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□発行責任者：日本生協連・福祉事業推進部長 山際 淳 

TEL：03-5778-8107  FAX：03-5778-8108  

〒150-8913 東京都渋谷区渋谷３丁目-29-8 コーププラザ 11F 

 

■１ページ【「2016年度関西地連・北海道東北地連 地域支援事業 実践交流会」開催の

ご案内】 

■３ページ【中央地連、中四国地連、九州地連の開催案内（詳細は後日）】 

【平成 28年度 社会福祉主事資格認定通信課程 受講者募集のご案内 

      ～民間社会福祉事業職員課程・秋期コース～（全社協・中央福祉学院の案内）】 

■４ページ【介護事業関連情報】 
 

 

【2016年度関西地連、北海道・東北地連 地域支援事業 実践交流会」 

開催のご案内】 
この間、「福祉事業責任者交流会議」は、介護保険事業を展開されている会員生協の情

報・実践交流の場として開催して開催して参りましたが、今回については、現在自治体で

事業移行が進められている「地域支援事業」について情勢の共有と会員生協での実践事例

の交流を深める場として位置付け、すすめてまいりたいと存じます。 

つきましては、本会議の主旨をご理解いただき、万障繰り合わせの上、ご参加いただき

ますようよろしくお願い申し上げます。 

１．交流会の目的：             

①「地域支援事業」の情勢について共有化します。 
  

  

   全国の自治体は 2015年度～17年度の３年間の間に、本事業を移行・開始する必要 

がありますが、自治体の約 60％は最終年度の 2017年度の事業開始予定となっています。 

しかし、厚生労働省からの働きかけもあって当初の計画より前倒しで移行する自治体も 

出てきています。実際に移行した自治体の中では、十分な準備が無く名前だけの移行と 

なっていたり、著しく単価を下げたサービス類型が示される場合など、当初懸念して 

いた事例が実際に起こっていることが明らかになっています。 
 

  

以上を踏まえ、市町村訪問活動については、今年度の取り組みが決定的に重要となります。 

交流会では、最新の状況を共有することで改めて市町村訪問活動を通じて取り組む課題を 

確認します。 
      

  

② 会員生協・都道府県連等での先進実践事例に学びます。 
  

  

  全国の市町村訪問活動に取り組みにおいては、都道府県連のコーディネートによって 

生協間の連携が進んだり、自治体との関係が深まる事例や、実際の協議体への参加、 

多様なサービスの実施に向けた事業対応の検討などが始まってきています。   

それらの先進的な実践について報告をいただき学ぶ機会とします。 
 

  

③ 各生協の取り組み状況について交流します。 
   

  

① を内容を踏まえながら、参加生協の個別の状況についてグループで交流を行い、 

今後の具体的な対応の進め方について共有をはかります。 
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 企画内容及び日程： 
     

  

 13:00～13:10  開会、事務局連絡 
    

  

 13:10～14:20  基調講演：「和光市の地域包括ケアシステムと総合事業」（仮） 

         和光市 保健福祉部長 東内 京一 様 
  

  

       ※東内部長のご登壇が難しい場合は和光市の担当職員にご対応いただきます。 

 14:20～14:50：日本生協連報告 
    

  

 14:50～15:00：  休憩 
     

  

 15:00～16:00：会員生協実践事例報告   
   

  

 16:00～17:00：参加者交流 
     

  

 17:00:  閉会               

 

 

 

関西地連               

●日時  ：2016 年 8 月 10日（水）13 時 30分～17時 00

分   
  

●場所  ：生協会館新大阪 会議室 
   

  

●参加申込 
      

  

添付の「参加申込書」にて、関西地連へ７月２９日（金）までにご連絡ください。   

●事前資料のお願い 
     

  

事業状況についての交流を行いますので、添付の「情報交流シート」にご記入いただき、 

資料のご提出をお願いいたします。８月３日（水）までに、関西地連事務局までＥメール 

にてお送りください。 
     

  

また、「情報交流シート」以外に、訪問自治体の新地域支援事業の内容が分かる資料や、 

自組織で作成された関連資料等についても別途ご提供いただけますと幸いです。 

合わせてお送りください。 
     

  

■事前資料のご送付・参加申し込み先 
    

  

関西地連事務局：小枝・小川 
     

  

＜メールアドレス＞ harumi.koeda@jccu.coop      satoshi.ogawa@jccu.coop   

TEL：06-6308-1080／FAX：06-6308-2090 
   

  

■会場のご案内 
      

  

〇生協会館新大阪             http://jccu.coop/jccu/location/map-kansai.html 

大阪府大阪市淀川区西中島 4-9-26 
    

  

TEL：06-6308-1080      地下鉄御堂筋線 西中島南方駅より徒歩 5分程度   
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北海道・東北地連               

２．日時  ：2016年 8月 25 日（木）13時 00 分～17 時 00 分 
 

  

３．場所  ：仙台ガーデンパレス 
    

  

７．参加申込 
      

  

添付の「参加申込書」にて、北海道･東北地連宛て 8月 9日（火）までにご連絡ください。 

８．事前資料のお願い 
     

  

現在までの取組状況についてグループ交流を行いますので、添付の「情報交流シート」に 

ご記入いただき、資料のご提出をお願いいたします。８月９日（火）までに、北海道・ 

東北地連事務局までＥメールにてお送りください。 
  

  

■事前資料のご送付・参加申し込み先 
    

  

北海道・東北地連事務局：井形貞祐 
    

  

＜地連事務局共通メールアドレス＞ chren_ht@jccu.coop 
  

  

TEL：022－217－0731  FAX：022－217－0732 
   

  

■会場のご案内 
      

  

仙台ガーデンパレス    仙台市宮城野区榴岡四丁目 1番 5号   TEL：022-299-6211 

 

参加申し込み、提出用事前資料記入用紙は、添付ファイルをご利用ください。 

 

【中央、中四国、九州地連の開催案内】 

 内容が確定次第、順次ご案内して参ります。開催時間は 13：00～17：00です。 

〇中四国地連 

  9月 8日（木）：オルガホール （岡山県岡山市北区奉還町 1-7-7） 

 〇中央地連 

  9月 21日（水）：主婦会館プラザエフ （東京都千代田区六番町 15） 

〇九州地連 

9月 29日（木）：※会場調整中 

 

【平成 28年度 社会福祉主事資格認定通信課程 受講者募集のご案内  

（全国社会福祉協議会・中央福祉学院）からのご案内】 

全社協・中央福祉学院では、標記通信課程の平成 28年度秋期コース受講者を募集中です。

「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、

特別養護老人ホームやデイサービスセンターなど民間社会福祉事業の多くの現場において

も、基礎的な資格として準用され、広く取得されています。 

全社協・中央福祉学院の通信課程は約 40年の実績を有し、毎年 5,000名を越える方（春・

秋コース通算）が資格取得に向けて自宅での学習に励み、面接授業に臨まれています。 
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本通信課程修了後、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

期養成施設への入学資格を得ることができます。全社協・中央福祉学院でも社会福祉士短

期養成コース（10ヵ月）を実施していますので、社会福祉士資格取得をめざす方はさらな

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。社会福祉主事任用資格の

取得は社会福祉専門職のキャリアづくりの第一歩です。多くの方のご受講を心よりお待ち

しています。 

通信課程の概要 

(1)受講期間： 平成 28年 10月～平成 29年 9月（1年間） 

(2)学習内容： 自宅学習によるレポート作成（16科目）、面接授業（５日間） 

(3)受講料  ： 87,400円（消費税込） 

※添削指導料、テキスト、教材費、面接授業料含む 

※面接授業にかかる交通費・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)申込期間； 平成 28年 8月 1日（月）当日消印有効 

         ※定員に達し次第締め切ります 

添付ファイルをご覧ください。 

 

 

【介護事業関連情報】～この間の介護事業分野に関連する主な新聞報道等～ 

6月 24日 ◆地域包括ケア推進へ都県協議会を初開催 関東信越厚生局◆ シルバー新報 

  

関東信越厚生局は６月２０日、都県の担当者を集め地域包括ケアの推進に関わる協議会を初めて開

催した。医療介護連携をスムーズに推進するため、厚生局が保有する医療資源情報を都県が活用し

やすいよう、情報提供のルールを簡素化することなどを説明した。農政局、経済産業局地域経済部、

地方整備局道路部などとも情報交換しながら、幅広な視点で地域包括ケアを推進していく方針。啓

発活動の一環として、７月１９日、桜美林大学総合研究所の鈴木隆雄所長を招き、「高齢者の健康

づくりとフレイル」をテーマに地域包括ケア応援セミナーを開催する。さいたま新都心合同庁舎で、

午後一時半から。地域包括ケア推進課は今年度から各地方厚生局に設置されている。（要約） 

6月 30日 ◆介護休業における「要介護状態」の判断基準見直しへ―厚労省◆ 
ケアマネジメン

トオンライン 

  

現行の育児・介護休業法では、「要介護状態」を、「負傷、疾病または身体上若しくは精神上の障

害により、2 週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態」と定めている。しかし、介護保

険制度における要介護認定と異なるため、一般の会社員や事業者には「常時介護を必要とする状態」

の判断がむずかしかった。 6月 17日の有識者会議では、この「常時介護を必要とする状態」の基

準について、要介護 2 以上、もしくは要介護認定調査票の調査項目から抽出した 12 項目のうち、

一定数を満たした場合とするたたき台が示された。委員からは概ね了承が得られたようだ。 基準

を明確化することにより、取得率の低い介護休業・介護休暇の取得促進につなげたい考えだ。 

（要約） 
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7 月 5 日 ◆コンビニ拠点に高齢者支援＝100団地、大手３社と連携－ＵＲ都市機構◆ 
ケアマネジメン

トオンライン 

  

都市再生機構（ＵＲ、横浜市）は５日、団地入居者の高齢化に対応し、コンビニエンスストア大手

３社と協力し、団地内に新たに設置する店舗を生活支援サービスの拠点として活用する取り組みを

進めていくと発表した。同日、セブン－イレブン・ジャパン、ファミリーマート、ローソン３社と

それぞれ連携協定を締結した。団地内にある空き店舗などにコンビニが新規に出店し、飲食スペー

スを入居者の交流の場として活用することなどを想定している。団地の管理サービス事務所の時間

外に、鍵の受け渡しなどの一部業務をコンビニで代行することも検討。当面全国１００団地程度で

の展開を目指す。（要約） 

7 月 7 日 ◆【「自宅で臨終」に地域差３倍 在宅医療の手厚さ反映】◆ 日経新聞 

  

厚労省は 2014年の人口動態統計などから、在宅死や在宅医療に関する全国 1741 市区町ごとのデー

タ集を作成。６日、同省のホームページで公開した。14 年に在宅死した人の割合は全国平均で

12.8％。市区町村別では、医療機関の少ない過疎地などで割合が高くなる傾向がみられた。全国で

最も高かったのは伊豆諸島の東京都神津島村で 54.8％、２番目は鹿児島県与論町で 50％と、いず

れも離島だった。中核市など人口 20万人以上の都市では、神奈川県横須賀市が 22.9％で最も高く、

東京都葛飾区の 21.7％が続いた。最も低かったのは鹿児島市の 8.0％だった。厚労省によると、24

時間対応で往診している「在宅療養支援診療所」がない自治体が 28％あり、こうした在宅医療の

体制が手薄な自治体で在宅死の割合が低くなる傾向がある。同省は今後、各地の「在宅みとり」の

考え方の違いなども含め、詳しく分析する。一方、病院・診療所で亡くなる人の割合は、1951年

の 11.6％から 14年に 77.3％に上昇した。自宅で最期を迎えることを望む患者がいる半面、家族が

自宅でみとれないとして入院の継続を希望するケースがある。入院の長期化は医療費の増加につな

がる。このため、厚労省は６日、有識者による「全国在宅医療会議」を設置。在宅医療と自宅での

みとりを進める方策を検討する。内閣府が 12 年度に行った意識調査では、最期を迎えたい場所で

「自宅」と答えた人が 55％を占めた。病院などの医療機関は 28％にとどまった。（要約 ） 

厚生労働省 在宅医療の推進について 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000061944.html 

 


