
1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

2015年 4月スタート  

解説 生活困窮者自立支援法と介護保険制度の改正について 

社会福祉士が知っておくべき法制度の動向について、岡崎相談役に解説いただきました 

                広島県社会福祉士会相談役 広島国際大学 岡崎仁史

日本社会に広がる貧困の認識。二つ目の恒久

的貧困対策法の施行 2015 年 4 月から生活困窮

者自立支援法が施行され、従来からの貧困対策で

ある生活福祉資金貸付（要綱）、生活保護制度に

加えて、二つ目の恒久的貧困対策法ができた。制

度による事業は、同封の「広島市くらしサポート

センター利用のご案内」にあるとおり、各民間団

体が 1990年代以降開発した夜回り・相談支援、

衣食・入浴・健康・居住・就労支援などの支援活

動が恒久法に組み込まれた。考え方は、「社会的

排除」概念を踏まえており、単なる生存および標

準的生活のための資源の欠如による「経済困窮」

にとどまらず、更に個人の公私に渡る「社会的孤

立・コミュニティの欠如」の認識（例：家族がい

ても家族関係が無い、公私の相談する社会関係が

ない）があり、この制度は、単なる経済困窮者の

支援ではなく、相談支援や衣食住などの生活必需

（ニーズ）の充足などを通して福祉コミュニティ

形成までをいくことにある。 

OECD のデータでは、日本の相対的貧困率は

16.1%（2012年）、世界第 2位の最低部類にあり、

既に「中流社会」ではなく貧困者層が増加した格

差社会である（「平成 25年国民生活基礎調査」）。

また、路上から見ると、まだ残る高齢・障害・刑

余者等の路上生活者、家庭内暴力・虐待で路上に

出てくる女性、脱路上しても孤立して生活支援の

必要な人、web喫茶から働きに出る人、住居には

居るが家族総働きしても生活費に事欠き路上寸

前などのワーキングプア、住居と家族は居るが社

会的孤立の引きこもり者（全国 61.7万人）、小〜

高校までの不登校の児童生徒（全国約 20.3万人）

など生活困窮者・社会的孤立者がいる。本会は、

今までのシェルター実績を踏まえて広島市より

一時住居支援事業（2名）の受託予定である。 
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４月号 

解説 生活困窮者自立支援法の施行、介護保険制度の改正について / 活動報告 権利擁護センター

ぱあとなあひろしまより / 講演会報告 広島県地域生活定着支援センターから ホームレス支援委

員会から寄付のお願い / 海の日のお知らせ 会員紹介リレー / お勧め映画 お勧めすぽっと / 

２０１５年総会開催について / 研修イベント情報 

解説「生活困窮者自立支援法」生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を図るため、生活困窮者に対し、自立相

談支援事業の実施、住居確保給付金の支給その他の支援を行うための所要の措置を講ずる。平成 27 年 4 月に施行。 

「広島市くらしサポートセンター」法施行に先立って、事業の実施方法や必要な体制などの検討を行うため、モデル事

業により「広島市くらしサポートセンター」が平成 26 年 9 月に開設された。広島市より社会福祉法人広島市社会福祉

協議会が受託。 
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介護保険制度改正 本制度改正は、消費税引

き上げの先送り（収入予算の減）の最中に、ヨー

ロッパ型の社会保障体制を壊して営利と個人責

任の新自由主義を随所に導入していると疑って

しまう。 

2006 年の小泉内閣（安倍、竹中さんも内閣の

一員）の時代の社会保障削減と同様に、2015 年

度の介護報酬、障害者サービス報酬は－2.27%引

き下げとなった。他方、介護人材確保の措置はあ

るが、事業所の総収入が減少する中で給与改善が

進むとは到底思えない。財政問題は、一般会計と

特別会計を総合的に見る必要があるが、国の

2013年度一般会計 92兆円中、支出が社会保障関

係費 29兆円（31%、2015年 36兆円）、国債 22兆

円（24%）であり修正の必要はあるが、もっとも

警戒すべきは最低生活費の給付だけを考える社

会福祉・社会保障体制を壊す「ベーシーック・イ

ンカム」の考え方である。 

介護保険制度設計当初から議論のあった軽度

の要支援者を対象外とし、市町村地域支援事業に

移したことであり、福祉介護人材を介護福祉士等

の一定の質を保つ専門職によるサービスでなく

て良いという考え方である。危惧することは、介

護・生活支援は、家族の代替なので素人で良いと

いう考え方であり、更に外国人介護従事者まで広

げているので、更に福祉士制度が基盤から崩され

る。 

その他、認知症対策、医療・介護連携、日常生

活圏域の地域包括ケア体制があるが、以降につい

ての説明は省略する。 
 
 

 

『介護保険制度の改正について （地域包括ケアシステムの構築関連） 平成 26 年 7 月 厚生労働省老健局総務課より』
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名簿登録者会議報告  成年後見活動へますますの期待！！ 

権利擁護センター ぱあとなあひろしまより 
 

２月１５日「２０１４年度第２回名簿登録者会

議」が開催され、２０１４年度成年後見人養成研

修受講修了者を含む１３０名を超える参加があ

りました。会議の前半では「精神疾患の特徴と付

き合い方について」と題して講義がありました。

講師である己斐ヶ丘病院の河村隆史さん（社会福

祉士・精神保健福祉士）から、法整備の経過説明

や自身の職業観にも触れながら“自分だったらど

のように対応してほしいのか？“という視点をも

ち、疾患により対応を変えながらも、まずは話を

聴くことが大切であるということをお話しして

いただきました。 

 また後半では、ぱあとなあひろしまの活動報告

並びに事前に案内していた「ぱあとなあひろしま

運営規程及び名簿登録規程改正案」についてのグ

ループ討議を行いました。 

主な論点としては、①運営委員会の委員数増員、

②名簿登録審査で更新が保留となった者の更新

要件、③審査のための「別に定める要件」につい

て等であり、参加者および欠席者から事前に寄せ

られた意見をもとに、現在改正の最終案をまとめ

ている段階です。理事会での決議を受け改定する

予定です。 

権利擁護センターぱあとなあひろしまでは、毎

月１回の運営委員会において、会員の皆さんの活

動を支援するために様々なことを協議していま

す。毎年２月に提出していただく活動報告書から

把握した状況への対応や、名簿登録者への情報提

供の内容や発信方法について、仕組みづくりや支

援方法について、小委員会を設けて細やかな協議

を進めています。 

現在、初めて受任される場合は、受任直後から

１年後の家裁への事務報告までの相談先として

フォロー担当者を調整しており、受任者調整と併

せて運営委員複数名から構成する合議体により

決定しています。成年被後見人等の入院先や居住

地によって、他の支部で受任者を調整した方がい

い場合など、状況に応じて合議体間での情報共有

も行っています。家庭裁判所からの推薦依頼件数

は毎年１００件を超え、２０１４年１２月末時点

で５００件を超える総受任件数となっています。 

社会福祉士会の会員が受任する場合には、会が

主催する成年後見人養成研修（広島県では５日間

及びフォローアップ研修１日の計６日間）を受講

し修了することを名簿登録の要件としています。

中国４県(岡山県を除く)での養成研修は広島市

で開催され、運営委員を中心に運営しています。

広島県では、２０１４年度新たに２２名が修了し、

４月の名簿登録後すぐに受任し成年後見活動に

取組む会員もいます。それほどに要請が多い状況

が続いています。 

ところで、この養成研修の受講要件は基礎研修

Ⅰ修了者となっていますが、日本社会福祉士会か

ら『２０１７年度以降の成年後見人養成研修受講

要件は、基礎研修Ⅲ修了者とする。』と通知があ

りました（平成２７年１月１４日付）。今後受講

要件が変更される可能性もありますが、成年後見

人養成研修の受講を検討されている方は、まず２

０１５年度に基礎研修Ⅰを修了し、２０１６年度

に養成研修を受講されることをお勧めします。皆

様のお申込みをお待ちしています。 

本人の権利を護るために、本人に代わって判断

して必要な手続きを行うのが成年後見活動です。

案件それぞれの状況があり、関わり方も違います。 

判断や活動に迷うことがあれば、同じ活動をして

いる仲間がいます。皆さんが活動しやすいように、

様々なサポートをしていきたいと考えています。

今後ともご協力をお願いいたします。 

（運営委員 平岡和子） 

東支部勉強会の様子 
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講演会報告 広島県地域生活定着支援センター 「やりなおせる社会へ」  
 

３月１４日（土）広島県立美術館講堂にて矯正施

設を出所した高齢者及び障害者への支援をテーマに

「やりなおせる社会へ 広島県地域生活定着支援セ

ンター講演会」を開催しました。 

講演会では奈良少年刑務所で少年に対して詩を用

いた社会性涵養プログラムを行っている寮美千子さ

んより今まで関わった少年の事例を基に少年への関

わり方や犯罪の引き金になった要因や背景について

分かり易くご講演頂きました。（写真右） 

 

また、広島刑務所の松田辰夫さんより広島刑務所

で取り組まれている社会復帰支援指導についてご講演頂きました。現在、高齢者や障害者の収容率や再

犯率が高い実情やその背景、「自らやりなおそうとする意思」を持たせることを目標に指導しており、関

わり方次第では少しずつ前向きな姿勢を持つことができることを教えて頂きました。

（写真左） 

 

初めて刑務所内での取り組みを聞いた方も多く、参加された方々熱心に耳を傾け

られ、講演の後には活発な意見交換がかわされました。 

罪を犯した方への理解と、そういった方々が社会へ戻るためにどんな支援や関わ

り方が必要か知って頂くことができたと同時にそれぞれの立場で自分に何ができる

か考えるきっかけになったように感じます。 

地域生活支援センターは矯正施設に入所した方の地域生活の定着へ向けて支援し

ていますが、そのためには地域にある関係機関や多職種の方々とのネットワークの

構築が課題の一つと言えます。今後も社会福祉士会の皆様のご理解とご協力を賜り

ますよう宜しくお願い申し上げます。 

 

◆ホームレス支援委員会から、寄付のお願い◆ 
社会福祉士会では、2002年 10月からホームレスの方々の支援として、夜廻り、

入浴サービスなどを提供しています。      

〇広島では野宿をされている方々に、「昼食＆相談会」をしています。 

〇散髪や足湯、食事でほっとして頂いたところで、健康に関する事や野宿生活

を抜け出したい方のために相談を受けています。 

使っていないものがありましたらご寄付の協力をお願いいたします。 

◎生活用品 

タオル、衣類(夏用、長袖･半袖シャツ、T シャツ、洗濯済みのズボン)、 新品下着(トランクス型)、靴下、ベルト、

運動靴、スポーツバッグ、中古自転車 

◎食料 

お米、缶詰、即席カップ麺、レトルト食品、日持ちする野菜(かぼちゃ、ジャガイモ、たまねぎ、だいこん、にんじ

ん)、季節の野菜など(きゅうり、茄子のお漬物を作ります)。 
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西支部  棚多 里美  ～ 今こそ男女ともに自己実現できる社会を ～ 

公益財団法人 広島県男女共同参画財団 常務理事(兼)事務局長 

（社会福祉士、保育士、教員、ワークライフバランス認定コンサルタント） 

◆前職の県庁でのお仕事について教えてください。 

児童相談 CW、NPO支援、女性労働者対策、そして児童虐待防止オレンジリボ

ンキャンペーン、子育て応援イクちゃんサービスや湯崎知事のイクメンなど、

“みんなで子育て応援”を仕掛けました。その後、地域ケア部長として地域包

括ケアの推進や基盤整備、最後は働く女性・子育て支援部長として“イクメン

企業同盟”“働く女性応援隊ひろしま”を結成。ヒトにかかわる仕事ができて

非常に幸せで充実した県庁生活でした。 

◆公益財団法広島県男女共同参画財団での業務について教えてください。 

当財団は人づくりのための研修を 25年前から実施しています。「女性のエン

パワメント」「男女で協働するダイバーシティ」「男女の発想でイノベーション」

をキーワードに、地域・職場・家庭の場において男女がともに活躍できるよう、

支援しています。具体的には、地域リーダーを養成するエソール大学、働く女

性を対象とした就業継続研修、女性の活躍促進を企業の経営戦略として取組を促進する企業向けの研修、

企業からの研修受託による出前講座、相談機能やメンタルサポーター講座などは当財団の肝となる事業

です。 

◆女性の活躍の場が広がってきていますね。 

今後は特に講師業にチカラを注ぎたいと思っています。たとえば「今なぜ女性活躍促進か」「経営戦略

としての女性活躍の取組」「ワークライフバランスの進め方」「キャリアライフデザイン」「医療介護連携

や健康づくり」「男女共同参画社会」「セクハラ・パワハラ」「労働保険、社会保険」など…。昨年秋、ワ

ークライフバランス認定コンサルタント資格をとったところですが、今後はさらに他の資格にもチャレ

ンジしたいと思っています。女性福祉の観点で女性の自立とキャリア形成や家族を支援することにより、

男女ともに自己実現できる社会づくりに力を尽くしたいので、オファーしていただけるとうれしいです。 

 

会員紹介リレー 

    ７月２０日「海の日」 

 ソーシャルワーカーデー２０１５ 開催のお知らせ 
ソーシャルワーカーデーは社会福祉士や精神保健福祉士などのソーシャルワーカーの活動を推進・普及

する活動です。ソーシャルワーカーを広くＰＲするイベントとして６回目の開催となる今年は「エキチ

カ」に繰り出します。様々な分野で活動をしているソーシャルワーカーをぜひ身近に感じて頂きたいと

思います。お誘い合わせのうえぜひご参加ください。詳細はおってお知らせします！ 

 

会場 広島駅南口地下広場（通称エキチカ） 
主催：本会、広島県精神保健福祉士協会、広島県医療ソーシャルワーカー協会 
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『 オリバーツイスト 』 ２００６年日本公開 
監 督 ロマン・ポランスキー 

   出 演 バーニー・クラーク、ベン・キングスレー 

19 世紀、新救貧法が出来た頃のイギリスの貧民院が舞台。そこで育つ孤

児少年の人生物語です。「劣等処遇の原則」の具体的な内容が映像化されて

います。無能貧民と決定される裁判の場面、劣悪な環境の労役場で重労働

を科せられる場面などを見ることが出来ます。例えるならば、社会福祉士

に必要な重要語句の映像解説版です。単に歴史年表を覚えておくより、映

像を見ることで「イメージと全く違っていた」と新たな発見と学びを得ら

れると思います。（い） 

  

 

 

 

 

 

～ TOHO BEADS STYLE ガラスの里 ～ 
ご存知の方も多い、手創り感満載のガラスの

テーマパークです。入園料無料(一部有料施設あ

り)、駐車場無料で、見学、買物、体験あり、幅

広い世代で楽しめます。小さなビーズから大き

な工芸品まで見ていて飽きません。特に小さな

ガラス製品に女子はテンション上がります！い

ちばん感心したのが、施設内いたる所にある気

配りです。私が訪れた休日には混雑を想定して

か、角ごとに立つ方がスムーズに駐車場に誘導

してくれました。体験コーナーには、わかりや

すい案内があちこちに貼りだされ、係の方も快く対応してくれました。場内はゴミひとつなく整理整頓

されています。ニッポンのおもてなしの心と製造業の心意気がミックスしたような・・・お友達やファ

ミリーで訪れてみてはいかがでしょうか。（さ） 

 

 

 

社会福祉士のお勧め映画 

広島市安佐北区大林 2 丁目 12-55  

TEL(082)818-0414(代) 

 

広報委員お勧めのすぽっと in 広島  

 

社会福祉士お勧め映画は、これから受験する人、そしてすでに実践現場にいる人など、

福祉について再認識できるお勧めの映画をご紹介しています。この映画は会福祉士受験

生時代、学校教員に「理解に役立つ映画」と勧められたものです。結局資格取得後 DVD

で鑑賞。「もっと早く観ておけば良かった」と少し後悔したものです。会員の皆さまもお

勧め映画がありましたら、広報委員会に一声おかけください！（連絡は事務局まで） 

県外出身の私が、広島のお勧めスポットとしてまず思い浮かんだのはこの場所。世代

を超えて楽しい思い出を作ることができます。対人援助が仕事の私たち、人に楽しん

でもらうには？なにをしたら喜ぶかな？と相手の立場になって考えることができる

場所です。皆さまのお勧めスポットはどこですか？こちらもお待ちしています。 
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広告記事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１５年度第１回通常総会開催について 
 

先日２０１５年度の役員立候補者が決定いたしました。公益社団法人となり２期目と迎えます。

下記日程にて総会を開催いたしますので、ご出席くださるようお願いいたします。 

◇日 時 ２０１５年５月３１日（日）１３:００～１５:３０ 

    １３：００～１４：００   総会 役員の選任 

                  報告 ２０１４年度収支決算報告、事業報告 

                 議案 ２０１５年度収支予算、事業計画 

   １４：００～１４：３０       休 憩 

   １４：３０～１５：３０   公開講座 
 
◇場 所 広島県健康福祉センター ８階大研修室 
           （広島市南区皆実町 1 丁目 6-29） 

広島駅から～路面電車（所要時間約 20 分） 
広島電鉄 5 号線（比治山下経由広島港行）南区役所前電停下車 
広島バスセンターから～バス（所要時間約 30 分） 
広島電鉄バス 7 号線（仁保・向洋行）皆実町一丁目下車 
広島バス 23 号（横県）線 比治山橋若しくは皆実町一丁目下車 
 

なお、詳細については５月以降、資料および出欠確認票を 

発送いたしますのでご確認ください。 
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新芽の季節到来。 

昔は新人職員だった私にも、徐々に後輩を指導する機会増えてきました。そこ

で毎日、何かの作業中ふと思い出す言葉があります。それは「手ぶらで歩いた

らあかん。何か持って歩き。両手を上手く使って」という私へのアドバイス。

アルバイト時代、要領の悪い私を見兼ねたお姉さんからでした。みなさんも心

に響いた先輩の金言、ありませんか？私もあのお姉さんを目標として、「シン

プルで具体的な教え方に長けた人」になれるよう日々勉強中です。（い） 

 

 

 

医療・保健・福祉関係者のための成年後見制度活用講座 

成年後見制度、理解しよう！ ～やっぱり基礎が大事～ 

日 時    １日目基礎編 広島会場 ６月  ７日（日） １０：００～１６：００ 

        〃    福山会場 ６月２８日（日）      〃 

２日目応用編 広島会場 ７月  ５日（日）      〃 

        〃    福山会場 ７月１９日（日）      〃 

場 所   広島会場・・・広島市内（受講票の発送にてお知らせします） 

       福山会場・・・福山すこやかセンター 

内 容  １日目基礎編・・・制度の理念、概要、かけはしとの違いを理解する。 

       ２日目応用編・・・制度が必要かどうかの「見極め」 

            ＊両日とも講義、グループワーク、事例を使った検討、質疑応答あり 

定 員   広島会場・・・７０名  福山会場・・・５０名 

参加費   会 員 １回（１日）３，０００円（両日参加は６，０００円） 

           非会員   〃   ４，０００円（  〃  ８，０００円） 

主 催   独立型社会福祉士委員会、権利擁護センターぱあとなあひろしま 

 

障害者の差別解消と合理的配慮について学ぶ 

日 時  ６月１３日(土) １４：００～１６：００ 

内 容  １４：００～１４：４５ 東支部全体会 東支部役員の紹介・承認等 

      １５：００～１６：３０ 勉強会 

講 師  若草園 生活支援員 金野 敬氏 

場 所  福山すこやかセンター 

定 員  ３０名 

参加費  ５００円 

主 催  東支部   

          

基礎研修Ⅰ   

日 時  ２０１５年７月～２０１６年２月  

場 所  広島市内会場 

内 容  基礎研修課程はⅠ・Ⅱ・Ⅲと３段階（３年間）をかけて社会福祉士実践の基礎を学び、 

     専門性を高めるものです。認定社会福祉士制度の研修科目１０単位として認定されます 

定 員  ８０名 

参加費  会 員   ９，０００円   

非会員   １７，０００円 （教材費含む） 

主 催  広島県社会福祉士会  

研修＆イベント情報 
 

編集後記 
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