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 「ボランティア・市民活動の未来をみすえる」全国から約 500 名参加～ボランティ
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 社協定款変更など改正社会福祉法への対応にかかる議案を

承認～全社協第 202回理事会、第 180回評議員会 
 

11月1～2日、全社協は、第202回理事会、

第180回評議員会を開催しました。評議員会

の開会挨拶において、全社協 斎藤 十朗 

会長は、はじめに4月の熊本地震や相次ぐ台

風被害、さらには鳥取県中部地震など多くの

自然災害について、被災地の皆様へのお見

舞いと、被災者の支援にあたられている関係

者の方がたへの敬意を表しました。続いて、6

月に策定された「ニッポン一億総活躍プラン」に関して、その施策のほとんどが介護や

保育にかかる基盤整備など、福祉関係者に密接に関連するものとなっていること、ま

た、プランには「地域共生社会の実現」が盛り込まれ、厚労省に「我が事・丸ごと地域

共生社会実現本部」が立ち上げられたことについて触れ、こうした福祉を取り巻く情勢

をとらえ、よりよい施策となるように積極的に提言、要望を進めていかねばならないと述

べられました。一方で、公正取引委員会による特養経営への株式会社等の参入、特

区における「准保育士」の創設に向けた提案などについては、社会福祉の理念に照ら

して、極めて遺憾であり、わが国の社会福祉を後退させるような動きは、断固として阻

止しなければならないとし、引き続き、関係者のご支援、ご協力をお願いしたいと述べ

ました。 

続いて、本年度上半期の事業進捗及び財政状況について報告を行ったのち、議案

審議に入り、本年度第一次収支補正予算（案）、理事の補充選任、改正社会福祉法

への対応に向けた定款の変更、理事・監事・評議員選任規程の改正、評議員選任・

解任委員会運営規則の制定ならびに同委員の選任、会計監査人候補者の選定が上

程され、いずれも原案どおり承認されました。とくに法改正関連議案については、出席

された理事、評議員からの関心も高く、提案内容についての詳細の確認や、来年度 4

月からの全面施行に向けたスケジュールの確認など、今後の対応について多くの質

疑が出されました。 

 

 

 

 

 

 

 

あいさつを述べる 

全社協・斎藤十朗会長 

当日の様子 
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なお、評議員会においては、最後に鳥取県社会福祉協議会 青木 茂 会長より鳥

取県中部地震の被害状況が報告され、あわせて関係者からの多大な支援に対して感

謝の意を表されました。 

 

 

■ 「乳児院の総力―課題をこえる力を―」をテーマに～第 66回

全国乳児院協議会（宮崎大会） 
 

10 月 25～26 日、全国乳児福祉協議

会（会長 平田 ルリ子／以下、全乳協）

は、宮崎県宮崎市で第 66回全国乳児院

協議会を開催し、定員を超える 234 名が

参加しました。 

1 日目は、厚生労働省による社会的養

護の現状や改正児童福祉法および社会

福祉法人制度改革等についての行政説明の後、平田会長が関連する全乳協の取組

みを報告しました。特別講演では、社会福祉法人 山梨立正光生園 理事長 加賀美 

尤祥 氏に、改正児童福祉法がめざす社会的養育と乳児院の役割についてお話しい

ただきました。また、乳児院勤続 15年以上の職員 57名に、永年勤続者表彰の贈呈を

行いました。 

2 日目は、大会テーマを踏まえて課題設定した分科会で、実践報告を主として、活

発な議論が行われました。 

 

 

■ 「ボランティア・市民活動の未来をみすえる」全国から約 500名

参加～ボランティア全国フォーラム 2016(東京大会) 
 

11 月 5～6 日、ボランティア全国フォーラム 2016 が開催されました。「ボランティア・

市民活動の未来をみすえる」を大会テーマに掲げ、全国からスタッフを含めて約 500

名が参加しました。ボランティア・市民活動に関わる幅広い参加者が集まり、2 日間に

わたって学び合い、ともに活動を拡げていくことを確認し合う機会となりました。 

当日の様子 
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1 日目は開会式のあと、「広がれボランティアの輪」連絡会議前会長／神奈川県立

保健福祉大学名誉学長 阿部 志郎 氏より『ボランティア・市民活動の未来～社会の

変革とボランティア・市民活動の変遷～』として記

念講演をいただきました。続いて『ボランティア・市

民活動はどこへ歩むのか～これまでの歩みと次へ

の一歩～』をテーマに、「広がれボランティアの輪」

連絡会議副会長 上野谷 加代子 氏のコーディ

ネートのもと、日本福祉大学教授 原田 正樹 氏、

愛知県社会福祉協議会地域福祉部長 石黒 学 

氏、日本NPOセンター 田尻 佳史 氏、東京大学

大学院教育学研究科准教授 仁平 典宏 氏によるトークセッションⅠが行われました。    

最後に「2 日目の分科会へのバトン」として、原田 正樹 氏のコーディネートにより 5

つの各分科会の企画担当者からの 2日目のねらいが共有されました。 

2 日目は午前中に分科会が行われ、分野は大きく①協働、②福祉教育・市民教育、

③財源、④グローバル、⑤ユースの 5 つが設定されました。いずれの分科会でも活発

な議論がなされ盛況となりました。午後

は「広がれボランティアの輪」連絡会議

会長 山崎 美貴子 氏によるコーディ

ネートで、各分科会の登壇者による分

科会共有の時間を設けて総括を行い

ました。 

閉会式では、次年度の開催地となる

広島県、岡山県をまたぐ備後圏域を代

表して、福山市社会福祉協議会 会長 橋本 哲之 氏から次回開催予告があり、最

後に「広がれボランティアの輪」連絡会議副会長 上野谷 加代子 氏による閉会の言

葉でフォーラムを締めくくりました。 

 

 

■ 生活福祉資金貸付事業の今日的な意義、役割について協議

～平成 28 年度全国生活福祉資金貸付事業運営研究協議

会 
 

11 月 7～8 日、都道府県・市区町村社協の生活福祉資金担当職員や民生委員を

対象に、平成 28年度全国生活福祉資金貸付事業運営研究協議会を開催しました。 

生活困窮者自立支援制度施行から 1 年半が経過しましたが、期待される同制度と

トークセッションⅠの様子 

分科会の様子 
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生活福祉資金貸付制度の効果的な連携については、この間、借受人に対する支援の

充実がみられる一方、種々の課題も明らかとなりつつあります。 

また、本貸付制度は民生委員による世帯更生運動を源とし、昭和 30 年に世帯更生

資金貸付制度として創設されて以来、今日に至るまで、民生委員と社協との連携・協

働のもとに運営されてきましたが、近年、本貸付制度の見直しや生活困窮者自立支援

制度の創設のなかで、民生委員による借受人への相談支援活動のあり方も課題とさ

れています。 

本年 12月 1日には 3 年に 1度の民生委員の一斉改選が行われることから、あらた

めて社協、民生委員、自立相談支援機関の効果的な連携のあり方を考えていくことが

必要となっています。 

そうしたなか開催した本研究協議会では、明治学院大学 新保 美香 教授から、

本貸付制度の今日的意義とともに、関係機関の連携・協働のポイント、社協・民生委

員への期待等について講義が行われました。 

続く分散会では、とくに社協、民生委員の連携のあり方について協議を行い、今回

においても地域住民の身近な支援者である民生委員による借受人の状況把握や見

守り等が重要である旨があらためて確認されるとともに、社協との間での情報共有・連

携に向けて種々意見が提起されるところとなりました。 

 

 

 苦情解決を通じた福祉サービスの質向上に向けて～福祉サー

ビスの質の向上推進委員会 第１回 苦情相談体制・研修部

会 
 

11 月 8 日に今年度第 1 回目となる苦情相談体制・研修部会（オブザーバー：厚生

労働省 福祉基盤課）を開催し、近年の福祉サービスの利用・提供をめぐる動向等を

踏まえ、運営適正化委員会事業の推進や福祉施設・事業所における苦情対応・解決

の取組促進に向けて協議しました。 

部会では、15 年を経過した運営適正化委員会の運営及び事務局の業務等に係る

「都道府県運営適正化委員会 事務局の実務」（平成 22年 3月・全社協）の改定に向

けた検討を実施し、苦情解決プロセスにおける課題、委員会における対応状況等に

ついて委員から報告、課題提起いただくとともに、「あっせん」を行う意義やその活用、

情報開示のあり方等について協議しました。 

また、日常生活自立支援事業に対する運営監視に関して、事業の契約件数増加、

基幹的社協の拡大等の現状を踏まえ、効果的・効率的な監視の実施について検討し

ました。 
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一方、現在、福祉施設・事業所における苦情相談体制の整備が充分とはいえない

ことから、苦情対応・解決の取組みの重要性の周知・苦情相談体制の整備促進を図る

ため、福祉施設・事業所の『福祉サービスの質の向上に向けた取組みの手引き』（仮

称）」の作成に向けて検討を行いました。 

協議のなかで、福祉施設・事業所は苦情を「利用者の声」として真摯に受け止めるこ

とが利用者の権利擁護にとって重要であり、苦情を福祉サービスの質向上につなげて

いくことの必要性についてあらためて確認しました。 

なお、今般の社会福祉法人制度改革を踏まえ、運営適正化委員会に関連する厚

労省通知の見直し検討についても課題としました。 

 

 

 共同受注窓口の運営等の体制整備や機能強化を図る～平

成 28年度 全国共同受注窓口担当者会議 
 

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、11 月 9

日、平成 28年度 全国共同受注窓口担当者会議を各都道府県のそれぞれの担当者

36名の参加者を得て開催しました。 

この会議は、社会就労センターに対し官公庁や民間企業から物品や役務の受発注

があった場合の調整を担う等の機能を有している共同受注窓口の運営等の諸課題を

明らかにしながら体制整備や機能強化を図ることや全国の共同受注窓口に関わる職

員の交流を図ることを目的として開催しました。 

当日は午前中に、厚生労働省社会・援護局 障害保健福祉部障害福祉課 服部就

労支援係長より優先調達推進法による調達の状況や共同受注窓口の運営に関する

行政説明がありました。 

引き続き午後には、特徴的な活動を行う共同受注窓口の活動状況について、とくし

ま障害者授産支援協議会と福井県セルプ振興センター、本会議の主催者のひとつで

ある日本セルプセンターよりご報告をいただきました。 

その後、今回の会議に際し実施した「共同受注窓口実態調査」の概要報告を行い、

それを受け参加者によるグループ討議を行いました。共同受注窓口の経営安定化や

行政との連携、受注実績を上げるための工夫、他の共同受注窓口との連携等につい

て、各窓口がそれぞれ創意工夫をしながら社会就労センターの利用者の工賃や賃金

向上に向けた活動を行っている状況について情報や意見を共有し合いました。参加

者からは、事業継続のためには行政や地元企業等に窓口のサポーターとなって応援

してもらうことが大切といった意見や他県の窓口との連携が重要という意見が参考にな

ったとの声が聞かれました。 
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■ 第 3 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）【11月 2日】 
 

主に、論点 5(地域課題の解決策としての「寄附文化の醸成」の考え方)、論点 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の留意点)

が話し合われた。論点 5では、官民協働と民間財源について、論点 6では、守秘義務

と情報共有における制度上の課題が挙げられた。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000141920.html 

 

■ 社会保障審議会障害者部会（第 82回）【11 月 11日】 

障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直しについての話し合い。

施設入所者の地域生活移行者数や施設入所者数の削減、精神障害にも対応した地

域包括ケアシステムの構築等に関する成果目標案が示された。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000142497.html 

 

■ 社会福祉法人制度改革について【11月 11日】 

○発出通知 

「社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過

措置に関する政令等の公布について」 他 

○発出事務連絡 

「『社会福祉法人制度改革の施行に向けた留意事項について(経営組織の見直し

について)』の改訂について」 他 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000142657.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 

政策動向 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000141920.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000142497.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000142657.html
http://zseisaku.net/
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■ 第７回社会保障審議会福祉部会福祉人材確保専門委員会【11月 14 日】 

介護人材の機能に応じた育成のあり方について、チームリーダーに求められる必要

な能力を身につけるための育成方法、専門職としての社会的評価と資質を高めるため

の介護福祉士に必要な資質、介護未経験者の介護分野への参入を促進させるため

の入門的研修の内容等が議論された。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000142800.html 

 

 

 

■ 被保護者調査（平成 28年 8月分概数）【11 月 2日】 

被保護実人員は 2,146,143人となり、前月より 1,071人増加。また、対前年同月と比

べると、17,213 人減少。被保護世帯は 1,636,636 世帯となり、前月より 1,877 世帯増

加。また、対前年同月と比べると、7,912 世帯増加。世帯類型別では、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/m2016/08.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚生労働省新着情報より 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000142800.html
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/hihogosya/m2016/08.html
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平成２８年度 

「ふれあい・いきいきサロン全国研究交流会」 in埼玉 

～笑顔いっぱいの居場所づくり これからサロンが面白い！～ 

 

ふれあい・いきいきサロンは、高齢者や障害者、子育て中の親子などが地域の身近

な場所で楽しく過ごす場として広がり、全国各地で展開されています。 

サロン活動は、地域住民の参加と協力による地域のつながりの再構築と支え合い活

動を広める役割があるとともに、介護保険制度の改正にともない介護予防の拠点とし

ての期待も高まっています。 

そこで、今年度の全国研究交流会は、日頃のサロン活動を振り返るとともに、身体を

動かすことで参加者が笑顔で元気になる、介護予防や認知症予防などに効果のある

音楽を用いたレクリエーション技術を通し、今後の取り組みが一層魅力的となることを

目的に開催します。 

 

・主   催 平成 28年度「ふれあい・いきいきサロン全国研究交流会」in埼玉 実行

委員会社会福祉法人埼玉県社会福祉協議会 

社会福祉法人全国社会福祉協議会 

・後   援 公益財団法人 みずほ教育福祉財団 

・日   時 平成 28年 12月 4日（日）10:00～15:50 

・会   場 彩の国すこやかプラザ セミナーホール 他 

（〒330-8529 埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷 4-2-65） 

・対   象 「ふれあい・いきいきサロン」など地域住民の参加によるサロン活動に取り

組む方がた 

        （サロン活動者、ボランティア、民生・児童委員、社協役職員、地域包括 

支援センター職員、その他興味のある方） 

・定   員 290名 

・参 加 費 1,000円(昼食、お茶代含む) 

・申込期限 平成 28年 11月 15日（火）  

※申込み締切を延長します。お誘いあわせの上、奮ってご応募ください。 

 詳しくは開催要項をご参照ください。開催要項は下記ホームページからダウンロード

できます。 

http://www.zcwvc.net/2016/10/25/平成 28年度-ふれあい-いきいきサロン全

国研究交流会-in埼玉を開催のお知らせ-参加申込み受付中/ 

 

インフォメーション 

http://www.zcwvc.net/2016/10/25/平成28年度-ふれあい-いきいきサロン全国研究交流会-in埼玉を開催のお知らせ-参加申込み受付中/
http://www.zcwvc.net/2016/10/25/平成28年度-ふれあい-いきいきサロン全国研究交流会-in埼玉を開催のお知らせ-参加申込み受付中/
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【問合せ先】 

  ・全国社会福祉協議会 地域福祉部（担当：三輪、水谷） 

    TEL 03-3581-4655 FAX 03-3581-7858 E-mail:z-chiiki@shakyo.or.jp 

  ・埼玉県社会福祉協議会 地域福祉部地域活動支援課（担当：辻、平田） 

    TEL 048-822-1435 FAX 248-822-3078 E-mail:vc@fukushi-saitama.or.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:z-chiiki@shakyo.or.jp
mailto:vc@fukushi-saitama.or.jp
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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> 

●『2016年版 新任 民生委員・児童委員の活動の手引き』 

(全国民生委員児童委員連合会 編) 
 

平成 29 年に 100 周年となる長い歴史をもつ民生

委員制度。そのあゆみのなかで、地域住民に寄り添

いながらさまざまな課題に対応し支援を行ってきた

民生委員・児童委員。住民の抱える課題が一層複

雑・多様化するなか、身近な相談相手として、また、

安心して住み続けることができる地域づくりの推進に

おいても、その役割は重要です。 

本書は、民生委員・児童委員活動の基本、相談・

支援活動のポイント、関連する事業や活動の概要な

ど、理解しておく必要のある事柄をわかりやすくまと

め、実際に活動するうえで重要な記録・報告の留意

点など具体的な内容も示しており、民生委員・児童

委員活動のスタートに最適な手引書です。 

2016 年版においては最新の資料を掲載し、新任

民生委員・児童委員の皆さまの研修のテキストとして

最適であることはもちろん、ベテランの委員の皆さま

にも手元に備えていただきたい一冊です。 

 

(11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) 
 
 
 

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=book2858&_page=_index&_page2=contents&_page3=detailbook&_sys_id=2858&_class=030101&_category=978-4-7935-1215-5
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<月刊誌> 

●特集「ともに生き認め合う社会－障害者差別解消法を活かそう」 

『月刊福祉』12月号 

 

「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」）は 2016（平成 28）年 4月

1 日に施行され、半年が経過しました。障害者が孤

立しない障害者への差別や虐待がなくなる社会をめ

ざし、ともに生き認め合う社会について考えます。 

 

（11月 7日発売 定価本体 971円税別） 

 

 

 

 

 

 

 

●特集「受けてよかった！『第三者評価』」 

『保育の友』12月号 

 

福祉サービス第三者評価事業は、保育所を利用

する保護者のための情報提供や、保育サービスの

質の向上を図ることをねらいとしています。保育所に

おける第三者評価の受審は、他の福祉施設と比べ

てまだ低い状況が見受けられますが、受審により明

らかになった課題に対して改善を図り、保育の質の

向上につなげていく意義は大きく、活用が求められ

ています。 

そこで、第三者評価についての理解を深め、受審

によって質の高い保育への取組みを進めていけるよ

う、専門家からの解説や実際に取り組んだ園の経験

をもとに受審と活用について考えます。 

（11月 8日発売 定価本体 581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=book2856&_page=_index&_page2=contents&_page3=detailbook&_sys_id=2856&_class=120101&_category=08039
https://www.fukushinohon.gr.jp/esp.cgi?_file=book2857&_page=_index&_page2=contents&_page3=detailbook&_sys_id=2857&_class=120101&_category=03359
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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。 


