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Ⅰ．社会福祉の理念…再確認   
 

 

〔はじめに〕 

○なぜ現場の職員が（も）「理念」を再確認しなければならないか 
 

（こんな気持ちはありませんか？） 

…そういうことは経営者や管理職がわかっていればいいのでは？ 

…現場は対人援助の最前線。忙しくて抽象的なことを勉強する時間が

もったいない？ 

 
 
○福祉サービスの基本理念（社会福祉法第３条） 
「福祉サービスは、個人の尊厳の保持を旨とし、その内容は、福祉サービスの利用者
が心身ともに健やかに育成され、又はその有する能力に応じ自立した日常生活を営む
ことができるように支援するものとして、良質かつ適切なものでなければならない。」 

 
 
○福祉サービスの提供の原則（社会福祉法第５条） 
「社会福祉を目的とする事業を経営する者は、その提供する多様な福祉サービスにつ
いて、利用者の意向を十分に尊重し、地域福祉の推進に係る取組を行う他の地域住民
等との連携を図り、かつ、保健医療サービスその他の関連するサービスとの有機的な
連携を図るよう創意工夫を行いつつ、これを総合的に提供することができるようにそ
の事業の実施に努めなければならない。」 

 
 
…サービスの対象者（利用者）とは何者か？ 

 
高齢者？ 障害者？ 

 
→（高齢・障害などの属性の前に）「人」である。 

 
 
…利用者を「人」と捉えるとは具体的にどういうことか？ 

どのような要素・視点から捉えるか？ 



 
 
☆利用者を 
・身体 ・精神 ・社会 ・存在 
から見る。 

 
☆論理性・客観性の高い視点ほど、数値化・具体化がしやすいので、支援の視点にな

りやすい。 →そこだけにとどまらない視点を持とうと意識づける 
 

※例えば… 
・担当の利用者が「どのような人」か説明するとして、身体状況・障害の内容

以外に、どのようなことが思い浮かぶか？ 
・自分の友人や家族が「どのような人か」説明する時と、どんな違いがあるか？ 

 
⇒これらの視点に立脚したサービス提供こそが、『個人の尊厳の保持』（社

会福祉法第３条を再確認）を具現化する 
 
 

⇒重要そして、このような視点に立脚したサービス提供は、利用者のため

になるだけでなく、提供者（介護者）自身の職務への充実感や誇りに繋

がっていく 
 

視  点 キーワード 論理性・

客観性 
生物学的 生き物として 「疾病」 「障害」 「身体機能」 

「年齢（成長・老化）」 
 

高 
 
↑ 
 
↑ 
 
↓ 
 
↓ 
 
低 

心理学的 心（精神）を持つ

者として 
「感情（喜怒哀楽・安心・不安・恐怖）」 
「認知」 
 

社会的 社会関係の中に 
いる者として 

「家族」 「友人」 「地域」 
「役割」 「居場所」 「人間関係」 
「年齢（子供・高齢者）」 
 

実存的・ 
哲学的 

「存在」として 「価値観」 「人生観」 「人格」 
「自己認識（私はこういう人間である）」 
 



Ⅱ．福祉を巡る諸課題・社会や地域の現状   
 

１ 人口動態に係る状況 
（１）高齢化の状況 

①北海道の人口構造・高齢化 

（参考）平成２９年１月１日現在の高齢化率       ※数値は外国人住民を除く 

 総人口（人） 65歳以上人口（人） 75歳以上人口（人） 

ａ ｂ b/a（％） ｃ c/a（％） 

北海道 5,342,618 1,587,834 29.72 783,067 14.66 

（札幌市） 1,936,173 494,625 25.55 230,172 11.89 

（札幌市以外） 3.406,445 1,093,209 32.09 552,895 16.23 

全国 125,583,658 34,116,389 27.17 16,707,712 13.30 

〔「住民基本台帳」より〕 

※北海道の高齢化率…４７都道府県中２０位 

ただし、2015～2040年の高齢化率上昇割合推計…北海道は４７都道府県中１位 

 

②北海道の高齢者世帯の状況                               （単位：％） 

 H22（実数） H27（実数） H32（推計） H37（推計） 

北海道 全国 北海道 全国 北海道 全国 北海道 全国 

高齢者世帯が総世帯に占める割合 31.6 30.8 36.5 35.2 39.5 37.8 40.7 38.4 

夫婦のみ 

高齢者世帯 

総世帯に占める割合 12.4 10.4 13.8 11.7 14.4 12.3 14.4 12.3 

高齢世帯に占める割合 39.4 33.7 37.7 33.3 36.6 32.5 35.4 32.0 

単身高齢者

世帯 

総世帯に占める割合 10.8 9.2 13.1 11.1 14.7 12.6 15.8 13.4 

高齢世帯に占める割合 34.3 30.0 35.8 31.5 37.3 33.3 38.8 34.8 

〔H22・H27は「国勢調査」、H32 以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計」より〕 

 

（２）少子化の状況 

①合計特殊出生率 

H24 H25 H26 H27 H28 
北海道 全国 北海道 全国 北海道 全国 北海道 全国 北海道 全国 

1.26 1.41 1.28 1.43 1.27 1.42 1.31 1.45 1.29 1.44 
〔厚生労働省「人口動態統計」より〕 

※合計特殊出生率＝15～49 歳の女性の年齢別出生率の合計。一人の女性が一生の間に産む

と想定される子供の数に相当する。 

H17 に史上最低の 1.26（全国）となった後は、緩やかな上昇傾向にあるが、H28 は微減した。 

合計特殊出生率が人口置き換え水準（H28で 2.07）を下回ると、人口は減少していく。 

北海道の数値は、全都道府県中で東京（H28で 1.24）に次ぐ低さ。 

  



 

（３）世帯構成員数の状況 

①生涯未婚率（50 歳時未婚割合）                         （単位：％） 

 H2 H12 H17 H22 H27 

男

性 

全国 5.57 12.57 15.96 20.14 23.37 

北海道 4.28 10.06 14.03 19.52 23.48 

女

性 

全国 4.33 5.82 7.25 10.61 14.06 

北海道 4.07 6.95 9.26 13.50 17.22 
〔国立社会保障・人口問題研究所「人口統計資料集」より〕 

※H27 に於ける北海道の生涯未婚率…４７都道府県中男性は１７位、女性は２位 

H12から H27にかけての北海道の生涯未婚率上昇割合… 

４７都道府県中男性は２位、女性は１位 

 

（４）自治体の人口動態 

①人口減少段階（「北海道人口ビジョン」より） 

年齢を３区分し、区分毎の増減に着目して、下表のように“人口減少の進行状

況”を設定する。 
 年少人口（0～14歳） 生産年齢人口（15～64歳） 高齢者人口（65 歳～） 

第１段階 減少 減少 増加 

第２段階 減少 減少 維持・微減（-10%） 

第３段階 減少 減少 減少（-11%以上） 

 

この段階分けに従い、平成２２～５２年の人口動態推計を基にして道内市区町村

を分類すると、下表のようになる。 

 
市区町村の人口規模 

合計 
～5千人 5 千～1万人 1 万～3万人 3万～10万人 10 万人～ 

第１段階 
11 市区町村 10 市区町村 13 市区町村 11 市区町村 16 市区町村 61 市区町村 

（16.7％） （19.2％） （34.2%） （78.6%） （88.9%） （32.4%） 

第２段階 
3 市区町村 9 市区町村 7 市区町村 2 市区町村 1 市区町村 22 市区町村 

（4.5％） （17.3％） （18.4%） （14.3%） （5.6%） （11.7%） 

第３段階 
52 市区町村 33 市区町村 18 市区町村 1 市区町村 1 市区町村 105市区町村 

（78.8％） （63.5%） （47.4%） （7.1%） （5.6%） （55.9％） 

合計 
66 市区町村 52 市区町村 38 市区町村 14 市区町村 18 市区町村 188市区町村 

（100％） （100%） （100％） （100％） （100％） （100％） 

このように、規模の小さい市町村ほど人口減少が更に進行していくことがわかる。 

  



 

<これらから見えること> 

・「少子」「高齢」「人口減」社会の到来 

・単身世帯の増加 

☆特に北海道は、「少子化」「高齢化」「単身化」が他都府県よりも急激に進む見込み 

 

⇒高齢者を巡る社会の大きな方向性 

〇福祉サービス給付の“適正化” 

…・施設サービスはより重度の人向けへ 

・生活支援サービスは住民同士の助け合い活動なども活用 

 

〇高齢者＝支えられる人から、支え手でもある“人材”へ 

…・日本は平均寿命だけでなく「健康寿命（健康上の問題で日常生活を制

限されることなく生活できる期間）」も世界一 
※65～74歳の高齢者の要支援認定率は 1.4％、要介護認定率は 3.0％（平成 29

年度版高齢社会白書） 

・社会活動・地域活動への参加こそが最大の介護予防 
※趣味関係のグループ等への参加割合が高い地域ほど、認知症やうつのリスクが

低い（2010-11日本老年学的評価研究プロジェクト） 

☆「70 歳代を高齢者と言わない都市宣言」（神奈川県大和市） 

 

２ その他の地域課題 

（１）孤立 

・孤立の背景は何か？ 

…地域社会の弱体化・核家族化・高齢化…   従来の視点以外には？ 

                             ↓ 

（２）貧困 

・相対的貧困率（所得が全世帯平均の半分に満たない世帯の割合） 

平成 27年調査結果（厚労省 平成２８年度国民生活基礎調査の概況より）： 

・全体 15.6％（24年より 0.5ポイント改善） 

・子供 13.9％（24年より 2.4ポイント改善） 

子供がいる現役世帯 12.9％（その内、大人１人いる世帯 50.8％、大人２人いる世帯 10.7％） 

 

…最新報告では改善傾向が見られるものの、実数で考えれば、例えば「貧困状

態にいる子供」は約 280万人（東京都と千葉県の 18歳未満人口にほぼ相当） 

 

2013年 OECD報告では、加盟３６か国中で 

・相対的貧困率…ワースト６位（2010年 OECD平均：11.3％） 

・一人親家庭の相対的貧困率…ワースト１位 

 

→貧困が現在の日本の大きな社会課題であることがわかる。 

更に… ↓ 

・長い間、安定就労ができなかったり、落ち着いた日常生活を営めなかったとき、

果たして人は「頑張り続けられる」か。人間関係を維持し続けられるか 

→生活困窮と孤立は密接に関係している場合がある。 

更に、貧困は“再生産”される。（貧困世帯の子供もまた将来貧困世帯となる率

が他より高い。「貧困の連鎖」と言われる） 



 

（３）悪質商法・消費者被害 

 

（４）高齢者虐待・児童虐待の顕在化 

 

（５）ひきこもり・非就労者（ニート）の増加 

 

（６）地域商業の崩壊・買い物弱者の増加 

 

（７）矯正施設退所者のケア 

 

（８）自殺（予防・遺族ケア） 

・H26：10万人当たり 19.5人（OECD平均 12.4人）WHO統計のある約 90か国中 6位 
※ここ数年の自殺者数は減少傾向、ただし若年層の自殺率は深刻 

（15～39歳の死因の１位。他の主要国では交通事故が 1位） 

 

（９）・(10)・（11）… （課題は時々刻々と変わっていく） 

 

 

 

☆“福祉”が包摂する領域は変化・拡大する（している） 

← 地域の姿≒人々の暮らしのあり方が変化しているから 

 

ということは… ⇒ 既存の制度やサービスでキャッチできない課題（制

度 の狭間にある課題、複合的な課題）を抱えた

人々が生まれている



Ⅲ．日本の社会福祉の方向性   
 

（１）地域包括ケアシステム 

・平成 17年の介護保険改正で初めて使われた言葉（概念）。平成 23年の改正で自治

体の推進義務が明記され、具体的に施策が動き出した。 

・高齢者が重度の要介護状態になっても住み慣れた地域で暮らせるよう、『住まい』

『医療』『介護』『予防』『生活支援』が日常生活圏域で一体的に提供される仕組み

を指す。 
※一体的…単一の事業者がパッケージ的にサービス提供するという意味ではなく、様々な専

門職や機関・住民組織などが連携・協働して要援護者を支える（利用者から見て

「一体的に感じる」、という意味 

・2025年（いわゆる“団塊の世代”が 75歳となる）までの構築を目指す。 

・地域の実情に合わせて、市町村や都道府県が主体的に構築する。 

 

 
この考え方を、高齢者施策に限らず、日本での地域生活構築全般に応用する 

 

 

（２）地域共生社会 

・平成 28年に厚労省内に検討会設置。現時点において、国が全国的に実現を目指す、

これからの日本の地域生活の仕組み。 

・地域包括ケアの考え方を全世代・全対象（子供・障害者を含む全ての人々）に拡

大するもの。全ての人々が自分らしく活躍できる役割を持ち、支え手側と受け手

側に分かれることなく個々のできることで支え合いながら暮らすことのできるコ

ミュニティを指す。 

・既存の福祉制度についての考え方としては、「分野（高齢・児童・障害など）毎の

制度充実は一定程度進んできたが、分野を横断した連携・包括的な支援が不十分」

として、各分野に横串をさすことを目指す。 

 

 

近年の福祉関係の制度改正・法改正は、その多くがこの「地域共生 

社会」のコンセプトの元に進められている 
（従前の様な分野別個々バラバラの対応を改めようとしている） 

 



Ⅳ．社会福祉の動向（諸制度など）その１…高齢者・障害者・低所得者   
 

（１）介護保険制度関係の動向…介護予防・日常生活支援総合事業 

 

厚労省の考え方【生活支援・介護予防を地域の協力を得ながら進める】 

①専門職には専門職にしかできないサービス（介護等）を担ってもらい、それ以

外の生活支援について、制度に乗せにくかった住民の「支え合い」活動を制度

で支援する 

②高齢者の社会参加を「介護予防」と「生活支援の担い手確保」の両観点から推

進 

〔互助を重視〕〔支援したり、されたりの関係〕〔団塊世代の参加、居場所作り〕 

<新しい介護予防・日常生活支援総合事業の創設> 

介護予防・生活支援サービス事業の実施  

⇒ 予防給付の訪問・通所介護を地域支援事業へ移行 

〔実施形態〕 

・市町村の直接実施 ・委託による実施 ・指定事業者によるサービス提供  

・NPOやボランティア等への補助による実施 

      ※既存資源、施設を制度に組み込むことも想定。また、間接経費の補助、

助成も想定 

 

（２）介護保険法等の一部改正関連 

①「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」 

（平成 29年 5月成立／平成 30年４月１日施行） 

<主な内容> 

・自立支援・重度化予防推進（成果を上げた保険者への財政的インセンティブを

付与） 

・介護保険施設「介護医療院」の新設（29 年度末で廃止予定だった介護療養病床

の転換先。なお廃止は移行期間として６年延長） 

・介護保険負担割合の変更（高所得層の負担２割から３割へ） 

・前述の「『共生社会』の実現に向けて（当面の改革工程）」に基づく地域づくり

の推進 

 

⇒⇒⇒ 国では、予防給付にとどまらず、軽度者（要介護１・２）への各種サー 

ビスの地域支援事業移行を検討中 

（本当は、上記改正時に移行を提案していたが“時期尚早”とされた） 

 

（３）生活援助従事者研修 

・平成 30 年度開始、「介護職員初任者研修」と同課目・半分程度の時間数の研修。 

・訪問介護の生活援助を中心としたサービスの担い手を育成するもの。 

 

  



 

（４）障害者差別解消法 

     ○「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」 

（平成 26年 4月成立／平成 28年 4月 1日施行）    

    全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個

性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解

消を推進するために制定。 

    ⇒不当な差別的取り扱いを禁止し、合理的配慮の提供を求める 

合理的配慮…社会的障壁を取り除くため、障がい者に対し個別の状況に応じ

て行われる配慮。 

行政機関：義務  民間事業者：努力義務 

合理的配慮の具体例の蓄積：内閣府ＨＰ「合理的配慮サーチ」 

 

（５）新たな生活困窮者自立支援制度 

①「生活困窮者自立支援法」（平成 25年 12月成立／平成 27年４月１日施行） 

・まさに「既存の制度の狭間」「複合した課題」に対応しようとしている制度 

・福祉事務所毎に相談窓口を設置し、相談支援・就労準備支援等を実施。 

・道内においては４９福祉事務所（１４振興局・３５市）のうち、３７カ所が社協や

ＮＰＯ等へ事業を委託（エリア内一部委託を含む）。 

 

②「子どもの貧困対策の推進に関する法律」（平成 25年 6月成立／平成 26年 1月 17日施行 ） 

 ・大綱の策定 

 ・子どもの貧困対策会議の設置 

→都道府県に子どもの貧困対策の計画を求めるもの 

“子供の将来がその生まれ育った環境によって左右されることのない社会の実現” 

…北海道「北海道子どもの貧困対策推進計画」（期間：平成 27～31年） 

 

（６）社会福祉法人制度改革 

「社会福祉法等の一部を改正する法律」（平成 29 年 4 月施行※一部平成 28 年 4 月施行） 

 社会福祉法人制度について経営組織のガバナンスの強化、事業運営の透明性向

上等の改革を進めるとともに、介護人材確保を推進するための措置、社会福祉

施設職員等退職手当共済制度見直しの措置を講じる。 

 

〈制度改革に至る背景（指摘された課題）〉 

①地域ニーズへの不十分な対応（先駆的・開拓的な地域貢献のとりくみが一部に

とどまる） 

②財務状況の不透明さ（財務諸表の国民一般への公表が不十分） 

③運営や意思決定のしくみなどガバナンスの欠如（一部の理事長による法人の私

物化など） 

④いわゆる内部留保（過剰な余剰財産） 

⑤他の経営主体との公平性（イコールフッティング） 
※これらの指摘（特に④）の妥当性については様々な議論があるが、ここでは論じない 

  



 

〈社会福祉法人制度改革に関する主な内容〉 

   ①経営組織のガバナンスの強化 

・議決機関としての評議員会を必置 

・一定規模以上の法人への会計監査人の導入等 

②事業運営の透明性の向上 

・財務諸表、現況報告書、役員報酬基準等の公表に係る規定の整備等 

③財務規律の強化 

 ・役員報酬支給基準の作成と公表、関係者への特別の利益供与を禁止 

 ・社会福祉充実残額（再投下財産額）の明確化 

・社会福祉充実残額を保有する法人に対して、社会福祉事業又は公益事業の新 

規実施・拡充に係る計画の作成を義務づけ等 

④地域における公益的な取り組みを実施する責務 

・社会福祉事業及び公益事業を行うに当たって、無料又は低額な料金で福祉サ 

ービスを提供することを責務として規定 

⑤行政の役割と関与の在り方 

・所轄庁による指導監督の機能強化、国・都道府県・市の連携等 

 



Ⅴ．社会福祉の動向（諸制度など）その２…介護職員に関わる事項を中心に 
 

（１）介護職員のキャリアパス、介護福祉士の受験資格・資格取得ルート変更 

  ○キャリアとは、 

「生涯を通じた職業の経路」 

「時間軸で見た職業生活のパターン、積み重ね」 

○キャリアパスとは、 

「法人や事業体における職員のキャリアの進路・道筋」（＝外的条件） 

○キャリアデザインとは、 

「職員が自分で描くキャリアの進路・道筋」（＝内的条件） 

…想定される幾つかの志向 

・技術    →すぐれたサービス提供者、現場の指導者 

・教育    →教育者、サービス管理者 

・管理・運営 →事業所の管理者 

 

☆「認定介護福祉士（仮称）」構想 

 

○介護福祉士資格取得要件の変更 

・実務経験ルートの場合、これまでの「実務経験３年以上」に加え、「実務者研修」

の履修が必須となった（ただし一部短縮が認められる場合あり） 

（平成 28年度試験～） 

・養成施設ルートの場合、平成 34年度以降の卒業者は国家試験が義務化。 

平成 29～33年度卒業生の国家試験受験は、任意で、卒業後５年間は、介護福祉士 

資格を持つことができる。 

それ以降も資格を維持するためには、国家試験合格か、５年間連続した介護業務 

従事が必要となる。 

 

※介護福祉士国家試験受験者数（人） 

H24 H25 H26 H27 H28 H29 

136,375 154,390 153,808 152,573 76,323 92,654 

↑要件変更年 

 

⇒変更により資格取得のハードルが上がると、不足している介護人材がさらに不

足するとの懸念がありつつも、介護者の質の向上を求める社会的議論の方向は

変わらない 
 
（２）介護職員の医療行為認定 

○たんの吸引（口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部） 

  ※口腔内・鼻腔内については、咽頭の手前までを限界とする。 

  ○経管栄養（胃ろう、腸ろう、経鼻経管栄養） 

  ※胃ろう、腸ろうの状態確認、経鼻経管栄養チューブ挿入状態の確認は、医師また

は看護職員（保健師、助産師、看護師及び准看護師）が行う。 


