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1月 27日「社会福祉施設等における新型感染症第三

波の深刻な影響を是正する検査体制等の拡充」を求める

緊急要望書を菅義偉内閣総理大臣はじめ関係大臣に提

出しました。医療・保健所の深刻なひっ迫のもと、粘膜採

取の PCR検査も施設で対応、行政検査が追い付かず民

間検査キットを買い集めている実態、高熱と息苦しさをか

かえる利用者の入院先が決まらない恐怖、といった第三

波の厳しい状況が会員法人より寄せられました。その声

をもとに要望をまとめました。 

必ずやってくるであろうコロナ再拡大の第四波。これ
からのコロナ対策に取り組むにあたり、備えるべきこと
は何か。そして、感染予防の徹底のなかでいかに私たち
は利用者や職員の尊厳・権利・願いを守っていくのか。 
施設に求められる「DNAR（延命処置・人工呼吸器装着

希望の有無）」の確認、命のトリアージ（搬送の順位）。
行政の財政非常事態宣言による福祉補助金等の削減。介
護・支援の難民となる在宅利用者。 
新型コロナウイルス感染拡大の第三波、医療・保健所

の崩壊のもと福祉現場で経験した教訓から、何を学び、
何を次への備えとするのか。ともに学びあいましょう。 
 

■3月 29日(月)13:30～16:00（ZOOM） 
■内容： 
①ごあいさつ 全国会議会長 茨木範宏 
②事例報告  
・保育の現場から（名南子どもの家 みよし保育園） 
・高齢の現場から（甲山福祉センター 甲寿園） 
・障害の現場から（みぬま福祉会 太陽の里） 
③パネルディスカッション パネラー 現在調整中 
コーディネーター 全国会議政策運動委員会 山崎光弘 
④まとめ   全国会議理事 峰島厚 
■参加対象者：全国会議会員（2021 年度入会申込書提
出者を含む） 
■参加費：無料 
■申し込みフォーム 

3/29第三弾コロナ経験交流会申込みフォーム 

https://forms.gle/ZBoga346JoiPhaug6 
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1/27「社会福祉施設等における新型感染症 第三波の深刻な影響
を是正する検査体制等の拡充」を求める要望書を国へ提出 

  
要 望 項 目 

＜PCR 検査について＞ 
①新型コロナウイルス感染症のこれ以上の拡大を阻止するた
めにも、広島市が実施する施策等を参考に、希望するすべて
の国民が公費で PCR 検査を受けられるようにしてください。 
②世田谷区や千代田区をはじめとして、自治体が独自に実施
している介護・福祉職員、保育士等への PCR 検査を国の制度
として実施してください。 
③あわせて、一度 PCR 検査を受けて陰性であっても、後日陽
性になるケースが明らかになっています。社会福祉に関わる
職員については、定期的に検査が受けられるようにしてくだ
さい。 
④新型コロナウイルス感染症の陽性者が出たり、クラスター
が発生した社会福祉施設に、応援のために他の事業所が職員
を派遣した場合、同職員を安心して本来の職場に復帰させる
には PCR 検査が必要です。しかし、保健所は発熱等の症状が
出ないかぎり、検査を認めません。こうした支援を要する人
のいのちと暮らしを支える職員が、早急に PCR 検査を受けら
れる体制を確立してください。 
⑤要望②～④が実現するまでに、社会福祉法人が自己負担で
実施した民間 PCR 検査および抗原検査キット購入等に係る費
用をかかり増し経費として全額補償するとともに、自治体間
の対応に格差が生まれないようにしてください。 
＜新型コロナウイルス感染症ワクチンについて＞ 
⑥新型感染症のワクチンによる不顕性感染・副反応のリスク
に係る臨床試験を早急に実施し、ワクチン接種の安全性と効
果を検証してください。 
⑦ワクチン接種の安全性と不顕性感染が生じない等の効果が
立証された場合、社会福祉事業等に従事する職員へのワクチ
ン接種を優先的に行ってください。 
＜医療体制の拡充等について＞ 
⑧現在、新型コロナウイルス感染者の受け入れ病床も満床に
近くなり、重度化リスクの高い障害者や高齢者でさえ入院は
困難です。結果として、在宅や施設での対応となるだけでな
く、訪問医療も受けられない状況になっています。こうした
状況を是正し、必要な人が必要な医療を受けられるように、
医療体制の拡充を国の責任で行ってください。 
⑨新型コロナウイルス感染症の治療に携わる医師・看護師を
はじめとしたエッセンシャルワーカーとその家族に広まって
いる差別・偏見を是正するため、実効性のある取り組みを行
ってください。 
＜社会福祉事業等の拡充等について＞ 
⑩社会福祉事業所や保育所が新型コロナウイルス感染症対策
を徹底した結果、支援を要する子ども・障害者・要介護者等
が利用抑制をせざるをない状況が生じ、保育・介助・介護の
家族依存が再び深刻化しています。保育・介護の社会化、障
害の自己責任・家族責任からの脱却を実現するためにも、福
祉職員の処遇・人員配置基準・施設基準を改善するととも
に、そのための財政保障をしてください。 
 

3/29 第三弾・コロナ対応経験交流会〜次に

何を備えるのか！置き去りにしない尊厳・権

利・願い！～ （会員交流会）を開催します。 
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全国会議の活動報告 
ここ 1か月半の動き 
・1/20 研修委員会、九州沖縄地域学習交流会 
・1/25 第 1 回障害報酬改定学習会 
・1/27 企画委員会 
・1/28 リバ研・経営実態調査報告会 
・2/3 管理職養成学校講師会 
・2/4 事務局会議 
・2/5 政策運動委員会、北海道・東北地域打合せ 
・2/8 全国福祉経営研究交流会 in 兵庫実行委員会 
・2/9 福祉は権利共同実行委員会学習会 
・2/12 第 3 回理事会 
・2/15 リバ研・労務管理研修 
・2/17 研修委員会 
・2/22 コロナ交流会打合せ、企画委員会 
・2/24 第 1 回障害報酬改定学習会リバイバル 
・2/25 調査研究部会 
当面の予定 
・3/3 第 2 回障害報酬改定学習会 
・3/4 事務局会議 
・3/5 政策運動委員会 
・3/12 第 4 回理事会 
・3/15 全国福祉経営研究交流会 in 兵庫実行委員会 

・3/17 研修委員会 
・3/22 高齢分野・情勢学習会 
・3/25 人材確保経験交流会 
・3/29 企画委員会、第 3 弾コロナ経験交流会 
・3/30 保育分野・情勢学習会 
★4/23 北海道・東北地域交流会 
★4 月～7 月に 3 回シリーズで「社会福祉経営トッ
プセミナー」 
★5 月 28 日(金)定時社員総会 in 愛知 

各分野情勢学習会 
●1/25障害福祉サービス等報酬改定( 第一回 )  

～新型コロナの教訓は活かされたのか？～報告 

・2/24にリバイバルも実施 

報酬改定の背景となる 2021 年度予算の問題点や国の動

向、就労継続支援に見られる細かな点数化による報酬確定

など、理念との乖離の懸念や、地域における公益的活動の

要素を報酬と結びつけているなど、これまでにない改定で

あることがよくわかった。リバイバルも合わせ 100 名近い

参加になった。 

 

●3/3障害福祉サービス等報酬改定オンラインセミナ

ー（第二回）～報酬単価を踏まえた事業展開と課題を考え

る～ZOOM 

日にち： 2021 年 3 月 3 日（水） 

時 間：09:45 ～ 12:00 

テーマ：①就労支援への影響と課題（いずみ野福祉会） 

 ②障害児通所支援への影響と課題（名古屋キリスト教社会館） 

 ③暮らしの場支援への影響と課題（みぬま福祉会・ひびき福祉） 

参加費：会 員（障タイムズ購読者・障全協賛助会員・全国会議会員）

…2,500 円 非会員 …4,000 円 

お振込先： 郵便振替 00130-5-536566 日本障害者センター 

お申込：Google フォーム 

https://forms.gle/9TuX8e3jRhPjFDxs6 

●3/22高齢分野・情勢学習会「介護報酬 2021 年

改定のねらいと問題点」ZOOM 
日にち： 2021 年 3 月 22 日（月） 

時 間：14:00 ～ 16:00 

テーマ：「介護報酬 2021 年改定のねらいと問題点」 

 白十字ホーム 施設長・21 世紀・老人福祉の向上を目指す施設連

絡会 代表幹事  西岡 修氏 

 参加費：会 員 …2,000 円 非会員 …4,000 円 

お申込：Google フォーム 

https://forms.gle/4ERi3PNMdyA1CSKq5 

●3/３０保育分野・情勢学習会「コロナ禍における保育

制度『改革』の真の意義を考える」ZOOM 
日にち： 2021 年 3 月 30 日（火） 

時 間：10:00 ～ 12:00 

テーマ：「コロナ禍における保育制度『改革』の真の意義を考える」 

      大阪保育研究所 杉 山 隆 一 氏 

参加費：会 員 …2,000 円 非会員 …4,000 円 

お申込：Google フォーム 

https://forms.gle/a4hjqU4gJS5meYzNA 

高齢・保育情勢学習会参加費振込み 

お振込先： ゆうちょ銀行 振替口座 00930-4-196543 

口座名義 社会福祉経営全国会議 

 （通信欄に「研修日」「研修名」と 「参加者の氏名」をお書きください。） 

２０２１管理職養成学校・開校決まる！ 
お待たせしました！2021年度管理職養成学校の開校と
日程が決まりました。 
・開校式 8/26(木)オンライン 
・第 1講義 9/21(火)オンライン 
・第 2講座 10/28(木)オンライン 
・第 3講座 11/25(木)～26(金)一泊研修 
・第 4講座 12/21(火)オンライン 
・第 5講座 1/27(木)オンライン 
●募集定員 18名  

地域交流会 zoom 
1/20九州・沖縄地域学習交流会を開催 
九州各地と大阪、東北から 18名が参加。 

前半、社会福祉法人を取り巻く情勢・「社会福祉
経営全国会議」発足の意義と活動紹介、次年度
予算について学習。後半は、コロナの対応など
参加者の交流を行い、不安と緊張感のなか感染
予防の様子などが報告された。次回は台風や豪
雨被害など危機管理についても交流していきた
い。 

4/23北海道・東北地域交流会をします！ 
日時：4月 23日（金）13～15時 
内容①ごあいさつ「社会福祉法人をめぐる情勢
と全国会議発足の意義と活動紹介」 
②参加者の意見交換、問題意識の交流 
参加対象：会員・非会員問わず、社会福祉法人
経営に携わる方 
参加費：無料 
申込フォーム 
https://forms.gle/jqfpR1XCiF5KasWB8 
 

 3/25(木)10 時～人材確保大作戦❣経験交流会 

4 法人から先駆的な取り組み「採用専任職員配置で成果

20 倍」「共同した就職フェアの実績」「人材確保経費の大幅

削減」「オンラインを活用した求人活動」の経験をお聞きし学

びあいたいと思います。申し込みフォーム 

https://forms.gle/Tvc1CQ2XNLioqt4G8 

 

 

https://forms.gle/9TuX8e3jRhPjFDxs6
https://forms.gle/4ERi3PNMdyA1CSKq5
https://forms.gle/a4hjqU4gJS5meYzNA
https://forms.gle/jqfpR1XCiF5KasWB8
https://forms.gle/Tvc1CQ2XNLioqt4G8

