いました。演習では、事例をもとに相談援助の

留意点や他機関との連携も含めた運営適正化委員会としての適切な支援のあり方に

ついて実践的に学びました。 

 

 

 社会就労センターで働く職員の、現場で活きる専門性の確保

をめざして～平成 28 年度全国社会就労センター協議会 課

題別専門研修会 
 

全国社会就労センター協議会（会長 阿由葉 寛）は、10月13～14日、平成28年度 

課題別専門研修会を全社協にて、全国から140名の参加者を得て開催しました。 

本研修会では、社会就労センターの職員が障害者の就労支援に従事するにあた

り、基本的な視点や求められる取組みなどについて学ぶこと、また、働くことから派生

する多様なニーズに応えるために、一般就労への支援、センター内での作業支援、商

品開発や営業活動、住まいの場も含めた生活面での支援など、配属部署によって異

なる必要な知識や姿勢などについて学ぶことを目的に毎年継続して開催しているもの

です。 

初日は、阿由葉会長による基調報告において、障害者制度改革の動向と社会就労

センターに求められる取組みについて、続いて日本セルプセンター 川俣 宗則 会

長による報告では、優先調達推進法に基づく調達実績や事業振興を支える同センタ

ーの事業説明等がありました。 

その後、毎日新聞論説委員 野沢 和弘 氏より、平成28年4月の障害者差別解消

法の施行を受けた合理的配慮について具体的事例を交えながらの講義があり、特に
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障害者・支援者・一般市民の立場から考える合理的配慮のポイント、障害者と受け入

れ側双方による建設的な対話の重要性等について解説いただきました。 

初日の最後は、社会福祉法人 日本ライトハウス 常任理事 關 宏之 氏(元全国

就労支援ネットワーク事務局長)より、障害者の就労支援に携わる職員に求められる視

点や、生きにくさを抱える生活者の環境を調整する社会福祉従事者の役割等につい

て講義いただきました。 

2日目は、4コースの分科会として

「一般就労支援担当者」「作業支援・

商品開発・営業活動担当者」「生活支

援担当者」「法人・事務担当者」と職種

ごとに分かれ、研修を行いました。特

に、法人・事務担当者分科会では、厚

生労働省社会・援護局 福祉基盤課

より社会福祉法人制度改革について

説明をいただいた後、日本公認会計士協会非営利法人委員会 菊池 博俊 氏より、

改正社会福祉法の施行に伴う会計処理の留意点と障害者就労支援施設・事業所に

おける会計処理のポイントについて講義をいただきました。その他の会場ではそれぞ

れのテーマに合わせた講義と実践報告、グループワークを行いました。 

 

 

 福祉人材確保の推進に向けて～福祉人材センター・バンク基

幹職員研修会 
 

10 月 26～27 日、福祉人材センター・バンク基幹職員研修会を開催しました。本研

修会は、各福祉人材センター・バンク事業の中核的な役割を担う職員を対象に実施し

ており、本年度は 49名の参加がありました。 

国がかかげている一億総活躍社会の推進において、介護・保育人材確保等が主要

な課題となっています。こうしたなか、本研修会では、福祉人材センターの業務の外部

環境である将来の労働力の需給見通しや女性の就業促進に関わる課題、日本にお

ける外国人労働にかかる諸課題、福祉施設・事業所の福祉人材確保への取組みと福

祉人材確保にかかる多様な論点に対し、国内外の例に基づいて各分野の有識者や

経営者からご講義いただきました。 

参加者からは「福祉人材の問題を多面的に学ぶことができた」「今後の事業計画に

反映させたい」といった声があり、各都道府県福祉人材センター・バンクにおいて事業

を考案し、業務を進めるにあたり有意義な時間となりました。 

分科会開催の様子 
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さらに本年度は、福祉人材センター・バンク事業の周知を広げていくために欠かせ

ない「広告力・宣伝力」を高めるために、CM・ポスター等で活躍されているコピーライタ

ーを講師としてお招きし、福祉人材センター・バンクの魅力を発信していくうえで共感

を呼ぶための考え方等を学びました。 

「求職者を惹きつける広告」をテーマにしたワークでは、各グループが考えた魅力的

なキャッチコピーが発表され、活発な意見交換が行われました。 

最後に中央福祉人材センターより、来年度より施行される離職介護福祉士等届出

制度に対応した新システムの説明を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 地域住民、関係機関等とともに取り組む地域づくり～第 26回

全国地域包括・在宅介護支援センター研究大会(横浜大会) 
 

全国地域包括・在宅介護支援セン

ター協議会では、10月 24～25日、全

国地域包括・在宅介護支援センター

研究大会を横浜市で開催し、全国か

ら約 400 名のセンター職員や関係者

が集いました。 

初日には、社会福祉法人 横須賀

基督教社会館 阿部 志郎 会長より「今、地域を創るということ」のテーマで特別講演

をいただき、住民や関係機関とともに地域に根ざした取組みを進めるうえでの示唆を

いただきました。 

その後、2 つの分科会に分かれ、「介護予防・日常生活支援総合事業～住民等の

支え合いの地域づくり～」、「個別課題からよりよい地域づくりへ」というそれぞれのテー

マで実践報告と意見交換を行いました。 

第 2 日には、「複雑・多様な課題に対応するための地域包括・在宅介護支援センタ

ーにおける関係機関とのネットワークづくり」をテーマにシンポジウムを行いました。冒

当日の様子 
 
 
 
 

当日の様子 
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頭、厚生労働省より現在議論が進められている総合的な相談支援体制の方向性につ

いて説明がありました。その後、多分野・多職種連携を進めている地域包括支援セン

ターや生活困窮の自立相談支援機関、障害者の基幹相談支援センターから取組み

が紹介され、関係機関との連携のあり方や地域包括・在宅介護支援センターの役割

について学びを深めました。 

また、期間中には関東ブロックを中心に 22 のセンターによるポスターセッションが実

施され、各地の取組みについて活発な情報交換が行われました。 

 

 

 「ともに生きる豊かな福祉社会をめざして」～全社協アニュアル

レポート 2015-2016発行 
 

政策企画部・広報室では、本会の事業や活動内容、実績、組織概要等を説明・紹

介し、社会福祉関係者・関係団体、他分野の団体、マスコミ、さらには一般の皆さまへ

の広報活動や理解促進に役立てていただくことを目的に、毎年アニュアルレポート(年

次報告書)を発行しています。 

このたび、平成 27～28 年度の取組みをまと

めた「全社協アニュアルレポート 2015-2016」発

行しました。 

本会のアニュアルレポートは、年度内の事業

報告に加え、その年、社会福祉分野で重要な

テーマ・課題となっていることについて特集記

事として掲載しています。今回は、介護、保育

(子ども・子育て)、子ども家庭(社会的養護)、障

害、生活困窮者(セーフティ関連)の 5分野につ

いて、各分野の現況報告と課題提起に関連す

る社会保障・福祉制度へ対する改善要望につ

いて掲載しています。また、今春に発生した平

成28年熊本地震における支援についても掲載

しています。 

全社協アニュアルレポート 2015-2016 は、下

記の URL よりご覧ください。 

 

http://www.shakyo.or.jp/business/annual_2015-2016.pdf 

↑画像をクリックすると全社協アニュアルレポートを
ご覧いただけます。 
 

↑ＵＲＬをクリックすると全社協アニュアルレポートへジャンプします。 
 

http://www.shakyo.or.jp/business/annual_2015-2016.pdf
http://www.shakyo.or.jp/business/annual_2015-2016.pdf
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■ 社会保障審議会障害者部会（第 81回）【10月 19日】  

都道府県・市町村が平成 29 年度中に行う、次期障害福祉計画の見直し及び障害

児福祉計画の作成にかかる基本方針見直しについての議論。基本方針見直しのポイ

ントとして、精神障害に対応した地域包括ケアシステムの構築、発達障害者支援の一

層の充実等が確認された。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000139995.html 

■ 第 67回社会保障審議会介護保険部会【10月 19日】  

介護保険料の利用者負担割合に関して、要介護認定の軽度者の利用者負担引き

上げや応能負担の導入、高額介護サービス費の負担上限額の医療保険に合わせた

引き上げ等の議論。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000140142.html 

■ 平成 28年第 17回経済財政諮問会議【10月 21日】  

経済・財政一体改革(社会保障改革)に関する議論。厚生労働省からは経済・財政

一体改革（社会保障改革）の取組状況の報告がなされ、2016 年末までに結論をだす

こととされている、医療・介護提供体制の適正化、インセンティブ改革、負担能力に応

じた公平な負担、給付の適正化等の議論もなされた。 

http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2016/1021/agenda.html 

■ 総務省 平成 27年国勢調査結果【10月 26日】  

わが国の総人口は１億 2,709万 5,000人(平成 27年 10月 1日現在)。平成 22年と

比較すると、人口は 96 万 3,000 人減少した。また、15 歳未満人口は 1,588 万 7,000

※ 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/shingi2/0000139995.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000140142.html
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2016/1021/agenda.html
http://zseisaku.net/
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人（総人口の 12.6％）、15～64 歳人口は 7,628 万 9,000 人となった。総人口に占める

65歳以上人口の割合は前回と比べ 23.0％から 26.6％に上昇した。 

なお、15 歳未満人口の割合は調査開始以来最低となり、65 歳以上人口の割合は

調査開始以来最高となった。 

http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2015/index.htm 

 

 

 

 

■ 第２回地域における住民主体の課題解決力強化・相談支援体制の在り方に関する

検討会（地域力強化検討会）【10月 18日】 
 

第 1 回検討会で出された論点(小中学校区等の住民に身近な圏域で、住民が主体

的に地域課題を把握して解決を試みる体制の必要性や多機関協働による包括的支

援体制をいかに作るか等)についてさらに構成員に意見を求め、議論を深めた。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000140332.html 

 

■ 第２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【10 月

24日】 
 

自立相談支援事業と就労支援のあり方について、実施状況や利用状況を踏まえ、

課題の整理、意見交換がなされた。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000140806.html 

 

■ 介護給付費等実態調査月報（平成 28年 8月審査分）【10月 25日】 

介護サービスに係る給付費用の状況の調査結果を公表。 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/kyufu/2016/08.html 

 

厚生労働省新着情報より 

http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2015/index.htm
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000140332.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000140806.html
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/kyufu/2016/08.html
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福祉職員キャリアパス対応生涯研修課程 上級管理職員研修会 

～組織内のキャリアパス構築のための方法論を学ぶ研修会～ 

 

処遇改善に関する加算でキャリアパス要

件が位置づけられ、キャリアパスの整備への

関心が高まっています。法人・事業所におけ

るキャリアパスの整備は、加算取得のみなら

ず、人材の確保・定着・育成の鍵を握る重要

な経営課題といえます。 

本研修会は、今年度から中央福祉学院が

実施する上級管理者向けの唯一の課程であ

り、トップマネジメントに携わる役職者自身の

さらなるキャリアアップとともに、法人・事業所

におけるキャリアパスの組織的な整備の方法

について学びます。積極的なご応募をお待ちしています。 

研修概要は下記のとおりです。 

 

研修の概要 

【研修会 概要】 

1．日   程：平成28年12月1日（木）～2日（金） 

2．会   場：中央福祉学院（ロフォス湘南）神奈川県三浦郡葉山町 

3．受講対象 

現在、施設長等の運営統括責任者に就いている役職員（あるいは近い将来そ

の役割を担うことが想定される職員）であり、かつ法人・事業所内における人事施

策を担当し、以下①②のいずれかの要件を満たす者。 

①本課程「管理職員コース」の修了者 

②これまでに職員を本課程のいずれかのコース（初任者、中堅、チームリーダ

ー、管理者）に派遣したことがある法人・事業所の役職員 

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/course4166.html
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4．参加定員：60名（先着順） 

5．参 加 費：21,600円（宿泊代等別途） 

6．申込締切：平成28年11月11日（金） ※締切を延長しました。 

7．内   容：・法人・事業所におけるキャリアパス構築に関する講義と演習（キャリア

パス構築に向けた自組織の現状と課題把握等） 

・上級管理職員としてのキャリアデザインと環境整備、アクションプラン 

の作成 等          

※詳細は「開催要綱」をご参照ください。 

8．申込方法：開催要綱及び申込書等を下記URLよりダウンロードできます。 

「3.受講対象」を確認のうえ、お申込みください。 

http://www.gakuin.gr.jp/training/course4166.html 

 

【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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑ＵＲＬをクリックすると中央福祉学院ホームページにジャンプします。 

http://www.gakuin.gr.jp/training/course4166.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> 

●『地域福祉の弱みと強み ～「藤里方式」が強みに変える～』 

( 菊池 まゆみ 著) 
 

ひきこもり者支援で大きな成果をあげ全国的に注

目される秋田県・藤里町社会福祉協議会。現在は

「町民全てが生涯現役を実践する事業」に取り組

み、町民一人ひとりの自己実現を応援する地域福

祉を展開しています。 

これらを牽引してきた著者は、福祉の常識の枠を

拡げ、従来の「弱者支援」から、弱者と呼ばれてきた

人がまちづくりに参加できるよう支援する活動への

転換を「藤里方式」として提案。この理念にそって職

員の意識改革をはかりながら「頼りになる社協」を具

体化してきました。 

本書は、そうした著者の取組みを事業の歩みとと

もに振り返るとともに、地域福祉実践者としての揺る

ぎない覚悟を読者と共有しようとする、「地域福祉実

践にかかわる人」の必読書です。 

 

(10月発行 定価本体 1,200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=book2855&_page=_index&_page2=contents&_page3=detailbook&_sys_id=2855&_class=020101&_category=ISBN978-4-7935-1214-8
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<月刊誌> 

●特集「『食べたい！』と感じていただく」 

『ふれあいケア』11月号 

 

障害のある人たちなどが農業の担い手となる「農

福連携」が全国に広がりつつあります。経済的自立

をめざす障害者や若者にもメリットのあるこの取組み

は、地域の活性化にもつながっており、本特集では

「地域との連携」をキーワードにかかげている事例を

紹介します。 

 

（10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概算要求の概要」 

『生活と福祉』10月号 

 

本号の特集は平成 29 年度厚生労働省予算概算

要求の概要をとりまとめています。厚生労働省の概

算要求額は、平成 28 年度と比べ 8,108 億円増

（2.7％増）の 31 兆 1,217 億円。そのうち生活保護費

負担金は 2 兆 9,074 億円とされております。次年度

の業務に関わる内容ですのでぜひご一読ください。 

 

（10月 20日発売 定価本体 386円税別） 

 

 

【問合せ先：出版部 ℡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=book2854&_page=_index&_page2=contents&_page3=detailbook&_sys_id=2854&_class=120101&_category=05595
https://www.fukushinohon.gr.jp/esp.cgi?_file=book2853&_page=_index&_page2=contents&_page3=detailbook&_sys_id=2853&_class=120101&_category=17807

