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福祉の歴史散歩：大阪府知事・林市藏の2年2ヶ月

─ 大阪府方面委員制度創設をめぐって ─③
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福祉業界というと
「大変」
というイメージがつきまといます。
世間のマイナスイメージに反し、福祉の現場で多くの人がイキイキした表情で働いているのは仕事
に魅力があるからです。人と関わるのが好きで、誰かを喜ばせたいと思う人なら、福祉の魅力を感じる
ことができます。今回は、福祉業界の現状や待遇、現場の声、そして就職活動に役立つ助成金などの情
報をお届けします。

一般化し、多くの人にとって介護が身近

さらに今後は、保護者が仕事や社会

になっています。
このような社会全体の

活動をするために、企業内の託児所、駅

日本では、2060年に人口の4割が65

変化によって、介護業界が活性化し、従

や百貨店での一時預かりなど、新しい

歳以上になるとみられ、介護が必要に

来のネガティブに偏った「夜勤などがあ

保育サービスが広がってくることも考え

なる人も年々増加しています。
しかし、
こ

り、きつい仕事」、
「給与水準が低い仕

られます。保育士の資格があれば、保育

の需要に介護職員の数は追いついてい

事」、
「将来に不安がある仕事」など、一

所以外にも、さまざまな場所で働くこと

ません。厚生労働省の調査（図１）
では、

面的な見方のマイナスイメージが大き

ができます。

介護業界はまさに
「成長産業」

く変わりつつあります。

「団塊の世代」が75歳以上になる2025
年度には、大阪府では約22万人の介護

共働きの増加で、
保育士も需要大

職員が必要と推計されており、現在の
10.6倍以上の約33,000人が不足すると

正規で働ける環境があり、
30代で高収入になる可能性も
福祉の仕事は、
「給料が安い」
というイ
メージがあるようですが、福祉業界の平

いわれています。まさしく、介護産業は

少子化時代、子育て分野では、何が求

年々需要が増えていく
「成長産業」
とい

められているのでしょうか。子どもの数

均賃金と他産業の賃金をみると
（図２）

えるのです。

は減っていても、共働きの夫婦が増えて

福祉業界の平均賃金は、20〜24歳の新

現在、行政は人材確保のために介護

いるなどのため、長時間預かる保育所

任クラスで約20万円、初級、
リーダー、指

業界の労働環境を改善する政策を打ち

の需要が高まっています。
しかし、待機

導職、管理職とキャリアアップし、管理

出しています。一方で他業界は「成長」

児童が増えていること
（平成28年10月

者クラスでは約36万円です。他業界の

する介護業界に参入し、新たなサービ

1日現在における大阪市の保育所等利

平均賃金と比べても、福祉業界で働く人

スを生み出しています。また、何よりも、

用待機児童数は508人）からもわかるよ

の収入は決して、見劣りすることはあり

サービスを利用する人が増えて介護が

うに、保育士不足は深刻です。

ません。
初めて福祉職に就いた時は、キツい

図１ 今後必要となる介護職員数
（単位：人）
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と感じることがあるかもしれません。
し

■需要見込み
■現状推移シナリオによる供給見込み

今の1.3倍の
介護職員が必要です！

来年度は府内だけで約3,000人
不足するかもしれません！

設）の所長へとステップアップすること
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出典：厚生労働省

165,564

足

3,191人の不

足

14,318人の不

ができます。そうすれば、責任は重くな
りますが、やりがいや喜びが増えて、が

176,305
168,755

ネジャーなどの資格を取得して、その組
織のリーダー（主任や課長）、事業所（施

219,190

200,000

かし、介護福祉士や社会福祉士、ケアマ

,866人の不足

33

んばりに見合う報酬が得られるように
なります。早い人では、30代で施設長ク
ラスになる人もいます。

2017年度

2020年度

2025年度

平成27年6月 「2025年に向けた介護人材にかかる需給推計について」
の大阪府を抜粋
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男女平等、
景気の影響も受けにくい

図2 福祉業界の平均賃金と他産業の賃金
管理者クラス
▶ 365,568円
（施設長）

福祉の仕事に、男女の差はありませ
ん。雇用の機会は誰にでも平等にあり、
は、施設勤務の場合は「夜勤手当」があ
るのも特徴です。さらに、景気に左右さ
れにくいため、ボーナス（賞与）も比較
的安定して収入があります。

キャリアアップ

管理職も努力次第です。
また、福祉業界

福祉業界に就職・転職を考えるなら

他産業の賃金
製造業

宿泊業
卸売業・小売業 飲食サービス業

リーダークラス
30〜34歳 ▶ 261,900円

257,500円

262,300円

234,600円

初級クラス
25〜29歳 ▶ 237,000円

225,100円

229,400円

207,000円

新任クラス
▶ 207,300円
20〜24歳

193,900円

197,400円

183,600円

ば、貸付制度を利用して資格をとること
も可能です。大阪は、就職のための、さ
まざまな助成制度があるので、大いに
活用することが、成功する就活の秘訣と
いえるでしょう。

出典：厚生労働省
「平成27年賃金構造基本統計調査」
の一部・介護労働安定センター
「平成27年度介護労働実態調査」
の一部

●福祉のお仕事

（福祉人材センター・福祉人材バンク）

●保育士さんあつまれー！

（大阪市保育士・保育所支援センター）

条 件を入 力 す

市内400か所

れば、福祉・介護・

の保育所（園）の

保育の求人情報

最 新 の 求 人を紹

を検索することが

介したり、就職す

できます。

る 前 の サ ポ ート
があります。

保育士に係る助 成・貸し付け情 報
保育士の子どもは保育所へ
優先的に入ることができます
保育人材確保と待機児童解消など課題解

大阪市

未就学児のいる保育士には
保育料の一部を貸しつけます
市内の保育所などに新たに勤務する保育

決のために、大阪市は保育士が働きやすい環

士が、子どもを保育所などへ預ける場合に、

境を整えます。平成29年４月の利用開始分よ

保育料の2分の1（上限2万7000円）を最大1年

り、保育士の子どもは保育所などへ優先的に

間貸しつけます。さらに、継続して2年間勤務

入所できます。

した場合、その返還を免除します。

問い合わせ／大阪市 こども青少年局保育企画課 a06-6208-8031

保
育
一 料
部 の
貸
付

ほかにもさまざまな助成・貸し付けが用意されていますので、詳細はお問い合わせください。
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資格取得等のための貸付金制度情報
介護福祉士修学資金
貸付制度

社会福祉士修学資金
貸付制度

大阪府社協

介護福祉士実務者研修
受講資金貸付制度

介護福祉士の養成施設で修学する

相談援助のエキスパート、社会福祉

介護福祉士国家試験を受験する場

ための貸付金です。
２年の修学で約

士の養成施設（※福祉系大学は対象

合に受講が義務づけられた、実務者

160万円借りることができ、介護福祉

外）
で修学するための貸付金です。社

研修の受講費用を最大20万円まで

士として、府内の社会福祉施設等で

会福祉士として、府内の社会福祉施設

借りることができます。国家試験合格

５年間働くと返還が免除されます。

等で返金免除対象業務で５年間働くと

後、介護福祉士として、府内の社会福

返還が免除されます。

祉施設等で２年間働くと返還が免除
されます。

再就職準備金
貸付制度

保育士修学資金

者研修修了者）
が、介護業務に再就職

養成施設を卒業後、保育士として府内

する際に必要な費用を最大20万円ま

の保育所等の施設で児童の保護等の

で借りることができ、府内の社会福祉

業務に5年間引き続き従事した場合は

施設等で２年間働くと返還が免除され

返還免除となります。保育士養成施設

ます。
（※人材支援センターへの登録が

に入学後、養成施設を通じて申請でき

必要です）

ます。

貸付金
士

保育士を目指す方に修学のための
費用を無利子で貸し付ける制度です。

介護福祉

１年以上介護業務の経験のある有
資格者
（介護福祉士、実務者研修・初任

士

保育

問い合わせ／社会福祉法人 大阪府社会福祉協議会 大阪福祉人材支援センター修学資金係
a06-6776-2943
（ムリなくなろう！ふくしさん）
資料請求はこちらから➡
※各制度の詳細や募集期間は、
必ず募集要項でご確認ください。

●福祉の就職フェア ＳＰＲ
ＩＮＧ ｉ
ｎ ＯＳＡＫＡ
大阪の福祉の仕事の就職フェア。初めての方も、転職の方も、情報収集したい学生も是非ご参加ください。

府内の約230法人が出展！
！
日
時／3月4日
（土）12：00〜16：00
会
場／京セラドーム大阪 9階スカイホール
問い合わせ／社会福祉法人 大阪府社会福祉協議会
大阪福祉人材支援センター
a06-6762-9006
dhttp://www.osakafusyakyo.or.jp/fcenter/

▲昨年の様子
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人と関わるクリエイティブな仕事
子どもの成長を見守ったり、人生の最後に寄り添ったりする

また、福祉は、クリエイティブな一面を持っています。人間は

福祉の仕事は、常に
「生きる」
をそばで支え、その人たちの姿か

一人ひとり違い、それに合わせた援助のために、持ちうる知識や

ら
「生きる」
ことの奥深さを学ぶことができます。

技術や経験を総動員して、サービスを創造するからです。正解

専門の知識や技術で、困っている人が助かったり、元気がで

がひとつではないからこそ、自身のオリジナリティが活かせる仕

たりするなど、求めていた変化に立ち合うことができれば、仕事

事だといえます。長年、福祉業界にいる人たちの多くは、こうし

の疲れを補って余りあるほどのやりがいや感動が得られます。

た福祉の奥深さや面白味を知っているのではないでしょうか。

●介護分野

●保育分野

職人であり、
役者でもある介護職

成長した子どもを
送り出すときの達成感がいい

所長・サービス提供責任者

保育士

すず

き

み

すず

鈴木 美鈴さん（キャリア18年目）
経歴／実業団ソフトボール部➡運送会社
（長距離トラック運転手）➡訪問介護員（ホー
ムヘルパー）➡派遣会社（介護職員）➡現職

うえ

だ

りゅう じ

上田 隆慈さん（キャリア4年目）
経歴／４年制福祉系大学卒業➡現職
保育園には、遠足、運動会、発表会な

船の設計で海外をひとりで
飛び回っていた民間企業から
地域限定保育士へ

地域限定保育士※
もり よし

そう

じ

ろう

森好 壮次郎さん（キャリア1年目）
経歴／４年制大学卒業➡造船業
（設計）
➡現職

人が相手の仕事は初めてで上手くい

どいろんな行事があります。
とくに運動

かず、辞めようと思ったことは数え切れ

会は大変ですが、練習ではなかなかで

ないほど。そのたび、先輩方に励まされ

きなかったのに、本番で立派に演じて

家族といられる生活スタイルに変えた

て乗り越えてきました。
しかし、失敗、勉

いる子どもたちの成長した姿をみると、

いと思っていました。そんなとき、息子

強、またチャレンジ…を繰り返している

汗だくで指導してきた疲れなんて、吹っ

を預けている保育園の男性保育士さん

と、ある時からできることが増えてきま

飛ぶほど嬉しいですね。

が、やり遂げたときの達成感に涙を流し

前職では、海外への単身赴任もあり、

ている姿をみて
「やりがいのある仕事な

す。利用者さんの負担が軽くなるいい方

もちろん、
しんどいときもあります。
し

法を思いつくと現場に行くのが楽しく

かし、自分がどんな気持ちでいても、子

なってくるのです。

どもたちはいつも
「先生!」
と飛びついて

働き始めてすぐに「お父さ〜ん」
と園

んだな」
と思って飛び込みました。

きてくれます。大人の発想ではできな

児にハグされるなど、外国人相手のデ

利用者さんの病気や心の状態を察し

い、面白いことをして、笑わせてくれま

スクワークだった前職では考えられな

て、言葉遣いや対応を変える「役者」で

す。そんな時、保育士でよかったなと思

い経験をしています。

もあります。介護は一人の人間の終末

います。

ヘルパーは「介護職人」である一方、

家でも、子育ては私が中心になって

に関わる尊い仕事。私たちはそのため

3月は、子どもたちが卒園します。別れ

やっています。保育園に勤めてから、遊

に頑張ることができます。所長の立場に

はさみしいけれど、次の時代を担う子ど

びの引き出しが増え、子どもと話をする

なってからは、自分自身のQOL（人生の

もたちをしっかりと育て、送り出すことが

のが一層楽しくなりました。ずっと続け

質)がさらに上がり、
「辞めなくてよかっ

できた満足感、達成感は、何ものにもか

ていきたいと思っています。

た」
と心から思っています。

えがたいですね。

※大阪府、神奈川県、沖縄県、千葉県などで実施。資格取得後３年間は当該自治体内のみで保育士として働くことができ、
４年目以降は全国で働くことができる
「地域限定保育士(正式名称：国家戦略特別区域限定保育士)」
となるための試験制度。今年の実施は未定です。
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講座案内
【市民向け講座】市内在住、在勤、在学の方
講座名
介護実習講座

入門コース

日 時

受講決定

金曜日クラス
2月10・17・24日
10:00〜12:30

開講日の約1週間前
に受講証をお送りし
ます

講

師

専門学校講師、訪問指
導員
（看護士）
など

内

容

介護を初めて行う方に、介護への認識・興
味を深めてもらうため、基本となる簡単な
介護を体験します

その他
定員 20人
（先着順）
希 望される方は、お
問い合わせください
受講料
500円（資料代、保険代）

◆市民向け講座の申込み方法◆
ハガキ・FAＸ・メールに次の必要事項を記入して、
お申し込みください。
（当センターホームページや電話での申込みも受け付けます。）
〔必要事項〕
①講座名 ②名前(ふりがな) ③郵便番号・住所 ④年齢 ⑤電話番号 ⑥大阪市在住でない場合は、勤務先または学校名と所在地
⑦介護経験の有無
（有の人は年数も記入）

【福祉従事者向け研修】

申し込み多数の場合は抽選です。締め切り後に、
事業所あてに決定通知を送付します。
研修名
介護サービス主任・リーダー研修

訪問介護サービス
提供責任者研修

介護主任・
リーダー研修

日 時
2月21日
（火）
合同開催
10：00〜16：30
3月6日
（月）
10：00〜16：30
2月21日
（火）
合同開催
10：00〜16：30
3月8日
（水）
10：00〜16：30

受講対象者

講

師

内

容

その他

大阪市内福祉事業
所の訪問介護サー
ビス提供責任者
大 阪 市 内 福 祉 事 業 公益社団法人
所 等 で 主 任・リ ー 大阪介護福祉士会
ダーとして勤務して
いる職員
（ 例 ）グ ル ー プホー
ム、ケアハウス、サー
ビス付高齢者住宅、
有料老人ホームなど

それぞれの役割や倫理、
スタッフを支え、
育
てる視点等について学び、それぞれの職域
の事例検討を通じ、
支援の力量を高めます

定員
各50人
締切
2月5日
受講料 各6,000円

◆福祉従事者向け研修の申込み方法◆当センターのホームページから申込むか、申込用紙をダウンロードしてFAXでお申込みください。

上記の会場・申込・問合せ先

大阪市社会福祉研修・情報センター 〒557-0024 大阪市西成区出城2-5-20
a06-4392-8201 b06-4392-8272 dhttp://www.wel-osaka.jp 7kensyu@shakyo-osaka.jp

市民後見人・成年後見制度啓発シンポジウム

認知症を理解するための研修会

「これぞ大阪の底力〜地域で本人らしい 「特別養護老人ホームにおける
生活を支える市民後見人〜」
認知症ケア〜弘済院の取組みの中で〜」
日
会
内

時／2月11日(土・祝) 午後1時30分〜4時
場／クレオ大阪東 城東区鴫野西2-1-21
容／第１部 基調講演
テーマ：
「成年後見制度をめぐる全国の動向と市民後
見人への期待」
講 師：最高裁判所事務総局家庭局 局付(裁判官)
西岡 慶記
第２部 パネルディスカッション
コーディネーター：大阪市立大学大学院教授 岩間 伸之
定
員／380名 参 加 費／無料
申込締切／2月6日
（月）
申 込 先／〒557-0024 大阪市西成区出城２-５-２０
大阪市成年後見支援センター
a０６-４３９２-８２８２ b０６-４３９２-８９００
7yousei@shakyo-osaka.jp

日
会

時／2月25日
（土）午後1時30分〜4時
場／大阪市社会福祉研修・情報センター5階大会議室
西成区出城2-5-20
内
容／大阪市立弘済院第2特養
「あんず苑」
コーディネーター：NPO法人 認知症の人とみんな
のサポートセンター代表 沖田 裕子氏
対 象 者／認知症の本人、
介護家族、
地域包括支援センター、
医師、
介護専門職など
定
員／100名 参 加 費／無料
申込締切／2月18日
（土）
申 込 先／〒557-0024 大阪市西成区出城2-5-20
大阪市社会福祉協議会 地域福祉課 権利擁護担当
高齢者相談支援サポート事業担当
a06-4392-8188 b06-4392-8185
(Ｅメールでの受付はしていません)

上記講演会・研修会のお申込み方法

ハガキ・FAX・Eメールに次の事項を記入して、申込締切日までにお申し込みください。
①希望の講演会・研修名 ②名前
（ふりがな）
③郵便番号・住所 ④電話番号 ⑤勤務先名と職種
の旨ご記入ください。定員を超えて参加できない場合のみ連絡します。
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⑥車イスご使用の方などはそ

講座見聞録

今年度の福祉職員キャリアパス対応生涯研修課程の
全4コースを終了しました
大 阪 市 社 会 福 祉 研 修・情 報 セン

この 研 修 の 特 徴 は 全てのコース

践に役立てることにあります。
これか

ターでは、
「福祉・介護職員が、自らの

で、研修の１か月前にテキストが届

ら何を大切にし、
どのようなことに留

キャリアアップの道筋を描き、キャリ

き、事前学習をすることです。さらに

意すべきかについて、それぞれの思

アパスの段階に応じて求められる能

その学習シートを上司に確認し、本人

いを出し合って話し合いました。

力の向上を段階的・体系的に習得す

の持ち味・プラス面・強み・本人への

参加者アンケートからは「自分を見

ること」また、
「各法人・事業所が職員

期待をコメント記入してもらったもの

つめなおすいい機会になりました。

のキャリアパスを構築し、職員育成を

を研修当日に持参し、グループメン

日々の忙しさにかまけて、自分がどう

確立・実施すること」を支援する目的

バーで話し合います。

あるべきか忘れてしまうところでし

研修の最後は、
これまで学んできた

た。いろいろな業種の方とお話がで

チームリーダーコース、管理職員コー

ことや、
グループでの討議をもとに、
こ

きて有意義な時間でした。
また参加し

スの４コースを開催しています。

れから何を大切にし、
どのようなことに

たいです」、
「あらためて自分のキャリ

留意して仕事をし

アデザインを考えました。
このままで

ていくの か 行 動

良いと思っていましたが、知識を得た

指針をたてます。

い、いろいろな経験を持ちたいと、欲

で、初任者コース、中堅職員コース、

社 会 人として

が出てきました。他職種の方の仕事

学 ぶことの 意 義

内容が聞けてとても勉強になりまし

は、学んだことを

た」
といった感想が多数ありました。

仕事の場で役立

29年度も当センターは、本研修を

て、仕事の進め方

開催し、福祉の仕事に携わる多くの人

や利用者サービ

が、魅力ある職業として働き続ける支

ス の あり方 を 変

援をしていきたいと考えています。是

えていくこと、実

非ともご参加ください。

福祉・介護専門職のキャリアアップをサポート！

福祉・介護職員のキャリアデザインノート
受講履歴管理手帳
定価 ６００円
（税込）
福祉援助職として、プロフェッショナルの力を高めるため、生涯にわたる学びを指し示す

「大阪市福祉関係従事者生涯研修体系図」
と、
これまでの研修受講が記録できるシート
がセットになった
「福祉・介護職員のキャリアデザインノート 受講履歴管理手帳」
を販売

しています
（内容）

A４判・リングファイル

人生カレンダー

キャリアデザインシート
（ワークシート編）
2ページ
大阪市福祉関係従事者生涯研修体系図

受講履歴管理ページ
（受講履歴シート編）
9ページ

ビニールファイル４枚

発行者：大阪市福祉人材養成連絡協議会
大阪市社会福祉研修・情報センター
問合せ・申込み先：a06-4392-8201 b06-4392-8272
7kensyu@shakyo-osaka.jp

これ１冊に
受講履歴を
ファイリング。
修了書や研修資料を
まとめて
保存できます!
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はやし

いち

ぞう

福祉の 歴 史 散 歩

大阪府知事・林市藏の2年2ヶ月
ほう

めん

大阪府方面委員制度創設をめぐって ③

神戸女子大学 教授
７月

じ らい ばいばい

お

がさ わら

小笠原

かいふく

本稿は三話完結の第三話です。

爾来倍々健康を恢復せられつゝあ

３月１０日、控訴院長、兵庫県・和歌山

るも、頃日来胸部癒着に基因する

県両知事、大阪市長、住友本店理事、留

劇痛の為に、時には終夜安眠を得

岡幸助、各警察署長等が臨席、救済課長

られざることあり。別に憂うべき

司会、知事が議長を努めました。この日

病状にはあらざる由なるも、尚お

から小河は欠席となります。４月１０日に

引続き静養を要すること勿 論な

は、大阪毎日新聞社長、本願寺慈善財団

るべし

理事長、府市議会議長、知事・内務部長

けいじつ らい

よし

10月

よし あき

慶彰

けい か いよ いよ

とめ

おか こう すけ

大阪の福祉の源流をたどる

小河博士は其後の経過愈々良好

夫人、各警察署長等が臨席して救済課

にして最早 懸 念すべき患部の病

長が司会、知事が議長になっています。

状消失したるにより、本月に入り

５月２０日（定例日２０日に変更）は、砲

は府からの報告がなされ、留岡幸助や内

て以来研究会及常務委員会へ出

兵工廠中将、区裁判所判事２人、実業家

務省幹部、実業家の談話もあり、記録に

席ありたる外数回府庁へも出勤あ

等臨席、救済課長司会と知事議長は前

も残されています。協議内容は、方面委

りたり

回と同様で す。６月２０日、第４師団少

員活動を実際に進めていく中で遭遇する

寒気漸く酷烈ならんとするに至り

将、前文部次官、商業会議所会頭、救済

課題に関するものでした。小河の不在期

しも、博士の健康は次第に恢復し

事業同盟会長、実業家、各警察署長等が

間、林らがこの常務委員連合会のイニシ

来り、頃日は別に 違 和 を感 ぜら

臨席し、この時も救済課長司会、知事は

アチブを取っていたのです。このことは、

るゝが如きことなき模様にて、殆

議長でした。７月２１日（２０日は日曜）、

内務省の意向による社会実験としては有

んど毎日登庁課務に鞅掌せられ

第４師団長、地方裁判所長、銀行重役、

効だったはずです。司会や議長として、内

つゝあるは真に慶ぶべし

救済事業同盟会長、各警察署長等の臨

務省の方針に沿って協議内容を整理する

つまり、小河は、規程制定後数ヶ月を

席、またもや救済課長司会、知事が議長

ことで、その後の方面委員制度の方向に

経た段階からの基礎固め時期に、ほとん

でした。８月２０日は、救済事業同盟会

影響したと判断できるからです。

ど関与できない状況でした。この間、林

長、実業家等少数、知事体調不良で欠席

以上のように、白虹事件（*大朝の記事

および部下の内務官吏は、内務省の意向

のため、救済課長が司会し、議長も努め

表現を政府が不敬だとし言論統制に繋

に沿って、大阪という「自然の研究所」

ました。この間、９月６日に床次竹次郎内

がった筆禍事件）や米騒動の収拾、大阪

で成否を占う実験ができる状況にあり

相が来阪し、方面委員制度も視察してい

府救済課の設置といった林の府知事在

ました。この間の方面委員常務連合会の

ます。９月２０日、貴族院 議長、銀行頭

任中の治績には、いずれも内務省の方針

様子が同じく『救済研究』で報告されて

取、救済事業同盟会長、実業家、知事・

に忠実で、しかも慎重な態度が見て取れ

います。それにしたがって、一年間の様子

内務部長夫人等臨席、救済課長は欠席

ます。したがって、ひとり大阪府方面委員

を辿ってみましょう。

のため知事が司会、新任の内務部長が

規定のみが林の独創であったとは考えに

議長を努めました。

くく、これもそれらの治績に関するのと

12月

こく れつ

きた

おうしょう

まず１９１８（大正７）年１０月２６日に

とこ なみ たけ じ ろう

はっこう

ひっ か

は早くも方面委員の嘱託が行なわれ、翌

１０月２０日は、知事は府会で、内務部

同様であったばかりではなく、内務省の

１１月１３日には府庁で警察部長による

長も用務で欠席であり、この日から小河

意向を受け「自然の研究所」たる大阪に

常務委員嘱託辞令交付式（式中に知事

が再び出席したものの、救済課主事補

おいて社会的実験を試みた可能性さえ

帰庁し臨席）がありました。１１月２５日

が司会しています。１１月２７日（軍事演

あります。その際、小河が療養を余儀な

は、府庁 で 知 事も出 席し、小 河の司会

習のため延期）は、知事は出席、田子一

くされる状態に陥らず、その関与が最大

で、常務委員連合会規則及び方面書記服

民内務書記官、留岡幸助、救済事業同盟

限であれば、府方面委員のあり方も違っ

務規程を制定しています。１２月２０日に

会長等が臨席し、小河が司会、新任救済

ていたかも知れませんが、事実は、林お

は、救済課長専務が置かれました。翌年

課長が紹介されました。１２月２０日は、

よびその部下たる内務官吏中心に進め

１月１６日から常 務 委 員 連 合 会 が 定例

内務監察官、実業家、銀行頭取等が臨席

られたのです。これらのことは、その後

（本来は毎月１０日）で開催されるように

し、小河が司会しましたが、知事は府会

の方面委員の性格に影響を与えたと考

なり、この日は府庁で、市医師会長、救

のため欠席でした。１９２０（大正９）年

えられます。

済事業同盟会長、府会議員等が臨席し、

１月例会は、インフルエンザ流行のため

知 事が 諭示し、小 河が 議長を努めまし

休会しています。

た

ご いち

みん

林は退官後、大阪の実業界で活躍し
つつ、方面委員制度については、その後
も長く影響を持ち続け、民生委員制度

た。２月１０日は、知事官邸で開催（以降

この常務委員連合会には、知事、府救

は定着）されており、各警察署長、救済

済課幹部、各警察署長はほぼ出席し、内

の発足まで見届けた後、他界しました。

事業同盟会長等が臨席し、在京の林知事

務省や軍関係者、大阪実業界の大物、知

しかし、退官後も方面委員制度に関った

からは電報による督励が届き、救済課長

事や府幹部夫人、救済事業関係者等の

理由も実業界入りをした理由もよくわか

の司会で進行、会の後で知事夫人より手

臨席も含めて５０人から７０人くらいの参

りません。この点については、別に検討

作りの茶菓、酒食が提供されました。

加者があったことがわかります。会合で

したいと思っています。

※この稿は2010年6月に大阪市社会福祉研修・情報センターで開催された
「社会福祉史の市民講座」の聴き取り
（資料の記述等は歴史的事実として当
時の表現をそのまま使用しています）
をもとにまとめたものです。
またルビを振り、語句を補い説明を加えています
（*印の部分）
。詳細は、2013年2月に刊
行された小笠原慶彰『林市藏の研究‐方面委員制度との関わりを中心として』
（関西学院大学出版会）
に掲載されています。
ご覧ください。
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図書・資料閲 覧 室からのお知らせ
図書・DVD新 着 情 報
図書 紹 介
『ふくしのしごとがわかる本
福祉の仕事と就職活動ガイド』
東京都社会福祉協議会

2016年

福祉の仕事の求人の現状や傾向・特徴
をはじめ、高齢者・障がい者・児童など
分野ごとの福祉の仕事の内容、福祉の
資格、就職活動の実際、就職に関わる
情報源等を紹介する。

『認知症ケアガイドブック』
日本看護協会

編

照林社

2016年

認知症の初歩的な知識から最新の政
策、ケアや地域連携の実例まで、あら
ゆる情報を網羅したガイドブック。

『福祉職・介護職のための
わかりやすい高次脳機能障害
原因・症状から生活支援まで』
中島 八十一、今橋 久美子 著
中央法規 2016年
高次脳機能障がいの基礎知識から、対
応・支援の方法までをわかりやすくまと
めている。

DVD 紹 介
『介護のしごとの道しるべ２
アセスメントを深めるケーススタディ』
彼方舎

90分・55分

2016年

ケアの現場を取材・撮影して作った映像
教材。本編と解説編の２枚組。本編は施
設入所から退所までの、スタッフと利用
者の変化を追った記録映画。解説編は本
編のケアのポイントや意味を解説する。

『ある認定こども園の挑戦
環境がはぐくむ健やかな子どもの育ち』
岩波映像

90分

2015年

認定こども園の活動を１年間取材し、
そのユニークな取り組みについて紹介
したDVD。

『エール！』
アルバトロス １０６分 2016年
ベリエ家は姉のポーラ以外は耳が聞こ
えない。歌の才能を認められたポーラは
音楽学校を勧められるが、聞こえない家
族は猛反対する。ポーラは夢を諦める決
意をするのだが…。

★あなたの周りに眠っている古本はありませんか？★
「古本立ち読みコーナー」に展示する
古本を募集しています！
本、
絵本、
マンガなどジャンルは問いません。何冊でもOK！
読めないほど傷んだ本の寄贈はご遠慮ください。
寄贈していただいた本は返却できません。
募集締切／２月２８日
（火）
受付場所／当センター １階 事務所
２階 図書・資料閲覧室

●古本立ち読みコーナー

開催場所／当センター １階 エントランス
開催日時／〜２月２８日
（火）
まで

●リサイクルブックフェア

「古本立ち読みコーナー」
の古本を無料でお
持ち帰りいただけます！
開催場所／２階 図書・資料閲覧室前
開催日時／3月６日
（月）
〜11日
（土）
午前9時30分〜午後５時

●大阪市社会福祉研修・情報センター2階の図書・資料閲覧室では、福祉に関する図書・DVD・ビデ
オなどを、無料で貸出しております。
（認知症、介護技術、手話のDVDや、福祉の関係の雑誌など
が充実しています。）
開室時間：月曜日〜土曜日 午前９時３０分〜午後5時
‐４３９２‐８２３３
休室日：日曜日・祝日（土曜日は除く）
・年末年始 a０６
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健康生活

応援グッズ

アルコールと健康

酒
（アルコール）
は昔から
「百薬の長」
と言われ、私たちが日常生活を送るうえで
たいへん縁の深いものです。
しかし、その飲み方を誤ると、心身に障がいをもたらすことがあります。

缶チュウハイ1.5缶
（約520ml）

出典：社団法人アルコール健康医学協会ホームページ

あなたのアルコールの飲み方をチェックして、自分の生活を見直してみましょう。
〈CAGE〉スクリーニングテスト

□チェックして、２つ以上あてはまる場合はアルコール依存症の可能性があります。

アルコール問題のご相談はお住いの各区保健福祉センターへ
大阪市各区保健福祉センター
北
区
中 央 区
天王寺区
東淀川区
城 東 区
住 吉 区

６３１３
６２６７
６７７４
４８０９
６９３０
６６９４

都 島 区
西
区
浪 速 区
東 成 区
鶴 見 区
東住吉区

受付時間：平日9時〜17時30分（土日祝日、年末年始除く）
問い合わせ先：a各区番号４ケタ△△△△-９９６８

６８８２
６５３２
６６４７
６９７７
６９１５
４３９９

福 島 区
港
区
西淀川区
生 野 区
阿倍野区
平 野 区

酒害教室

今月の 自助具
資料提供 HUMAN

此 花 区
大 正 区
淀 川 区
旭
区
住之江区
西 成 区

６４６６
４３９４
６３０８
６９５７
６６８２
６６５９

【問い合わせ先】
大阪市こころの健康センター
都島区中野町5-15-21
都島センタービル3階
a06-6922-8520
b06-6922-8526

カップ麺固定台

岡 田 英 志さん

主な適応疾患・対象者▶
脳性マヒや頸椎損傷などで、食べる時にカップ麺の容器を持つ
（固定する）
ことができない方。
機能・特徴▶
カップラーメンの容器を持たなくて
も、容器を固定して食べることがで
きる。
木の台座で、食べやすい高さと安
定感
（ずれにくい）
を確保している。
サイズの異なる容器を固定するこ
とができる。
使い方▶
介助者にカップを台の中央にセット
してもらい、
食べることができる。
（容器の大きさに合わせて、右側の
可動式柵を容器に押し当てて固定
する）

問合せ▶大肢協ボランティアグループ・自助具の部屋
a06-6940-4189（月・水・金 10：00〜15：00）
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左右どちらかのブレーキを操作すると両後輪が制
御できる安全設計。また、軽量で幅を取らないサイ
ズなので、狭い場所でも小回りが利き、
とても扱い
やすい歩行車です。

●ピウプレスト マム

軽量・おしゃれ・使いやすい、
３拍子揃った歩行車。前
輪のキャスターは直進固定と40°
と360°
の3WET
方式で状況に応じた使い分けが可能です。収納は
前面のほか左右にサイドバッグを採用。

小 回 りが 利いて
楽に使 える 室 内 用 歩 行 車

アルコール依存症の回復途上の方や家族のアルコー
ル問題で悩んでおられる方を対象に、知識を学び断酒
への動機づけやアルコール依存からの回復を図るこ
とを目的に大阪市内１２ヵ所の保健福祉センター(上記
表の赤色の区)で実施しています。

６４６４
６５７６
６４７８
６７１５
６６２２
４３０２

●シンフォニーSP

簡 単 操 作の軽 量 タイ プ

❶あなたは今までに、酒量を減らさなければならないと思ったことがありますか
❷あなたは今までに、飲酒を批判されて、腹が立ったり苛立ったことがありますか
❸あなたは今までに、飲酒に後ろめたさを感じたり、罪悪感を持ったことがありますか
❹あなたは今までに、朝酒や迎え酒を飲んだことがありますか

歩行車

コンパクトで使いやすい
歩行車

〈節度ある適度な飲酒〉
〈適度な飲酒量〉
①成人になってから、周りの人と楽しい雰囲気で飲みましょう。
日本酒換算で１合
（純アルコール20ｇ）
②飲む量は適度な量にとどめましょう。
③食べながら、
ゆっくり時間をかけて飲みましょう。
④毎日続けて飲まず、
週に２日は酒なしの日を。
⑤遅くても夜12時までには止めましょう。
ビール中ビン１本
（500ml）
⑥アルコールと薬を一緒に飲むのは危険です。
日本酒１合
（180ml）
⑦妊娠中と授乳期は飲酒はやめましょう。
ウイスキーダブル１杯
（60ml）
⑧飲酒後の運動・入浴は控えましょう。
焼酎0.6合
（約110ml）
⑨他人への無理強いやイッキ飲みはやめましょう。
ワイン1/4本
（約180ml）
カクテル１.5杯
（約２60ml）
⑩肝臓などの定期健診を年に1回は行いましょう。

安全で快適な外出を

●テイコブリトルホーム

軽くて小回りが利くので、狭い室内でも楽に使えま
す。フローリングや畳でも滑りにくい後輪タイヤを
採用し、転倒の恐れを軽減。タイヤ部分が透明なた
めフローリングなどに色移りがありません。

問合せ

公益社団法人関西シルバーサービス協会 事務局

〒542-0065

大阪市中央区中寺1-1-54
大阪社会福祉指導センター内

a06-6762-7895 b06-6762-7894
dhttp://kansil.jp

カタチ

あなたの気持ちを
大切にしたい

プロ

〜いろいろな働き方を応援します〜

にする

っています！
ドローンによる空撮行
パンフレットやカタログなど、
作りたいものがカタチにならず困っていませんか？
当社なら企画から取材・撮影・デザイン・
印刷・納品にいたるまで、各専門スタッフが、
お客様のイメージをトータルでカタチにします。
※詳しくは下記までご連絡ください。

＊応募条件：
「やる気」のみ

あなたのご希望にあった業務内容、働き方を一緒に考えます
1日1〜2時間 早朝のみ 夕方のみ 週1日のみ もOK！
「いまは無資格だけど専門職として働いていきたい」
場体験
という方には新しい研修体制を整えました
見学・職
大歓迎

募集職種

介護職、看護職、OT・PT、運転手ほか
勤務先

特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、
デイサービスセンター、ヘルパーステーション
〒530-0045 大阪市北区天神西町8-19 法研ビル5F
（06）
6362-1510 E-mail：info@ad-emon.com
TEL：
（06）
6362-1511（代） FAX：

〔広告〕

大阪市西成区南津守7-12-32
（四つ橋線
「北加賀屋」
駅から徒歩7分）
8http://www.hakujuen.or.jp 7hakujuen@herb.ocn.ne.jp

社会福祉法人白寿会

506-6651-2210 (担当:鈴木)

白寿会 facebook

私たちの いま を毎日配信中

〔広告〕
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大阪市社会福祉研修・
情報センターのご案内
項

（土・日曜日は午前9時から午後5時まで）
開館時間 ／午前9時から午後9時まで
図書・資料閲覧室は午前9時30分から午後5時まで
（月〜土曜日）
（土・日曜日と重なる場合は除く）
、年末年始
（12月29日〜翌1月3日）
休 館 日 ／国民の祝日

目

直通電話番号

会議室など利用の問い合わせ

０６‐４３９２‐８２００

研修関係の問い合わせ

０６‐４３９２‐８２０１

図書・資料閲覧室の問い合わせ

０６‐４３９２‐８２３３

お問い合わせ時間
午前９時〜午後９時（土・日曜日は午後５時まで）
（会議室の申込・お支払いは午前９時３０分〜午後５時）
午前９時〜午後５時
午前９時〜午後５時

長橋

a06-4392-8200

26

大和
中央
病院

●ＦＡＸによる申し込み手続きの手順
ＦＡＸによる申し込みは、
ホームページの「貸室のご案内」→「ＦＡＸでのお申し込み」
に、申込手順を掲載しています。
鶴見橋商店街

②出口

の３日前までです。

花園町

※ＦＡＸでの申し込み可能な期間は、利用日の6か月前の午前９時３０分から利用日

■会議室等の使用料

利用できる貸室および料金は、次のとおりです。ご予約は利用日の6か月前からです。
時間区分

4
階
5階

利用人員のめやす

会議室
会議室 東
会議室 西
介護実習室
演習室
大会議室

99
45
54
36
18
144

午

前

午

後

夜

9：30〜12：30

13：00〜17：00

3,800
1,900
2,900
5,700
1,000
5,800

5,100
2,600
3,800
7,600
1,300
7,700

間

18：00〜21：00

3,800
1,900
2,900
5,700
1,000
5,800

昼

夜

間

9：30〜21：00

11,400
5,800
8,600
17,100
3,000
17,400
（単位：円）

交通／ご来所には［市バス］
［JR］
［地下鉄］
をご利用ください
●市バス

「長橋二丁目」バス停すぐ

●市営地下鉄・四つ橋線・御堂筋線

「花園町」駅（①・②出口）から徒歩約15分
「大国町」駅（⑤出口）から徒歩約15分

「ウェルおおさか」
に広告を掲載しませんか
詳しくはお問合せください…▶大阪市社会福祉研修・情報センター
a06-4392-8201 b06-4392-8272 7kensyu@shakyo-osaka.jp

人権啓発キャッチコピー

〔テーマ〕
女性をめぐる人権

「男らしく」よりも「 女らしく」よりも「 人 間らしく」

明田 直哉さん（平成27年度「人権に関する作品募集事業」キャッチコピー 一般の部 大阪市長賞）

制作協力：（株）アド・エモン

52系統（なんば 〜あべの橋）

●JR大阪環状線・大和路線

「今宮」駅から徒歩約9分

所 在 地 ／〒557-0024 大阪市西成区出城2丁目5番20号
設 置 主 体 ／大阪市
運 営 主 体／
（指定管理者）
社会福祉法人 大阪市社会福祉協議会
電
話 ／a06-4392-8200
（代表）
ファックス ／b06-4392-8206
U R L ／http://www.wel-osaka.jp/

大阪市社会福祉研修・情報センター

室区分

発行部数 36,000部

b06-4392-8206

2017（平成29）年2月1日発行

出城郵便局

ローソン

受付時間は午前９時３０分から午後５時まで

vol.106

市バス 長橋二

ください。

ニトリ

号線

利用日の6か月前から、電話や窓口で予約いただいたうえ、所定の用紙で申し込み

Ⓟ
市営
出城東住宅

国道

2 利用申込の受付は6か月前からです。

南開

ファミリーマート
地下鉄四つ橋線

いすゞ自動車
高齢者
交番
在宅支援
公園
センター

南開西

ナニワ
交通

2017.2

スズキ自動車

）

検索

Ⓟ
市営
中開東住宅

ガソリンスタンド

日産自動車

大国町

ホームセンター
コーナン

線

3号線

国道
25号線

路

国道4

空室状況は、
ホームページの「貸室のご案内」→「空室一覧」に、
ＰＤＦで6か月分掲載。

JR

和

1 空室状況をホームページに掲載しています。

西出口

線 大
状 線（
環 本
JR 西
関

大阪市社会福祉研修・情報センターでは、貸室ご利用の皆様に、より計画的に
便利にご利用いただくため、空室状況を公開し、
ＦＡＸによる申し込みを受け付て
います。

宮
今

なにわ筋

貸室ご利用の皆様へ

ウェルおおさか

大阪の福祉を知る
みんなの情報誌

CENTER INFORMATION

