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2019 年 6月 22日（土）2019 年度第 1回社員総会が開催され、出席者 96名・委任状 175名（会員総数 551名の

内 49％の参加率）により事業報告、決算、補正予算等の承認を得ました。ご出席いただきました皆様、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。 

総会前には、今年度の新入会員の歓迎を込めて、理事と共に会食懇談会を行いました。総会時点で 25 名の方が

新入会員となりました。 

その後、日本社会福祉士会副会長 中島康晴様より『ソーシャルアクションの現状と課題』というテーマで、基

調講演をいただきました。引き続き、新入会員紹介、日本社会福祉士会総会報告、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、前回同様、子育て世代を応援する託児所の開設も実施いたしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2019 年 7 月 6 日（土）出席者 116 名（事前申込者 124 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 2 回普及啓発セミナーを開催しました。今年 1 月の開催に続いて 2 回目の開催であり「安全・安心な地域づく

りを目指して」－再犯防止の取り組み－をテーマに行いました。 

冒頭、県福祉保健課よりご挨拶をいただき、定着支援センター及び保護観察所の活動報告の後、山口県立大学 

水籐昌彦先生の基調講演と続き、非常に内容の濃い、有意義なセミナーとなりました。開催にご協力頂いた方々に

感謝申し上げると共に、引き続きご支援とご協力をお願い致します。 

なお、次回は 2020 年 2 月 15 日（土）に第 3 回普及啓発セミナーを開催予定ですので、皆様のご参加をお待ち

しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. ９ 
2019.７月発行 そーわちゃんだより 

201８年度 事業報告・決算報告/2019年度補正予算議決されました！ 

日本社会福祉士会総会報告 基調講演（中島副会長） 新入会員紹介 

総会質疑の様子 監事監査報告 託児所の様子 

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！ 

 

県福祉保健課竹内様よりご挨拶 水籐昌彦先生からのご講話 講話にあった BPS モデル 
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『私たちが今からできることを多職種で考えよう』をテーマに 7 月 27 日（土）に、福祉総合センター人材研修

館 4 階大研修室にて、福祉専門職 5 団体合同研修が行われ、90 名の方が参加されました。 

基調説明では「災害時福祉支援体制整備事業」について、宮崎県福祉保健部福祉保健課竹内尚美様よりお話しを

頂きました。基調講演では｢被災地支援の経験から連携を考える～相互理解から始まるチームプレイとは～｣をテ

ーマに宮崎県歯科医師会の後藤 大先生にお話をいただき、引き続いて「福祉専門職が今からできる多職種連携」

をテーマにグループワークを行いました。研修後には懇親会を実施し、21 名の参加が有りました。第 2 回目とな

り、各団体との更なる連携体制の構築に向けて、実りある研修会となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

●宮崎県地域生活定着支援センターでは、5月 1日付で濱田 新職員が新たにセンター長に就任されました。 

今後とも皆様のご協力を宜しくお願いします。 

●県受託事業である相談支援従事者研修及びサービス管理責任者等研修（2018 年度で終了）及び宮崎県地域生活

定着促進事業、宮崎県生活困窮者家計相談支援事業については、平成 30年度（2018年度）の県への事業報告及

び収支報告が完了いたしました。今年度も継続する事業については、職員一丸となって引き続き適正な事業運営

を推進して参ります。 

 

 

●基礎研修Ⅰ・Ⅱの事前課題・修了レポート等はホームページに掲載しております。基礎研修Ⅲの事前課題・修了

レポート等は随時ホームページに掲載しますので、注意して確認してください。 

●台風等の基礎研修の実施可否はホームページに掲載するとともに、実施を中止する場合、担当者より直接受講者

へ連絡いたします。中止した場合、基礎研修は後日開講しますが、担当講師の都合等で受講生全員の予定と合わ

ない場合がありますので、ご了承の程お願いいたします。基礎研修Ⅱ・Ⅲ受講生は、他県受講制度がありますの

で、状況に応じてご活用いただくようお願いいたします。 

●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。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。 

●基礎研修Ⅰ受講希望者は日本社会福祉士会ホームページで 3 つの e-ラーニング視聴をして受講証明証を発行し

てください。（基礎研修Ⅰ「日本社会福祉士会のあゆみ」・「日本社会福祉士会の組織」・「生涯研修制度」の３つ） 

●スーパービション希望者は「社会福祉士が行うスーパービジョン」を視聴してください。また、スーパービジョ

ン終了時に報告する文章に追加があります（「スーパービジョン実施報告書」（様式第 5 号））。認定社会福祉士認

証・認定機構ホームページのスーパービションのところに掲載されていますので、後日担当者よりご連絡いたし

ます。 

２０１９年度福祉専門職５団体合同研修会のご報告！ 

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 

県福祉保健課竹内様からのご講話 ご講話いただいた後藤先生 グループワークの様子 災害支援グッズの展示 
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●今年度の活動予定 

現在の予定としまして、令和１年 8 月 30 日 西諸ブロック 研修会、令和１年 11 月 30 日 県北ブロック 研

修会の予定がございます。また今年度、ブロック活動では生涯研修委員会との連携を図りながら「倫理」「e-ラ

ーニング」の研修の開催を今後検討していきます。各ブロック長をはじめ多くの方々に運営に関しましてご尽力

をいただいております。今後とも皆様の各ブロック活動への参加・運営のご協力をよろしくお願いします。 

 

 

●司法と福祉委員会  司法ソーシャルワーク研修に向けて！ 

来年度以降の開催を目標に「司法ソーシャルワーク研修」の企画が開始しました。 

自ら法的援助を求めることが難しい高齢者・障がい者等について、福祉機関や法的機関との連携を図り支援して

いくための学びとなります。今回は認証研修としても開催できるよう、生涯研修部門と連携し企画しています！ 

●関係団体連携推進委員会  福祉専門職 5 団体合同研修、研修後懇親会を開催しました！ 

福祉専門職 5 団体合同研修開催のため、2 回の打ち合わせと講師打ち合わせを実施し 7 月 27 日に無事に開催す

ることができました。研修終了後は、懇親会も開催し 5 団体のネットワークを更に強くすることができました。

今回の研修は、歯科医師会より講師にきていただき、医療との連携も強化されたのではないかと感じています。  

今後は反省会も含め、来年度の企画につなげていきます！ 

●災害支援委員会  災害時福祉支援体制整備事業の受託をしました！ 

今年 6 月に県受託事業のひとつでもある災害時福祉支援体制整備事業の受託が決定しました。災害時における

関係団体とのネットワーク整備や災害派遣福祉チーム（DCAT）の設置を目指し現在委員会と県との打ち合わせ

を行っております。また、県社会福祉士会でも災害時の対応等整備も併せて計画していきます！ 

 

 

 

●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報告会」を 9 月 14 日[土]に開催致し

ます。そこで実践研究に触れる機会を作り、実践を言語化し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考えています。今回公募により 3 名の方の応募がありました。観覧・参加者は 9 月

6 日まで募集しています。ぜひ一緒に学びませんか？ 多くの会員さまの参加を心待ちにしています。 

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、10 月 19 日[土]～20 日[日]の開催です。現在、受講生を募集中で申し込み

は 8 月 15 日までとなっております。まだ受講されてない会員さん、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 

6 月 23 日（日）宮崎県福祉総合センターにて、スタートアップ講座を開催し 26 名の参

加がありました。今回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

鶴大輔氏の受験体験談と、またベテランの黒木幹雄氏から資格取得後の働き方などお話

し頂きました。講座については増田登賜隆氏を講師に迎え、自分のモチベーションの確

認、全体像、科目ごとの把握、学習計画の作成等、具体的な受験に向けての準備や対策

を教えて頂きました。来春、受講生の皆さまの明るいニュースと共に、社会福祉士会で、

一緒に『福祉の増進』に向けた活動ができることを期待したいと思います。 

また全国統一模擬試験については、今年は宮崎会場と延岡会場に日を分けて予定してお

り、宮崎会場 11 月 4 日（月・祝）延岡会場 10 月 27 日（日）となっております。申込

みは 8 月 26 日（月）までです。お近くに社会福祉士を目指す方がいらっしゃいました

らお声掛けをお願いします。 

 

 

 

●ぱあとなあ宮崎運営委員会 

令和元年度成年後見人材育成研修の前半が７月１３日（土）～１４日（日）に行われました。４１名が受講さ

れ、うち県内２５名、県外１６名でした。後半は１１月２日（土）～３日（日）に行われます。 

 

 

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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●虐待対応専門職チーム委員会 

今年度の活動①ケース派遣４件②FAX 相談７件③弁護士会との協議会（５月２１日協議会、７月２６日暑気

払い）④講師派遣予定（８月２６日宮崎市、９月２７日都城市） 

●権利擁護推進委員会 

チラシにて新メンバーを募集したところ、現段階で２２名と多数の加入申し込みがありました。新たなメンバ

ーを加え、８月２２日に児童虐待をテーマとして第１回目の勉強会を行う予定です。 

 

 

《木上 緑さん》・・定着支援センター相談員 

皆さんと一緒に『意識高い系』目指します！日々研鑽!! 

《石村 邦子さん》・・ぱあとなあ、災害支援担当 

早く慣れるように頑張ります。よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 8 月～2019 年 10 月の行事・イベント 《抜粋》 
８月０３日（土） 基礎研修Ⅲ 宮崎県福祉総合ｾﾝﾀｰｾﾐﾅｰﾙｰﾑⅢ 

８月０４日（日） 基礎研修Ⅱ 宮崎県福祉総合ｾﾝﾀｰｾﾐﾅｰﾙｰﾑⅢ 

８月１７日（土） ぱあとなあ定例会 宮崎市総合福祉保健ｾﾝﾀｰ視聴覚室 

８月１７日（土） 基礎研修Ⅱ 宮崎県福祉総合センター中研修室 

８月１８日（日） 基礎研修Ⅱ 宮崎県福祉総合センター中研修室 

８月２４日（土） 第２回理事会/第２回部門会 宮崎県福祉総合センター中研修室 

８月３１日（土） 基礎研修Ⅲ 宮崎県福祉総合センター中研修室 

９月０１日（日） 基礎研修Ⅲ 宮崎県福祉総合センター中研修室 

９月０７日（土）～ 

９月０８日（日） 
都道府県社会福祉士会会長会議 東京 

９月０８日（日） ぱあとなあ定例会 宮崎県福祉総合センター中研修室 

９月１４日（土） ソーシャルワーク実践報告会 宮崎県福祉総合センター大研修室 

９月２８日（土） 業務執行役員会（午前） 未定 

９月２８日（土）～ 

９月２９日（日） 
全国生涯研修委員会議 東京 

１０月１２日（土） 基礎研修Ⅱ 未定 

１０月１２日（土） ぱあとなあ定例会 宮崎市総合福祉保健センター研修室 

１０月１９日（土） 基礎研修Ⅰ 未定 

１０月１９日（土）～ 

１０月２０日（日） 
実習指導者講習会 宮崎県福祉総合センター中研修室 

１０月２６日（土）～ 

１０月２７日（日） 
九州・沖縄ブロック研修会 熊本学園大学 

１０月２７日（日） 社会福祉士統一模擬試験（延岡） 九州保健福祉大学 

★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そーわちゃんだよりと共に九州・沖縄ブロック研修会のバスツアー申し込み書を同封しました。皆様のご

応募をお待ちしております。 

②お盆休暇が参ります。事務局はカレンダー通りの出勤体制を確保し、通常通り業務を行います。 

事務局より 

～事務局メンバー紹介～ 

７月より新たなメンバーが２名入職 

しましたので、ご紹介いたします。 


