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2019年 3月 23日（土）第２回社員総会が開催されて、出席者 112名・委任状 177名（会員総数 548名の内 53％

の参加率）により事業計画と予算が議決し、いよいよ新年度スタートです。ご出席頂きました皆様、委任状をご提

出くださいました皆様、ありがとうございました。昨年に引き続き、県委託事業として『地域生活定着促進事業』

と『生活困窮者家計相談支援事業』の受託が決まり、総会前には県福祉保健課長よりご挨拶頂きました。その後、

熊本県社士会講師による災害支援に関する研修会、基礎研修Ⅲ修了証贈呈式、総会後にはショートディスカッショ

ンを実施いたしました。 

また、研修会に関連した防災グッズの展示や子育て世代を応援する託児所の開設など、様々な新しい取り組み

も実施いたしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 年 11 月 3 日、宮崎県社会福祉士会顧問である、黒木行洋氏が秋の叙勲において｢瑞宝小綬章｣を受章

されました。これを記念して、報告会を開催いたしました。当日は 33 名の方が参加されて、家計相談支援員

の松元貴代子会員による『九州・沖縄ﾌﾞﾛｯｸ研修会報告』に引き続き、『宮崎東諸県ﾌﾞﾛｯｸ新年会』の中で黒木

顧問の叙勲受章報告会を行いました。 

参加者それぞれが、黒木顧問の功績を称え、感謝と労いの言葉を述べさせて頂きました。黒木顧問からは

今後の社会福祉士会への期待と激励を込めた暖かいお言葉を頂きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行責任者 田渕 伸一郎 

宮崎県社会福祉士会事務局 

電話 0985-86-6111 
 

Vo. ８ 
2019.4月発行 そーわちゃんだより 

九州沖縄ﾌﾞﾛｯｸ研修報告会並びに秋の叙勲受章のご報告！（宮崎東諸県ﾌﾞﾛｯｸ新年会） 

2019年度 事業計画・予算議決されました！ 

基礎研修Ⅲ修了証贈呈式 県福祉保健課長ご挨拶 災害支援関連研修会 

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝの様子 防災グッズの展示 託児所の様子 

研修会報告 会長と記念撮影 参加者全員で記念撮影 
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2019 年 1 月 26 日（土）出席者 97 名（事前申込者 140 名）をお迎えし、宮崎県地域生活定着支援センターによる

第 1 回普及啓発セミナーを開催しました。宮崎県より委託を受けた初年度のセミナー開催でもあり「罪を犯した人

に寄り添うために私たちができること」をテーマに関係機関をはじめ地域の方々にご参加いただけました事は、宮

崎県社会福祉士会・宮崎県地域生活定着支援センターとしても今後の事業活動に向けて大いに励みとなりました。

本年度も県委託事業として受託できたことで職員一同さらなる事業運営に信頼と実績をつなげ努力してまいりま

すので引き続きご支援とご協力をお願いします。尚、今年度は 2019 年 7 月 6 日（土）に第 2 回普及啓発セミナー

を開催しますのでご参加をお待ちしております。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

●宮崎県地域生活定着支援センターでは、矯正施設出所者のための衣服等の提供をお願いしており

ます。不要な衣服等がありましたら、ご連絡をお待ちしております。男性・女性は問いません。 

●宮崎県地域生活定着支援センターでは相談員を募集しております。社会福祉士会ホームページ・

ハローワークに掲載しておりますのでご確認下さい。 

●福祉サービス第三者評価事業では、2018 年度 4 件の受審がありました。受審頂きました施設関係者の皆様、ご

協力ありがとうございました。 

●県受託事業である相談支援従事者研修・サービス管理責任者等研修については、3 月 31 日をもちまして委託終

了となりました。研修運営でご協力頂きました講師陣・関係者の皆様に対し、厚く御礼申し上げます。 

●法人事務局では、新・会員管理システムの運用が 4月から開始され、日本社会福祉士会と共通の会員管理システ

ムとなり、情報の一元化が図られました。 

 

 

●基礎研修 

・ 今年度の基礎研修は、期間延長者を含めⅡが 22 名・Ⅲが 33 名の方が受講されております。ただいま、基礎研

修Ⅰの募集を行っております。今年度より基礎研修Ⅰは集合研修に加えて e-ラーニングの視聴が加わりました

ので、ホームページに掲載している申込書を確認してください。 

● e-ラーニング講座視聴のおすすめ 

・ 日本社会福祉士会では、現在 e-ラーニング講座を提供・配信してます。宮崎県社会福祉士会会員の方は、2019

年 3 月 31 日に引き続き、4 月 1 日以後も宮崎県社会福祉士会会員は無料で受講（計 19 講座視聴可能）いただ

けますので、ぜひご活用してください。 

・ 講座は「制度等の動向」、「生涯研修・情報提供等」に分かれ、今後も講座が増える予定です。自己研鑽（リーガ

ルソーシャルワークやスクールソーシャルワーク等）、生涯研修制度（基礎研修Ⅰ独自科目 3 科目（必修））・認

定社会福祉士制度（更新時の「各分野の制度等の動向」で 15時間 1単位（必修））の単位にもなります。また、

独立型社会福祉士研修を受講するために視聴（これは有料（2160 円）になっていま

す。）が義務付けられています。 

・ ご利用は、下記（日本社会福祉士会の専用ページ）からお進みください。 

http://www.jacsw.or.jp/15_TopLinks/eLearning/index.html#shicho 

e-ラーニング講座を利用する場合は、日本社会福祉士会の生涯研修制度管理システム

にログインし、ご自身のメールアドレスを登録することが必要になります。そのシス

テムにログインをするためには、「ユーザーID（日本社会福祉士会会員番号）」と「パ

スワード」が必要となります。「パスワード」が不明な方は、宮崎県社会福祉士会事務局まで①氏名・②生年月

日・③連絡先（電話番号）・④日本社会福祉士会登録番号の４項目をメールにてお知らせください。 

 

 

部門別お知らせ・活動等のご報告 

基盤強化総務部門 

生涯研修部門 

宮崎県地域生活定着支援センター普及啓発セミナーのご報告！ 
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●今年度の活動予定 

①4月 26日 西諸ブロック ブロック総会・懇親会  ②5月 15日 日向入郷ブロック 勉強会 

その他、各ブロックにおきまして、研修会・勉強会を通じて「顔の見える関係づくり」にブロック長をはじめ皆

様にご尽力して頂いています。以後のブロック活動に関しましては、ホームページなどにも詳細がアップされる

と思いますので、随時ご確認のうえ、ご参加ください。 

 

 

●司法と福祉委員会 

・ 入口支援のための勉強会の開催及び委員会を開催し活動しています。2019 年 2 月 23 日〜24

日に認定社会福祉士認証研修「リーガルソーシャルワーク研修」に 3 名参加し、今後の研修

企画等に反映していく予定です。 

●災害支援委員会 

・ 月１回程度の委員会を開催し、災害支援に関する取り組みやマニュアル作成

などの協議をしています。今年度も福祉専門職 5 団体研修会のテーマは「災

害支援委員会」に関することになりましたので、企画中です。 

●関係団体連携推進委員会 

・ 2 月に福祉専門職 5 団体合同の意見交換会を開催しました。今年度も５団体

研修会を開催予定です。5 月に研修前の打ち合わせを開催予定です。 

・ 5 月：正副委員長会、6 月委員会開催予定。 

 

 

●専門能力向上委員会 

九州・沖縄ブロック大会、全国大会に向けて、宮崎県社会福祉士会からも発表者を出す!! 

そのために訓練・養成が必要であり、今年度より「ソーシャルワーク実践研究会」を 9 月 14 日[土]開催予定で

企画中です。まずは実践研究に触れる機会を作り、新人からベテランまで共に学び合い気づきあう、そんな場を

共有していきたいと思います。しっかり企画・立案し皆さまにお知らせ致します。 

生活困窮者支援フォーラムは、例年通り開催予定としています。 

●実習指導者養成研修委員会 

今年度は養成研修の年となっております。10 月 19 日[土]～20 日[日]を予定しております。

あらためて HP 上でお知らせしていきます。社会福祉士の養成者の一人として活躍してみ

ませんか。地域共生社会を創造していくなかで「これからの社会福祉士」が担っていくこ

とを、実践を通して実習生に伝えてみませんか。 

●国家試験対策講座運営委員会 

今年度もスタートアップ講座・模擬試験を予定しております。今回のスタートアップ講座については従来とは趣

向を変え、試験対策や社会福祉士の資格取得に向けて、また資格取得後の働き方など、より内容を深めた講座を

考えています。会への入会を促し仲間作り・組織力の向上に繋がるよう委員会メンバー団結しています!! 

 

 

●ぱあとなあ宮崎運営委員会 

・ 2019 年 3 月 10 日にぱあとなあ総会、更新研修が行われました。総会では、ぱあとなあに関する諸規定の変更

点について説明を行い、更新研修の受講義務化や地域別定例会の実施等について周知しました。今後も現状に

合わせて、規定の変更を行っていく予定です。更新研修では、県長寿介護課の有村淳主査より「成年後見制度

利用促進に基づく市町村の取り組みについて」と題して、今後の認知症高齢者の増加に伴う中核機関の必要性、

各市町村の取り組み状況等についてご講演頂きました。次に、「後見等業務における意思決定支援について」と

題して、4 月から運用が開始する「本人情報シート」を含めて、大山由美子会員と武田真穂会員より講義して頂

きました。意思決定支援については、成年後見制度利用促進法の中でも重要な事項の１つとして取り上げられ

ていますので、今後も継続して研修等を開催していきたいと考えています。 

・ 今年度も、成年後見人等の人材を確保するため成年後見人材育成研修が開催されます。権利擁護や成年後見に

関する知識や制度活用の技術を学び、相談援助の業務に活用できるようにする自己研鑽の目的でも受講が可能

です。受講には基礎課程（基礎研修Ⅰ〜Ⅲ）修了が要件です。 

開催日 2019 年 7 月 13 日[土]・14 日[日]、11 月 2 日[土]・3 日[日] 

※2019 年度 名簿登録研修 2020 年 1 月 12 日[日] 

●虐待対応専門職チーム委員会 

①研修講師派遣（3/8・宮崎市）   ②高齢者虐待対応専門職チームＦＡＸ相談（3/11) 

③高齢者虐待対応専門職チーム派遣に伴う合同連絡会議（3/15・宮日会館) ④研修講師派遣（3/29・川南町） 

権利擁護部門 

実践部門 

専門能力向上部門 

ブロック活動部門 
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《田渕事務局長》・・全体総括 

《新名局員》・・定着支援センター事務長・事務局業務 

《濱田局員》・・定着支援センター相談員 

《山下局員》・・定着支援センター相談員 

《松元局員》・・定着支援センター相談員・家計相談支援員 

《下屋局員》・・家計相談支援員・事務局業務 

《矢内局員》・・基礎研修・会員管理業務 

《井上局員》・・ぱあとなあ関連業務 

《佐々木局員》・・経理関連業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

すべてのお問い合わせは 

一般社団法人 宮崎県社会福祉士会 事務局まで 

              宮崎市原町 2-22  宮崎県福祉総合センター 人材研修館 3階 

              電話 ０９８５－８６－６１１１ 

 2019 年 4 月～2019 年 6 月の行事・イベント 《抜粋》 
４月２７日（土） 業務執行役員会（午後） 宮崎県福祉総合センター介護研修室 

４月２７日（土） 基礎研修Ⅲ 宮崎市総合福祉保健センター 

５月１１日（土） 基礎研修Ⅱ 宮崎市総合福祉保健センター 

５月１２日（日） 基礎研修Ⅲ 宮崎市総合福祉保健センター 

５月１２日（日） ぱあとなあ定例会 宮崎市総合福祉保健センター 

５月１２日（日） 虐待対応専門職チーム委員会 宮崎市総合福祉保健センター 

５月１１日（土）～ 

５月１２日（日） 
都道府県ぱあとなあ連絡協議会 綿商会館（東京都） 

５月２５日（土） 第１回理事会/第１回部門会 宮崎県福祉総合センター中研修室 

６月０１日（土）～ 

６月０２日（日） 
日本社会福祉士会全国大会 茨城県 

６月０８日（土） ぱあとなあ定例会 宮崎市総合福祉保健センター 

６月１５日（土） 日本社会福祉士会総会 東京都 

６月１５日（土） 基礎研修Ⅱ 宮崎県福祉総合センター大研修室 

６月１６日（日） 基礎研修Ⅲ 宮崎県福祉総合センター大研修室 

６月２２日（土） 第 1回定時社員総会（午後） 未定(別途案内送付予定) 

★ぱあとなあ定例会は毎月１回開催しております。 

会場・日程等につきましてはホームページもご覧下さい。 

 

①年度替わりで転職・引越しをされ、住所・氏名・勤務先等の変更がありましたら、所定の様式【ＨＰの入

会案内メニュー内にある登録情報変更届出書】にて事務局までご提出ください。また、会費の口座変更等

も同様です。あらためて振替用紙を送らせて頂きます。ご協力よろしくお願い致します。 

②2019 年度社会福祉士会 年会費の引落しについて 

引落し予定日：5 月 27 日[月]・・・引落し口座及び残高の確認をお願い致します。 

③2019 年度ぱあとなあ宮崎 年会費の引落しについて 

引落し予定日：5 月 27 日[月]・・・社会福祉士会年会費と同日の引落しです。 

⇒引落しについての詳細は同封の案内をご覧下さい 

④事務局はゴールデンウィーク【2019年 4月 27日（土）～2019年 5 月 6日（日）】のお休みを頂きます。 

事務局より 

～事務局メンバー紹介～ よろしくお願いいたします。 

会員の皆様には、日頃から事務局運営

に関して多大なるご理解とご協力を賜

り、心より感謝申し上げます。 

新年度のスタートにあたり、事務局体

制に変更がありました。継続的な体制

整備に向けて局員一同努力して参りま

すので、会員の皆様の更なるご理解と

ご協力を重ねてお願いいたします。 


