全国救護施設協議会
2 0 1 9 年 度「救護施設経営者・施設長会議」

開催要綱

趣 旨

昨年６月に生活困窮者自立支援法が改正され、生活困窮者に対する包括的な支援
体制の強化が図られた。同時に行われた社会福祉法と生活保護法の改正では無料低
額宿泊所等についての見直しが行われ、最低基準の新設などいわゆる貧困ビジネス
に対する規制の強化とともに、単独での居住が困難な要保護者に対する日常生活上
の支援を提供する新たな仕組みが創設されることとなった。現在、国において検討
会が設置され、2020 年 4 月の施行に向けた準備が進められている。居住と生活の
両方に課題を抱える人々への支援の充実が期待される一方で、次の生活保護制度の
見直しのタイミングでは、施設体系を含めた「保護施設のあり方」が議論の俎上に
上がることがほぼ確実となっており、今後の展開を念頭においた対応を行っていく
必要がある。
こうした制度動向を受けて、本会では、「救護施設のあり方に関する検討会」（特
別委員会）を設置して検討をすすめ、「今後の救護施設のあり方に関する基本的考
え方」を示したところである。また、「最後のセーフティネット」としての救護施
設の支援の質のさらなる向上を図るため、『救護施設個別支援計画書』の改定作業
に取り組むとともに、
「救護施設が行うべき生活困窮者支援の行動指針」（第三次行
動指針）に基づく取り組みを推進している。
このようななか、最新の制度動向や救護施設経営者・施設長に求められる視点等
について学び、理解を深めることを目的に本会議を開催する。

2019 年

日 時

5 月 23 日（木）16：15 〜 18：00
（情報交換会 18：15 〜）

24 日（金）10：00 〜 12：00
会 場

全国社会福祉協議会
（〒 100-8980

灘尾ホール

東京都千代田区霞が関 3-3-2

新霞が関ビル）

プログラム
【5月23日
（木）】 〔※協議員総会（13 : 30～15 : 30）終了後〕
15:30
〜 16:15

受付

16:15
〜 16:30

開会挨拶

16:30
〜 17:00

全国救護施設協議会

会長

「救護施設のあり方に関する基本的な考え方（仮題）」
救護施設のあり方に関する検討会 委員長 品川 卓正

行政説明
17:00
〜 18:00

「生活保護行政等の動向」（仮題）
厚生労働省 社会・援護局 保護課 課長 矢田貝 泰之氏

18:00
〜 18:15

移動・休憩

18:15
〜 19:30

情報交換会（※任意参加。会場は全社協周辺を予定）

【5月24日
（金）】
報告
10:00
〜 10:30

「全救協版個別支援計画書の活用について」
個別支援計画に関する検討特別委員会

講義

「社会福祉住居施設及び生活保護受給者の
10:30
〜 12:00

日常生活支援の在り方」
厚生労働省「社会福祉住居施設及び生活保護受給者の
日常生活支援の在り方に関する検討会」座長
明治大学 公共政策大学院 ガバナンス研究所 教授 岡部 卓 氏

12:00

閉会

参 加 者

救護施設経営者および施設長等

定

150 名

員

参 加 費

10,000 円 （資料代。情報交換会は別途）

参加申込

参加申込希望者は、４月 26 日（金）までに「参加のご案内（情報交換会・宿泊
のご案内）」をご参照のうえお申し込みください。申し込み受付後、開催 1 週間
前を目途に「参加券」および「お振込みに関するご案内」をお送りいたします
※参加費振込後の参加取り消しについては、当日資料を送付いたします。

情報交換会（23 日）
、宿泊の申込みについて
参加申込と併せて【委託先】にお申込ください。
①情報交換会：23 日終了後、会場周辺で情報交換会（立食）を開催いたします。
参加費 7,000 円（税、サービス料込み）
②宿

泊：宿泊（22 日〔前泊〕、23 日）を希望する方は、同封の案内をご参照の
うえお申込ください。

参加・宿泊・情報交換会申込先
申込 web サイト https://www.mwt-mice.com/events/kyugo201905
名鉄観光サービス株式会社 MICE センター（担当：波多野、柴田）
〒 100-0013 東京都千代田区霞が関 3-3-2 新霞が関ビル
TEL 03-3595-1121 Fax 03-3595-1119

個人情報の取扱いについて
「参加申込書」に記載いただいた個人情報につきましては、申込受付等委託業者（委託先
名）と、事務局（全社協 高年・障害福祉部）において共同利用させていただきます。個人
情報は､ 参加申込受付、参加管理、参加にあたり希望される宿泊等のサービス提供等、会
議運営に必要な範囲内で使用いたします。

参加者名簿の作成について
事務局において参加者の把握、参加者同士の交流に資するため、参加申込書を元に参
加者名簿（都道府県名、施設名、参加者氏名、役職名を記載）を作成し、当日参加者に
配付いたします。

事務局・連絡先
全国救護施設協議会 事務局【担当／武藤】
〒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 高年・障害福祉部内
TEL 03-3581-6502 FAX 03-3581-2428
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