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地域型保育事業について

〜子ども・子育て支援新制度から考える〜
今年４月よりスタートした
「子ども・子育て支援新制度」
（以下、新制度）。新制度は
「すべての子どもたちが笑顔で成長
できる社会」
「誰もが子育てしやすい社会」
を実現するため、
「認定こども園」の更なる普及や、
さまざまな場所で保育を
展開する
「地域型保育事業」
を推進しています。今回は、新制度の概要と
「地域型保育事業」の中でも、家庭的な雰囲気
のなかで少人数の子どもを保育する
「家庭的保育」
について考えてみました。

◆新制度の背景には？

力」が低下していると言われています。

域型保育事業などの整備を計画的に進

このような課題を解決するために、平成

めています。

24年に成立した「子ども・子育て支援

待機児童の増加、
「子育て力」の低下

法」をはじめとする
「子ども・子育て関連
3法」に基づき、今年4月
「子ども・子育て
支援新制度」がスタートしました。

今、日本で子どもを育てるには、たく
さんの課題があります。

財源は？

都市部においては、共働き家庭の増加

施設型、地域型など
総合的に支援
サービス全体の枠組みは、
（ 図1）の

を背景に、保育所に入れない待機児童が

消費税率引き上げによる増収分のう

多く存在します。そのために仕事を辞め

ち7000億円程度の財源を確保し、その

ざるを得ない保護者も少なくありませ

ほかの財源も含め、合計１兆円超の財

ん。共働きか否かに関わらず、すべての子

源確保を目指しています。

どもが質の高い幼児期の教育・保育を受

◆新制度のポイントは？

通りです。新制度のポイントとしては、次
の３つが挙げられます。

（0〜5歳）
1 「認定こども園」
の普及

主体は？

けられる環境が望まれてきました。

幼保連携で
子どもの負担を減らす

一方、地域社会においては、核家族化

住民に最も身近な市町村が主体とな

や高齢化、地域における人間関係の希

り、幼児期の学校教育・保育・子育て支

就学前の乳幼児が利用する施設は、

薄化が原因で、家庭や地域での「子育て

援のニーズを把握し、認定こども園、地

主に「保育所」
「幼稚園」の2種類でした。

図1

子ども・子育て支援新制度の全体像

子ども・子育て支援制度
施設型給付

認定こども園0〜5歳
幼保連携型
※幼保連携型については、認可・指導監督の一本化、学校及び児童福祉施設と
しての法的位置づけを与える等、制度改善を実施

保育所型

幼稚園型

幼稚園3〜5歳

地方裁量型

保育所0〜5歳
※私立保育所については、児童福祉法第24条により市町村が保育の実施義務
を担うことに基づく措置として、委託費を支弁

※新制度に参入しない
幼稚園もあります

地域型保育給付
小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育

地域子ども・子育て支援事業
利用者支援事業・地域子育て支援拠点事業・乳児家庭全戸訪問事業・養護支援訪問事業・放課後児童クラブ

等

※『民生委員・児童委員のひろば』に一部加筆
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※内閣府資料より

地域型保育事業の位置づけ
19人
認可定員

小規模保育

6人
5人

家庭的保育

事業主体：市町村、民間事業者等

1人
保育の実施場所等

保育者の居宅その他の場所、施設
（右に該当する場所を除く）

平成18年、保育所と幼稚園の機能や特
徴を併せ持つ「認定こども園」制度が導
入されました。

居宅訪問型
保育
事業主体：市町村、
民間事業者等

事業主体：事業主等

保育を必要とする
子どもの居宅

事業所の従業員の子ども
（従業員枠）
＋
地域の保育を必要とする
子ども
（地域枠）

会社の施設などで従業員の子どもと

め、子育て家庭のさまざまなニーズに

地域の子どもを一緒に保育する。

柔軟に対応できる保育サービスとして

④居宅訪問型保育

認定こども園では、保護者の就労状

障がいや疾患で個別のケアが必要な

況にかかわらず、子どもを預けられるメ

場合や、施設がない地域で保育を維

リットがあります。
したがって、子育て期

持する必要がある場合などに保育者

間中に、就労状況が変わった場合も、子

を保護者の自宅へ派遣する。

どもが通い慣れた園を継続して利用で
きるので、子どもに与える負担が軽減さ
れます。

（0〜2歳）
2 「地域型保育」
を新設

保育の場を増やし
待機児童を解消

事業所内
保育

事業主体：市町村、民間事業者等

3 地域での子ども･
子育て支援の拡充
地域に応じた
多様な子育てを支援
共働きだけでなく、家庭で子育てする
保護者も利用できる「一時預かり事業」
や、身近なところで子育て相談が受けら

期待されています。

1 「家庭的保育」のメリットは？
あたたかい
疑似家族を体験

●保育者との距離が近いため安心感が
得られる

狭い空間は、おのずと保育者と子
どもの距離が近くなり、子どもに安心
感を与えます。たとえ保育者の姿が見
えないときも、音や気配で保育者の
存在を確認することができます。
●きょうだいのような関わりができる

地域型保育は、認可保育所より少人

れる「利用者支援事業」
「地域子育て支

多くの保育所が年齢別のクラス構

数の定員の市町村による認可事業で、0

援拠点事業」のほか、
「放課後児童クラ

成であるのに対し、家庭的保育は、０

ブ」
「ファミリーサポートセンター事業」

歳から２歳までの異年齢の小集団。

〜2歳の子どもを保育します。保育所の
新設が難しい都市部では、地域型保育

「病児保育事業」など、
これまで取り組ま

家庭的なあたたかい環境で、年齢の

を活用することによる「待機児童の解

れてきたさまざまな事業が、国、都道府

違うこどもたちが、きょうだいのよう

消」に期待が寄せられています。

県による財政的支援のもとで進められ

に関わりながら育つことができます。

地域型保育は、児童福祉法において
「児童福祉施設」
（7条）
と位置付けられ
ている認可保育所とは法令上の位置付
けが違い、さまざまな場所で事業を展
開できるとされています。
地域型保育には、４つの種類があり、
それぞれの位置付けや性格が異なりま
す（図２、図３）
。
①家庭的保育
（保育ママ）
少人数（定員５人以下）を対象に家庭
的な雰囲気で保育を行う。
②小規模保育
少人数（定員６〜19人）を対象に「家
庭的保育」に近い雰囲気で保育する。
③事業所内保育

るようになりました。
これにより、地域に応じた多様な子育
て支援が実施されます。

◆地域型保育事業の
「家庭的保育」
とは？

柔軟な体制に
期待が集まる
待機児童の多い０〜２歳児を預かる

●きめ細やかな対応ができる
少人数なので、保育者は、一人ひと
りに目が行き届き、個性や体調などに
合わせてきめ細やかに対応できます。
●愛着関係が生まれやすい
同じ保育者が対応するので、子ど
もとの愛着関係が生まれやすく、
また
保護者との連携もスムーズです。
●子ども一人ひとりの生活リズムを尊
重できる

「地域型保育」は、
「 認定こども園」
と並

子どもの24時間の生活を考慮に入

び、新制度の大きな柱の一つとして注

れ、子ども自身の生活リズムを大切

目されています。

にし、発達過程に応じた生活リズムを

「地域型保育」の中でも
「家庭的保育」

尊重することがきます。

は、保育者の自宅等ではじめられるた
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家庭的保育のリスク回避の
3 ために、
地域ができること

2 「家庭的保育」のリスクは？
閉鎖的な環境で、
保育者が孤立

育所や幼稚園の子どもの交流、家庭的
保育所と施設の教職員との交流を図っ

一方的な押し付けにならない
アドバイス

ておけば、気軽に相談しやすい関係が

子どもの発達上の問題、保健、保護

家庭的保育のリスクは、閉鎖的な環

育 所 を 希 望してい た が 、入 所で きな

●相談する人がいない

生じます。
家庭的保育に通っている子どもは、保

者との関係、子どもの家庭の問題な

境で、保育者が身動きできなくなった時

かったケースが多く、いずれ連携施設に

ど、相談や助言を必要とするとき、多

におこります。
リスクを回避するには、保

通う可能性があります。その時に、日頃

職種の専門職のいる保育所では課題

育者が、地域の保育関係者、地域の人

から交流のある連携施設へ移行すれば

を共有しやすいですが、家庭的保育者

たちに伝える情報提供や開示を日頃か

子どもの負担も軽くなります。

は、各分野の専門性を持つ相談相手

ら行うことが必要です。

◆
「子ども･子育て支援新制度」
大阪市の対応は？

しかし、地域側からのサポートがあれ

を外部に求めなければなりません。
●一人で何役もこなす必要があります

ば、よりスムーズに「開かれた保育」が

保育所の職員は、施設長、副施設

実現できるのではないでしょうか。
「家

長、主任保育士、保育士、看護師、栄

庭的保育」
という言葉のイメージを膨ら

養士など、多様な経験を持つ職員が、

ませるだけでなく、実際に訪ねてみれば

専門性を活かして役割分担している

実態がわかります。民生委員・児童委員

平成26年10月1日現在における、大阪

のに対して、家庭的保育者は、家庭的

をはじめ、地域活動者が顔を出すだけ

市の保育所入所待機児童数は、同年4月

保育補助者との共通認識のもと、そ

でも、保育者は心強いはずです。

1日に比べて153人増加、昨年の同時期

０〜２歳の待機児童が
多い大阪市

れぞれが何役もこなさなければなら

ただし、
「教えたい」
という強い思いゆ

ず、保育負担になる可能があります。

えに、自らの子育て時代の考え方・価値

新制度が施行される平成27年度にお

観や、やり方を押し付けるのは逆効果

いて、利用者の見込み数からサービス

になりかねないので注意が必要です。

の確保数（既存・新設備含む）をさし引

連携保育は切れ目のない
支援の第一歩

くと、1〜2歳の受け皿となる保育の場が

●新しい知識・技術を学びにくい
保育所では園内研修や経験者から
新任者への知識や技術の伝達やアド
バイス・指導が行われるOJT（オン・
ザ・ジョブ・トレーニング）に参加でき

に比べて69人減少し、377人でした。

286人不足しています（図4）。
平成27年4月現在、大阪市における

ます。
しかし、家庭的保育では、
自主的

地域の保育所や幼稚園は、家庭的保

に研修に参加しないと勉強の機会を

育の力になることができます。家庭的保

は、
（図5）の通りです。

得にくいといえます。

育所への情報提供（保育のノウハウ、給

保育者の質を高めるため
認可基準を厳格に

●多様性に対応できず、疲れてしまう

食メニューなど）、園庭開放の利用、季

少ない人数なので、一見、手厚い

節行事などへの参加、保育所の嘱託医

保育ができるように見えますが、子ど

による健康診断、
クラスでの交流や合同

地域型保育事業所数や認定こども園数

大阪市は、保育の多様なニーズと0〜

もの年齢、特性や生活文化が多様化

保育などへ参加するように呼びかける

2歳児の保育需要に応じるため、少人数

しているため、少人数でも同じ対応は

こともできます。

で低年齢児の保育を実施し、待機児童

できません。保育がうまくいかず、保

保育所や幼稚園における集団保育

の解消を図ってきました。その一環とし

育者がストレスを抱え、保育サービス

は、少人数で保育を受ける子どもたち

て平成19年からは保育ママ事業（家庭

の低下も考えられます。

にとって、貴重な経験になります。この

的保育事業）に取り組んできました。

時、家庭的保育所の子どもと地域の保

図3

平成26年までは小規模保育事業、保

各事業の特徴
家庭的保育事業

形態

家庭的な雰囲気の下で、少人数
を対象にきめ細かな保育を実施

規模

少人数
（現行は家庭的保育者1
人につき、子ども3人）
※家庭的保育補助者がいる場合
は子ども5人まで

場所

家庭的保育者の居宅その他
様々なスペース

小規模保育事業

事業所内保育事業

居宅訪問型保育事業

比較的小規模で家庭的事業に
近い雰囲気の下、きめ細かな保
育を実施

企業が主として従業員への仕事
と子育ての両立支援策として実
施

住み慣れた居宅に於いて、1対1
を基本とするきめ細かな保育を
実施

6〜19人まで

様々
（数人〜数十人程度）

1対1が基本

多様なスペース

事業所その他様々なスペース

利用する保護者・子どもの居宅
※内閣府資料より
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育ママ事業に従事する者は、国のガイ

人は申請により
「大阪市家庭的保育事

ドラインにより市が実施する研修の受

業等バンク」に登録され、小規模保育事

講が義務づけられていました。

業所、家庭的保育事業所への就業を目

平成27年度は、新制度とともにこれ

的とした「家庭的保育者等求人エント

までの研修内容も変更されています。

リーシート」をバンクへ提出することで、

地域型保育事業（小規模保育・家庭的

実施事業者からの連絡を受けることが

保育・事業所内保育）研修業務として

できます。

「家庭的保育者」
と
「家庭的保育補助者」

家庭的保育事業の認可基準につい

「保育従事者」を希望する人への基本研

て、国の基準では1人でも開設できま

修、専門研修、認定研修を実施し、すで

すが、大阪市は「保育ママ事業」の時と

に事業所を開設している家庭的保育者

同様に、対象の子どもがたとえ1人で

などを対象に、保育スキルの向上を目

あっても、家庭的保育補助者をつけて、

的とした現任研修も実施しています。保

必ず2人以上の複数保育を義務付けて

育従事者になるための研修を修了した

います。
（図6）

図4
平成27年度
1〜2歳

0歳

年齢

（必要利用定員総数） 19,186
ニーズ割合 ①量の見込み

9,674

18,704

3,568

0歳

9,936

17,203

3,483

1・2歳

18.0％ ②確保 保育所・認定こども園
46.7％ の内容 地域型保育事業

3・5歳

49.2％ ②−①

4〜5歳

図5

20,911

3歳

0

0

1,215

322

1,725

262

▲286

237

大阪市における認定こども園数および地域型保育事業所数（平成27年4月1日現在）
認定こども園

地域型保育事業

31

幼・保連携型

幼稚園型

保育所型

家庭的
保育事業

21

8

2

11

図6

A型
（分園型）

83

B型
C型
（中間型） （グループ型）

35

23

25

大阪市地域型保育事業
（家庭的保育事業等）
認可基準
（一部掲載）
家庭的保育

認可
定員

94

小規模保育

A型
（分園型）

1人〜5人

小規模保育
B型
（中間型）

6人〜19人

職員数
※

0〜2歳児 少なくとも 0歳児 3：1
家庭的保育者
（保育者） 1・2歳児 6：1
及び家庭的保育補助
者
（補助者）
各1人以上
保育に従事する職員
配置要
の1人追加配置要

0歳児 3：1
1・2歳児 6：1
保育に従事する職員
の1人追加配置要

C型
（グループ型）
6人〜10人
0〜2歳児 5人まで家
庭 的 保 育と同 様 、6 人
〜8人少なくとも保育
者2人及び補助者1人
以上、9人〜10人少な
くとも保育者2人及び
補助者2人以上

保育従事者

保育士 1／2以上
（保育士以外には市長が
※市長が行う研修を終了し ※本事業所に勤務する保健 行う研修を終了した者） 家庭的保育者
師又は看護士を保育士と ※本事業所に勤務する保健 ＋家庭的保育補助者
た保育士、保育士と同等

家庭的保育者※
＋家庭的保育補助者

以上の知識及び経験を有
する市長村長が認める者

保育士

してカウント可
（1人まで）

師又は看護士を保育士と
してカウント可
（1人まで）
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「子ども・子育て支援新制度について」
家庭的保育研究会『家庭的保育の基本と実践 第２版-家庭的保育基礎研修テキスト』
2015.3福村出版
「はじまります 子ども・子育て支援制度」
『 民生委員・児童委員のひろば』2015.4、全国
民生委員児童委員連合会発行
「特集２
『 子ども・子育て支援制度 』のポイントと保育所等の利用手続きについて」
『View』No.195,p8-11、
全国民生委員児童委員連合会発行

子どもの目線で
保育を見直そう
大阪総合保育大学 児童保育学部 教授

大方 美香さん

0、1、2歳…。乳児期は人間として社会に適
応していく人生最初の3歩（3年）です。誰に出
会いどのような生活体験をするかは、生きる
力を示唆するというほど大切な時期です。
新制度においては、待機児解消を含めて
保育所等の量的拡大が進みました。その多
くが、乳児期の子どもを対象としています。
し
かしながら、保育の質をどのようにして確保
するのかは、十分議論されたとはいえない
でしょう。
「乳児保育の質をどのように高めるのか」
は重要な課題です。乳児は、荷物ではありま
せん。大人からみれば乳児は、一見「食べて、
寝て、排泄して」
という繰り返しのように考え
られがちです。そのため、乳児は、
どこに預け
られても大差がないように思われるかもし
れません。
しかし、0歳、1歳、2歳の預け先が
年々違ったとしたらどうでしょうか。乳児であ
る前に、人間にとって環境の変化、特に生活
の変化や養育者の変化は適応することが負
担であり、情緒の安定が確保しにくいと言え
ます。乳児にとっては特に一定の養育者が必
要であり、
「切れ目のない支援」が必要です。
乳児はただ抱けばよいのでも、声をかけ
ればよいのでもありません。
もちろん生活習
慣や安全・清潔の確保だけでもありません。
人間として、人との関係性が心地よいもので
あるのかどうか、人との情動交流がはかれ
たのかどうかが大切です。乳児保育は、生
活・遊びといった全ての人との関係が子ども
の生活の質を決定します。また、乳児保育
は、家庭における生活文化との連携が大切
です。家庭の生活文化といった実態に合わ
せた保育が必要です。
一方、子育ての支援は、社会的支援の時
代になりました。
このことは、介護と共通す
るところがあります。子育ての支援は、何を
支援すればよいのかと言うコーディネー
ター力が求められます。
「子育ての仕方がわ
からないのか」、
「家事援助が必要なのか」、
「話を聞いてあげるだけでいいのか」など。
子育て支援のニーズは同じではなく、介護と
同じように子育て支援として必要な支援を
見極め、適切に支援を行う力が専門職に求
められます。
また、ワークライフバランスといわれるよ
うに、例えば子育てする人が「親の介護」
と
同時になることもあります。
「別の分野だか
ら関係ない」
という
「縦割り支援」ではなく、
今後は、
「子育て支援」や「高齢者支援」が地
域で連携していくことが求められています。
これからは、家族が幸せに生きるための
家族支援、“ゆりかごから墓場まで”の切れ目
のない支援の実現を目指した連携が重要
になっていきます。
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講座案内
大阪市内の社会福祉関係事業所に勤務する方

大阪市内の社会福祉関係事業所に勤務する方

大阪市内の社会福祉関係事業所に勤務する方

❶メンタルヘルス研修
（一般職員対象）

❸組織運営管理研修
「労務管理」

❺福祉職員キャリアパス対応
生涯研修
（中堅職員コース）

対人援助福祉職は、ストレスを抱えやすい職種
といわれます。肉体労働、知的労働に加え、自
分の気持ちを抑えてケアする
「感情労働」の要
素が、大きく影響しています。上手に対処しな
いと、心身の疲弊を強めたり、こころの健康を
崩し、その結果、休職や離職に至る場合もあり
ます。本研修では、ストレス発生のメカニズム等
の基本を学び、援助者がストレスに適切に対処
するためのセルフケアの知識を身につけ、対人
援助者のモチベーション低下や燃え尽きを予
防することを目的に開催します。
●日

時… ７月６日
（月）
午後１時３０分〜４時３０分
●講
師… 畑 理恵（ハタ生活総合研究所
代表取締役、臨床心理士）
●定
員… ５０人
（先着順）
●会
場… 大阪市社会福祉研修・情報セ
ンター ４階会議室
●受 講 料… １，
５００円
●申込締切… ６月８日
（月）
●申込方法… 当 セ ン タ ー ホ ー ム ペ ー ジ
（http://www.wel-osaka.j
p/）
の申込フォームに入力す
るか、申込用紙をダウンロー
ドしてファックスでお申し込
みください
●決定通知… ６月下旬に事業所あてに郵送
にてご連絡します

職員の定着率を高めるためには、職員が安
心して気持ちよく働ける職場環境をつくり、
適正な労務管理は不可欠です。本研修では、
労働関係法令とともに労務管理に関する基
礎知識と実務を学ぶことにより適切な組織
運営の推進を目的に開催します。
●日

時… ７月２４日
（金）
、
３１日
（金）
（２日間）
いずれも午後1時30分〜5時
●内
容…「労務管理の必要性」
「労働関
係法令の理解、労務管理者
の責務」
「労務管理におけるト
ラブルと対応」
「 労務管理の
改善に向けて」
など
●講
師… 樽谷かず子（社会保険労務士法人
アイアール 樽谷総合事務所 代表）
●定
員… ５０人（申込多数の場合は抽選）
●会
場… 大阪市社会福祉研修・情報セ
ンター 5階大会議室
●受 講 料… ６，
０００円
●申込締切… ６月３０日
（火）
●申込方法… 当 セ ン タ ー ホ ー ム ペ ー ジ
（http://www.wel-osaka.j
p/）
の申込フォームに入力す
るか、申込用紙をダウンロー
ドしてファックスでお申し込
みください
●決定通知… ７月上旬頃に事業所あてに郵
送でお知らせします。

大阪市内の社会福祉関係事業所に勤務する方

❷介護職援助の技術編
「初任者向け介護技術」
大阪市内の福祉事業所で高齢者等の介護に
従事し、概ね業務経験３年未満（復帰後３年未
満を含む）
の介護職員を対象に、介護技術の基
本を学びます。
●日

時… ７月１５日
（水）
、
２９日
（水）
、
８月３日
（月）
の３日間
午前９時３０分〜午後４時３０分
●内
容… 衣服着脱、排泄の介助
（トイレ
誘導、
リハパン、ポータブルト
イレ）
、ベッドメイキング、体位
変換
（ボディメカニクス）
、立ち
上がり
（床からの立ち上がり
含む）、移乗、清潔の介助（足
浴、手浴、清拭）
、緊急時の対
応 など
●定
員… ２０人（申込多数の場合は抽選）
●会
場… 大阪市社会福祉研修・情報セ
ンター 介護実習室
●受 講 料… ９，
０００円
●申込締切… ６月２２日
（月）
●申込方法… 当 セ ン タ ー ホ ー ム ペ ー ジ
（http://www.wel-osaka.j
p/）
の申込フォームに入力す
るか、申込用紙をダウンロー
ドしてファックスでお申し込
みください
●決定通知… ６月下旬頃に事業所あてに郵
送でお知らせします

大阪市内の社会福祉関係事業所に勤務する方

❹相談面接の技術
（基礎編）

援助関係の本質を知り、面接の技術を磨くこと
は、対人援助活動をよりスムーズに行うために
利用者の支援においても非常に重要です。的
確で好感をもたれる面接技術の基礎を、演習を
交えて実践的に学びます。

●日

時…７月２９日
（水）
午前１０時〜午後４時３０分
●内
容…「援助関係の本質」
「 援助関
係を形 成する7つの原 則 」
「相談面接の流れ」
「 初回面
接」
「 面接で留意すること」
「 質 問 、支 持 、提 案 」
「傾聴
ロールプレイ」 など
●講
師… 西 順子
（女性ライフサイク
ル研究所所長、臨床心理士)
●定
員…４０人（申込多数の場合は抽選）
●会
場… 大阪市社会福祉研修・情報
センター 大会議室
●受 講 料…３，
０００円
●申込締切…７月８日
（水）
●申込方法… 当 センター ホ ー ム ペ ージ
（http://www.wel-osaka.
jp/）
の申込フォームに入力
するか、申込用紙をダウン
ロードしてファックスでお申
し込みください
●決定通知…７月中旬頃に事業所あてに
郵送でお知らせします。

対福祉・介護職の中堅職員が自らのキャリア
アップの道筋（キャリアパス）
を描き、それぞれ
のキャリアパスの段階に応じて共通に求められ
る能力を段階的・体系的に習得することを目的
に開催します。
●日
時… ７月３０日
（木）
、
９月１０日
（木）
、
９月１５日
（火）
の３日間
いずれも午前１０時〜午後５時
●内
容…「キャリアデザインとセルフマ
ネジメント」
「福祉サービスの基
本理念と倫理」
「メンバーシッ
プ・リーダーシップ」
「 中堅職員
としての能力開発と後輩職員
の指導」
「 業務課題の解決と実
践研究」
「リスクマネジメント」
「チームアプローチと多職種連
携・地域協働」
「組織運営管理」
「行動計画指針づくり・キャリア
デザインシートの作成」
※上記以外に、事前学習及び
プロフィールシート作成、キャ
リアデザインシーの職場への
提出
（奨励事項）
があります
●講
師… 立花直樹
（関西福祉科学大学
准教授）
、川東光子
（大阪国際
福祉専門学校 教務主任）
●定
員… ５０人（申込多数の場合は抽選）
●会
場… 大阪市社会福祉研修・情報セ
ンター 大会議室等
●受 講 料… ９，
０００円＋テキスト代１，
０００円
●申込締切… ６月１９日
（金）
●申込方法… 当 セ ン タ ー ホ ー ム ペ ー ジ
（http://www.wel-osaka.j
p/）
の申込フォームに入力す
るか、申込用紙をダウンロー
ドしてファックスでお申し込
みください
●決定通知… ６月下旬頃に事業所あてに郵
送でお知らせします。

今後の研修の開催予定
キャリアパス対応生涯研修課程
「初任者コース」
福祉サービスの倫理と基本理念
「福祉の基本と対人援助」
リスクマネジメント研修
「リスクマネジメント
（一般職員対象）
」
リスクマネジメント研修
「クレーム対応技術」
組織運営管理研修
「職場研修担当者養成研修」
組織運営管理研修
「プレゼンテーション」
地域福祉推進者研修「地域福祉活動
者講座
（入門編）
」 など
※詳しくは当センターのホームページ
にてご確認ください

◆上記講座の申込・問合せ先
❶❷❸❹❺大阪市社会福祉研修・情報センター 〒557-0024 西成区出城2-5-20 a06-4392-8201 b06-4392-8272 dhttp://www.wel-osaka.jp

申込記載事項

【必須項目】①研修（講演会）名、②名前（ふりがな）、③年齢、④連絡先住所（〒）、⑤電話、
ファックス番号、⑥勤務先（所属）
※必須項目以外にも、必要な項目がある場合がありますので、チラシ等で確認ください。
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福祉・介護専門職のキャリアアップをサポート！

職必携

護専門
福祉・介

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

ぜひご活用
ください！

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頁
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頁

ビニールファイル４枚

定価 ６００円
（税込）

◎これ１冊に受講履歴をファイリング。
修了書や資料が散逸しません!

◎これから何を学ぶかステップアップの
準備に生涯研修体系図が役立ちます!

◎部下と上司のコミュニケー
ション・ツールに! キャリアデ
ザインノートは部下との面談
などにも役立ちます

（入手方法）
Ｑ どこで手に入りますか？
Ａ 大阪市社会福祉研修・情報センターの1階事務室で販売

しています。また、ホームページから申込用紙をダウン
ロードし、faxやメールで申込むことも可能です。

Ｑ 法人(事業所)単位での購入もできますか？
Ａ 購入できます。法人（事業所）の職員に配布して人材育
成の一つのツールとして活用してはいかがでしょうか。
なお、10冊以上の購入の場合は、送料は無料です。

（送料）

●１冊▶300円 ●2〜3冊▶350円
●４〜７冊▶460円 ●８〜９冊▶610円

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

発行：2015年3月

◎今なら、大阪市社会福祉研
修・情報センター主催研修
に使える「受講料５００円割
引クーポン」が１冊に１枚つ
いています（クーポン有効
期限：平成２８年２月２９日）

キャリアデザインノート
（受講履歴管理手帳）
申込用紙
申込日

年

月

名前（事業所名）
〒
送付先
連絡先
希望冊数

a

b

毎月1回、研修情報を配信する
「ウェルふるネットのメールマガジン」
を希望の人はＥメールアドレスを記載ください

7

日

スマートフォン対応のQRコードを追加しました！
大阪市福祉人材養成連絡協議会のホームページ

http://www.welful.net/

社会福祉に関する研修・
イベント・報告書などの
情報満載！ ウェルふるネット 検索
研修・講座・イベント情報
2015年5月

キーワード
対象者
主催者

市内在住・在勤のみ

福祉関係者のみ

特定事業所制限あり

職種制限あり

会員のみ
主催者を選択

福祉分野別

高齢

障害

児童

精神保健

地域福祉

倫理・援助技術

人材育成・組織運営
人権研修
2014

年

制度・政策・歴史
その他
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▲▼

対象年月

▲▼

目的にあった情報を
検索することが可能

大

>>2015年6月

研修・講座・イベント検索

▲▼

新しい情報が更新されれば
随時お知らせ

文字サイズ変更 小 中

2015年4月<<

月

対象年月を無効にする

さがす

主催者別表示へ>>
--

5月1日（金）
限定なし

5月2日（土）

指点字講習会

指点字を使って、盲ろう者とのコミュニケーショ

ンをしてみよう

5月3日（祝）

--

5月4日（祝）

--

5月5日（祝）

--

5月6日（祝）

--

5月7日（木）

--

5月8日（金）

--

メールマガジンの登録はこちらから
メールマガジンのご紹介
ウェルふるネットメールマガジン『Informationマーケット』
福祉に関する研修の情報を月1回お届けします。
ご購読は登録フォームからメールアドレスをご登録ください。
購読料は無料です。通信費は各自のご負担となります。
バックナンバーはこちらからご覧いただけます。
※平成22年12月までのバックナンバーはこちらから

パソコン へ の 配 信 希 望 者
は、
ホームページ上の申し込
みフォームから申し込んでく
ださい。

発行間隔
月1回
メールマガジンの登録
パソコンへのメールマガジン配信はこちら
メールアドレスを入力してください

毎月1回
メールマガジンを配信。
最新の情報が
あなたの元に届きます

登録

●スマートフォンや携帯電話への配信も可能です！
次の手順でお申し込みください。

①受信制限をかけている方は、
メールマガジンの配信元メ
ールアドレス
「jinzai@shakyo-osaka.jp」
を受信できる
ように設定操作してください。
②右のQRコードを読み取り、空メールを送信してください。
③登録完了メールが届きます。
※QRコードを読み込めない場合、携帯電話は
254g2r@a07.hm-f.jp、スマートフォンは
254g7r@a07.hm-f.jpに送信してください
※購読料は無料です。通信費は各自の負担と
スマートフォン
携帯電話
なります。
対応QRコード 対応QRコード

大阪市社会福祉研修・情報センター

facebook をチェック！
研修の告知・研修のレポート報告
普段のスタッフの様子、知って得する豆知識など
随時更新していきます！
Facebookはどなたでもご覧になれます。
ウェルおおさか

検索

⇨Facebookページへアクセス！

皆様のいいね！

お待ちしています！
！

◆問い合わせ先◆
大阪市社会福祉研修・情報センター TEL (06) 4392-8201 FAX (06) 4392-8272
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図書・DVD新 着 情 報
図書 紹 介
図解 2015年介護保険 大転換 で
「現場の仕事」はこう変わる！
田中 元 著 ぱる出版 ２０１５年
2015年 介護制度の大改革 で
「変わ
る仕事・報酬加算・変わる連携のポイン
ト」
をやさしく解説。

DVD 紹 介
『Re:ベリーオーディナリーピープル2012
佐々木さんと岡本さん』
中島映像教材出版 80分 2012年
2012年初夏の
「べてるの家」
。今回の
主役は、べてるの精神的支柱・佐々木実
さん、存在感ナンバーワン・岡本勝さ
ん。2人の暮らしに密着したドキュメン
タリーDVD。

『支援困難事例と向き合う
18事例から学ぶ援助の視点と方法』

『たすけ愛 ささえ愛 つむぎ愛
絆と気づきで
「いのち」
を守る』

岩間 伸之 著 中央法規出版
２０１４年
サービス拒否、身体拘束、クレーマーな
ど、支援困難事例への具体的な援助の視
点及び方法を提示し、
「人を援助すること
とは？」
という援助の本質と向き合う。

徳島県西部総合県民局保健福祉環境部
（三好保健所） ７６分 ２０１４年
徳島県の三好保健所が制作した高齢
者の自殺予防を啓発するDVD。うつ病
への対応法や、心の健康度チェック法
など、自殺予防の対策を１０編にまとめ
ている。

『認知症はこわくない
正しい知識と理解から生まれるケア』
高橋 幸男 著 NHK出版 ２０１４年
認知症ケアに長年取り組んできた精神
科医が、認知症の正しい知識とBPSD
を解説。認知症当事者の思いや家族か
らのメッセージも紹介。

『毎日がアルツハイマー 2
関口監督、イギリスへ行く編』
紀伊國屋書店 ９３分 ２０１４年
認知症を患った母の日常を、映画監督で
ある娘が撮りつづけたドキュメンタリー
DVDの続編。
「パーソン・センタード・ケ
ア」
を学びに、関口監督が イギリス へ
飛ぶ！

図書・資料閲覧室からのお知らせ

脱水・熱中症予防の本、DVD紹介
「イラストでやさしく解説！
「脱水症」と
「経口補水液」のすべてがわかる本」

谷口 英喜 著 日本医療企画
脱水症の正しい知識と対応法が身に
つく本。

暑い季節に気をつけたい脱水症や熱中症！予防法を学べる本・
ＤＶＤを紹介！

「しっかり学ぼう！熱中症予防」

NHKエンタープライズ ２２分
２０１３年
いい汗のかき方、正しい水分補給法、
熱 中 症 の 応 急 処 置 などを紹 介した
DVD。

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・
ビデオなどを約40,000点所蔵し、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
休室日：日曜日・祝日（土曜日は除く）
・年末年始

a０６‐４３９２‐８２３３
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健康生活

毎日

応援グッズ

朝食 を食べましょう！

朝食を食べると…

主菜

お出かけは
家族そろって

副菜

そろうように！
！

さらに・
・
・１日１回は家族や仲間と一緒に食事をとりましょう！
！
問合せ▶大阪市健康局健康推進部健康づくり課

a06-6208-9961

あなたのお口は健口（けんこう）ですか？

大阪市で受けることができる歯科の検診や相談
●歯周疾患検診
（問診・口腔内診査）
340・45・50・55・60・65・70歳
（昭20・25・30・35・40・45・50年生まれ）の
大阪市民
5500円
（生活保護世帯・市民税
非課税世帯の方は無料）
2市内取扱歯科医療機関（要電話予約）

●歯科健康相談
（個別相談）
3大阪市民
5無 料
2各区役所
（保健福祉センタ−）

●携帯用アルミ介助車AK-1

専用キャリーバッグ付で持ち運びしやすい介助
車。背もたれロック機能やストッパーなど安全面に
もしっかり配慮。

外 出のお 供に
持 ち 運 びしやすい
簡 易 車いす

歯周疾患は、気付かないうちに徐々に進行していくことから
「沈黙の病気」
とも
言われており、成人期以降の歯を失ういちばんの原因になっています。生涯自分
の歯でおいしく食べられることは人生の楽しみのひとつです。歯周疾患や虫歯に
ならないようにするために、定期的に歯周疾患検診を受けましょう。

介助車

キャリーバッグ 付 きで︑
携 帯に便 利 な 介 助 車

寝ている間に消費したエネルギーを補
給し、体温を上げ、活動準備ができる
主食
脳のエネルギー源であるブドウ糖が補
給され、働きが活発になる
毎日決まった時間にとることで、生活リ
ズムが整う
朝食もバランスよく！
胃腸が適度に刺激され、排便を促す
「主食」
「主菜」
「副菜」
が
肥満につながる
「まとめ食い」
を防ぐ

大阪市では歯周疾患検診以外の検診も実施しています
種別
Y胃がん検診、
大腸がん検診、肺がん検診、子宮頸がん検診、乳がん検診、
Ｂ・Ｃ型肝炎ウィルス検査、骨粗しょう症検診
3対象者や費用等がそれぞれ異なりますので、詳しい内容は下記までお問い
合わせください。

今月の 自助具
資料提供 HUMAN

リコーダー

岡 田 英 志さん

主な適応疾患・対象者▶ リコーダーの音孔を指でうまくおさえることのできない方。
機能・特徴▶
リコーダーの音孔を指でふさげなくても、
ゴムシートをおさえるだけで、正確な音を簡単
に出すことができる。
ゴムシートの弾性を利用して、力をかけずに音孔をふさぐことができる。
使い方▶ 普通のリコーダーと同じように使用する。

旅行や通所、通院などに適した介助車。コンパクト
に折りたため、専用バック
（別売）
に収納できます。

ニューコンセプトの
コンパクト 車いす

問合せ▶大阪市健康局健康づくり課（成人保健グループ） a０６-６２０８-９９４３

●旅ぐるまシリーズKA4-N

●コンパクトカーMV-2

超コンパクト設計により、狭いバスや鉄道の入り口
など公共の場でも取り扱いが容易。折りたたみも
ワンタッチ。お出かけのパートナーとしてピッタリ
の介助車。

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

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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大阪市中央区中寺1-1-54
大阪社会福祉指導センター2階

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

〔広告〕

あなたのお好みに仕上げます。
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？
当社が企画から納品にいたるまで、各専門スタッフが、
あなたのお好みに合わせて仕上げます。
、
イン ら
デザ ことな
の
制作 気軽にさい。
だ
絡く
ご連

福祉職員のための
メンタルヘルス相談
毎週土曜日と、毎月第1・3水曜日に開設しています。
疲れやすい、
やる気がでない、
眠れない、
対人関係がうまくいかない・
・など
福祉の仕事に携わる方の
ストレスから生じるさまざまな問題の
相談に応じます。

メンタルヘルス相談（予約制）
電話または来所
（まずはお電話ください）
必要に応じて来所によるカウンセリングも行います。

☎06-4392-8639
大阪市社会福祉研修・情報センター

●住所：大阪市西成区出城2-5-20
●相談日時：毎週土曜日 午前9時30分〜午後4時

〒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〕

（祝日も実施。但し年末年始は休み）
※予約に関する問い合わせは、平日
（午前9時30分
〜午後4時30分）
も受付しています。
●相談員：臨床心理士 ●相談料：初期相談無料
※秘密厳守します。

メンタルヘルス相談では、
ご本人からだけではなく、
周囲にいる同僚や上司の方からのご相談も受け付けています。
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CENTER INFORMATION
大阪市社会福祉研修・
情報センターのご案内

（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
ただし、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

●それぞれの開設日・時間
項 目

直通電話番号 開設日
（休館日を除く）

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

06‑4392‑8233

開設時間

午前9時〜午後9時(土･日午後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）

毎 日

午前9時〜午後5時
午前9時30分〜午後5時

月〜土曜日

大国

西出口

国道25号

vol.96

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による申込
みを受け付ています。

大国南

コーナン
駐車場

1 空室状況をホームページに掲載しています。
スズキ自動車

「空室一覧」
に、
ＰＤＦで6か月分掲載。

国道4

ＵＲＬ／http://www.wel-osaka.jp/

3号

ナニワ交通

2 利用申込の受付は6か月前からです。

ファミリー
マート

府立今宮
工科高校

市バス 長橋二
（ 系統）

利用日の6か月前から、電話や直接窓口で予約いただいたうえ、所定の用
紙でお申し込みください。

至天王寺

花園北

ニトリ

国道 号

市立長橋第2
保育所

26

市バス 長橋二

受付時間は午前９時３０分から午後５時まで

長橋

a06-4392-8200

●ＦＡＸによる申し込み手続きの手順

大和中央
病院

内」→「ＦＡＸでのお申し込み」に、申込手順を掲載しています。

b06-4392-8206

鶴見橋

※ファックス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

鶴見橋商店街

分から利用日の３日前までです。

②出口

■会議室等の使用料

至堺

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

平成26年10月から

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］
［地下鉄］
［JR］
をご利用ください

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
●市営地下鉄・四つ橋線

「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

人権啓発キャッチコピー
寺原

〔テーマ〕
こどもをめぐる人権

わかってる？ 笑 顔を奪うことの重さ。

愛結さん（平成26年度「人権に関する作品募集事業」キャッチコピー高校生の部 優秀賞）

制作協力：（株）アド・エモン

●市バス

「長橋二丁目」バス停すぐ

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

利用できる貸室および料金は、次の通りです。ご予約は利用日の6か月前からです。

室区分

①出口

りそな銀行

発行部数 36,000部

大阪市立
市民交流センター
にしなり

ＦＡＸによる申込は、
ホームページの「センターご案内」→「貸室利用のご案

2015（平成27）年6月1日発行

空室状況は、
ホームページの「センターご案内」→「貸室利用のご案内」→

2015.6

貸室ご利用の皆様へ

大国町

至ナンバ

