
２０１６年度事業報告 

公益社団法人福岡県社会福祉士会 

会 長  青栁 壮悟     

 

１．総 括 

 

2016年度は、第 1期中期経営計画（2016年度～2020年度）の初年度として、「幸せ」

があふれる社会の実現に向けて、各事業を推進した。中期経営計画の期間である 5 年間

の中で取り組むべき課題を見据えながら、初年度の課題に対して、計画的に取り組んだ。

以下、重点施策を中心に事業を総括する。 

 先ず、「公益事業の推進」については、県民向け出前講座を開設し、依頼内容に応じて

各委員会に所属する会員を講師として無料で派遣した。依頼数も増えてきており、県民

のニーズが高い事を感じた。今後も活動を続けることで福岡県民の福祉の向上に寄与し

ていきたい。また、福岡県社会福祉セミナー（仮称）の開催及び福岡県ソーシャルワー

ク三団体連携協議会と「ソーシャルワーカーデー」の普及に関して、検討を行った。今

後も検討を進めていきたい。 

 次に、「生涯研修制度の推進」については、生涯研修センターを中心に関係する委員会

が協力しながら研修を企画運営した。認定社会福祉士養成のために研修の認証を計画的

に進め、各分野の認証研修及びスーパービジョンを実施することで会員の資質の向上に

努めた。会員活動支援に関しては、各ブロックを中心に顔の見える関係づくりはできた

が、災害が発生した場合の会員相互の協力体制の構築までには至らなかった。熊本地震

の際には、日本社会福祉士会、九州各県の県士会と協力しながら、会員の派遣調整を行

った。今後は、県内で大規模災害が発生した場合の福祉避難所への支援及び会員相互の

協力体制の構築を進めていきたい。 

 「権利擁護事業の推進」においては、権利擁護センターぱあとなあ福岡の運営を適正

に行い、成年後見人の要請に応えられるよう人材を養成した。また、未成年後見人の要

請も今後増えることが予測され、勉強会を開催するなど受任体制について検討を進めた。

虐待対応については、福岡県弁護士会と協働で高齢者及び障がい者虐待に対して、チー

ム登録者を契約市町村へ派遣し助言を行った。 

 「社会福祉事業の推進」については、行政等委託事業を受託し、行政と連携し事業を

行った。本会の専門性を発揮した社会福祉事業の実施については、新たな事業の実施に

関して検討を行った。今後も本会が専門性を発揮することが期待される事業の実施につ

いて検討を進めていきたい。 

 最後に「法人統治（コーポレートガバナンス）の推進」については、委託事業及びぱ

あとなあ専従の社会福祉士を新たに配置し事務局体制の強化を図った。今後、部門制の

検討、それに伴う人員配置を進めて行きたい。 

以上、重点施策については理事会を中心に各委員会、各事業推進チーム、事務局が連

携して取り組んだ結果、概ね達成することができた。また、2017年度は中期経営計画の

2 年目として課題及び検討すべき事項について計画的に取り組み、福岡県民の福祉の向

上と質の高い社会福祉士の養成を行っていきたい。 



２．重点施策の成果 

事 業 計 画 実施状況 

１．公益事業の推進 

(1) 県民向け出前講座（無料研修講師派遣事業）の開設 
(2) 福岡県社会福祉セミナー（仮称）の開催に向けた検討 
(3)  福岡県ソーシャルワーク三団体連携協議会と「ソーシャル

ワーカーデー」の普及啓発 
 
２．生涯研修制度の推進 
 (1) 生涯研修センターを中心とした研修等の企画運営  
(2) 認定社会福祉士養成のための研修認証、スーパービジョン

実施 
(3) 会員活動支援と研究活動支援 

 
３．権利擁護事業の推進 

(1) 権利擁護センターぱあとなあ福岡の運営 
(2) 成年後見人等養成と支援体制の強化 
(3) 法人後見・未成年後見の体制整備  
(4) 虐待対応ソーシャルワークの展開  
(5) 司法ソーシャルワークの展開  

 
４．社会福祉事業の推進 
(1) 行政等委託事業の受託 
(2) 本会の専門性を発揮した社会福祉事業の実施 
(3) 新たな収益事業の可能性を探る研究事業の実施 
 

５．法人統治（コーポレート・ガバナンス）の推進 

(1) 会員参加の法人運営 
① ブロック活動の実施と顔の見える関係づくり  

(2) 法人事務局体制の強化 
① 部門制の検討   
② 人員配置の検討  

(3) 経営基盤の強化 
① 会計監査の実施  
② 定款変更及び公益認定の見直し検討 

 

(1)実施 
(2)継続実施中 
(3)継続実施中 
 
 
 
(1)継続実施中 
(2)継続実施中 
 
(3)継続実施中 
 
 

(1)継続実施中 
(2)継続実施中 
(3)継続実施中 
(4)継続実施中 
(5)継続実施中 
 
 
(1)実施 
(2)継続実施中 
(3)未実施 
 
 

(1) 
①継続実施中 

(2) 
①継続実施中 
②継続実施中 

(3) 
①実施 

 ②未実施 
 

 



２０１６年度事業の実施報告 

【公益目的事業】地域福祉の増進に寄与するための事業（公１） 
委員会名・事業チーム名：（ぱあとなあ福岡委員会）           担当理事名：長田 和宏  
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ぱあとなあ福岡活動実績 
 
 

・受任状況（2017年 3月末現在） 
新規受任件数 個人 165件 法人 4件 

・相談件数  68件 
・2017年 2月活動報告書実績（1月末現在） 
  受任件数   個人 828件  法人 25件 

名簿登録者数 242名  受任者 173名（受任率 71％） 
 

（１） 体制の整備 
 
 

 

①法人後見体制の整備 
・法人後見申し入れ（苦情）に対する回答（５月） 
・法人後見業務執行マニュアル作成（６月） 
・業務執行者連絡会開催 
日 時：2016年 7月 31日（日） 
場 所：博多事務所 
参加者：9名 

・個人後見への移行希望調査実施（２月） 
 
②成年後見制度利用支援事業推進対策ＰＪＴ設置 
・基礎調査の実施（７月） 
・調査結果分析 
日 時：2016年 10月 12日（水）19：00～20：45 
日 時：2016年 11月 16日（水）19：00～20：15 
日 時：2017年 01月 31日（水）19：00～20：30 

・調査報告書作成（２月） 
 
③業務監査委員会開催 

日 時：2016年 07月 04日（月）14：00～16：00 
日 時：2016年 12月 07日（水）14：00～15：50 
場 所：博多事務所 
 

④未成年後見受任体制導入準備ＷＧ 
・未成年後見勉強会実施 

日 時：2016年 12月 11日（日）13：00～16：00 
場 所：福岡県弁護士会館 
参加者：16名 

日 時：2017年 02月 04日（土）15：00～17：00 
場 所：博多事務所 
参加者：15名 
 

⑤苦情対応窓口の開設 
・法人後見申し入れ（苦情）に対する回答（５月） 
 

（２）運営基盤強化 ①事務局事業スタッフの配置 
・ぱあとなあ事務統括（事務局）配置（４月） 
 
②リスク管理部機能強化 
・活動報告書チェック実施 

2016年 10月 02日・15日・22日  768件 
2017年 03月 18日・20日・25日  850件 



※「問題点記入シート」 
・任意後見契約前報告実施検討 

第２回業務監査委員会（12月 7日）審議事項 
 
③名簿管理システム導入 
 ・ACCESSによる名簿管理試行 
 
④会員調整派遣手数料の適正化 
 ・派遣手数料の適正化と返還請求対応 
 
⑤運営委員・協力員の増強 
  運営委員 19名  協力員 8名 
 

（３）名簿登録者の養成 

 

①成年後見人養成研修（本会独自）開催 
日 時：2016年 09月 24日（土） 9：00～17：00 
２日目 2016年 09月 25日（日） 9：00～17：00 
３日目 2016年 10月 29日（土） 9：00～17：00 
４日目 2016年 10月 30日（日） 9：00～17：00 
５日目 2016年 11月 20日（日） 9：00～17：00 
場 所：クローバープラザ 
受講者：80名（福岡 54名  他県 26名） 
 

②基本実務研修開催 
日 時：2017年 01月 14日（土） 9：20～17：00 

2017年 01月 15日（日） 9：30～12：30 
場 所：クローバープラザ 
受講者：59名 
 

③新研修実施準備ＷＧ設置（８月） 
・ＷＧ会議開催 

日 時：2016年 08月 09日（火）19：00～21：00 
日 時：2016年 12月 19日（月）19：00～20：15 

・講師養成研修受講 
日 時：2016年 11月 26（土）～27日（日）（東京） 

・開催案内作成（３月） 
 

（４）名簿登録者支援 

 

 

①初任者支援 
・後見事務報告書事前チェック（就職時・１年目）  

初任者 27名 
 
②継続研修開催 
第１回 

日 時：2016年 07月 09日（土）13：30～16：30 
場 所：クローバープラザ 
講 義：「裁判所提出書類の書式と書き方」 
講 師：司法書士 安楽 美和 氏 
発 表：「後見活動の記録と管理帳票の実際」 
発表者：ぱあとなあ福岡委員 
受講者：65名 

第２回 
日 時：2016年 11月 27日（日）13：30～16：40 
場 所：クローバープラザ 
テーマ：「死後の事務について」 
講 師：司法書士 加藤 丈雄 氏 
受講者：64名 



 
第３回 

日 時：2016年 10月 09日（日）13：30～16：40 
場 所：クローバープラザ 
説 明：「民法の改正と今後の運用」 
報 告：「成年後見制度利用促進法と今後の社会 

福祉士会の取り組み」 
講 師：ぱあとなあ福岡事務統括 小幡 秀夫  
受講者：82名 

第４回 
日 時：2017年 02月 05日（日）13：30～16：40 
場 所：クローバープラザ 
テーマ：「成年後見人と生活保護」 
講 師：理事 長田 和宏  
受講者：67名 

 
③名簿登録者更新研修開催 

日 時：2017年 03月 11日（土）13：30～16：30 
場 所：クローバープラザ 
講 演：「利用促進法と社会福祉士の役割」 
講 師：あい権利擁護支援ネット理事 池田 惠利子 氏 
報 告：「2016年度活動報告・2017年度方針説明」 
報告者：ぱあとなあ福岡委員会委員長 岡田 正昭 
受講者：73名 

 

（５）相談・普及啓発活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

①相談員の配置 
・電話相談（事務局職員・事務統括対応） 
・来所相談（事務統括対応） 
 
②成年後見活用講座開催 
第１回 

日 時：2016年 08月 21日（日）09：30～17：00 
場 所：クローバープラザ 
講 義：「成年後見制度の概要」 
講 師：弁護士 篠木 潔 氏 
演 習：「申立ての講義と演習」 
講 師：ぱあとなあ福岡委員会委員 池田 将樹 
受講者：76名 

第２回 
日 時：2016年 12月 18日（日）09：30～17：00 
場 所：クローバープラザ 
受講者：59名 

 
③ぱあとなあ案内パンフレット作成 
・一般向けパンフレット作成 
 

（６）地域支援体制整備 

 

 

 

①名簿登録者交流会開催 
〈粕屋・宗像地区〉 

日 時：2016年 08月 27日（土）13：30～16：45 
場 所：東郷コミュニティセンター（唐津市） 
参加者：18名 

〈福岡・筑紫・糸島地区〉 
日 時：2016年 08月 28日（日）13：30～16：45 
場 所：ももちパレス（福岡市） 
参加者：14名 



 
〈筑後ブロック〉 

日 時：2016年 09月 03日（日）13：30～16：45 
場 所：サンコア（筑後市） 
参加者：15名 

〈北九州ブロック〉 
日 時：2016年 09月 10日（土）13：30～16：45 
場 所：ウェルとばた（北九州市） 
参加者：20名 

〈筑豊ブロック〉 
日 時：2016年 09月 17日（土）13：30～16：45 
場 所：直方市男女共同参画センター（直方市） 
参加者：8名 

・福岡２地区制導入（６月） 
○粕屋・宗像地区  ○福岡・筑紫・糸島地区 

 
②事例検討会等の開催 
・リーガルサポート合同事例検討会 

日 時：2016年 07月 19日（火）18：30～20：00 
日 時：2016年 11月 18日（火）18：30～20：00 
場 所：福岡県司法書士会館 

・福岡ブロック勉強会 
日 時：2016年 12月 9日（金）19：00～20：30 
日 時：2017年  2月 9日（木）19：00～20：30 
場 所：博多事務所 

・粕屋・宗像地区勉強会 
日 時：2017年 02月 15日（木）19：00～20：30 
場 所：東郷コミュニケーションセンター 

・北九州司法書士との勉強会 
日 時：2016年 08月 10日（水）19：00～20：00 
日 時：2016年 11月 04日（金）19：00～20：00 
日 時：2017年 03月 03日（金）19：00～20：00 
場 所：秘密基地（小倉北区） 

・北九州地区事例検討会（予定） 
日 時：2017年 03月 22日（水）19：00～21：00 
場 所：小倉南生涯学習センター 

・筑豊リーガル＆ぱあとなあ事例検討会 
日 時：2016年 05月 27日（金）19：00～20：30 
日 時：2016年 07月 29日（金）19：00～20：15 
日 時：2016年 11月 25日（金）19：00～20：15 
日 時：2017年 02月 24日（金）19：00～20：30 
場 所：直方中央公民館・飯塚立岩公民館 

・筑豊地区勉強会 
日 時：2016年 07月 25日（金）19：00～20：30 
日 時：2016年 09月 14日（水）15：00～17：00 
日 時：2016年 09月 17日（土）13：30～16：00 

 
③メンター（身近な相談役）制度の実施 
・メンターの配置 14名 
  北九州 2名 筑豊 3名 宗像 3名 福岡 3名 筑後 3名 
・メンター相談件数  27件 
 



（７）他機関・他部門との連携 ①家裁家事関係機関連絡協議会参加 
・大牟田地区成年後見事務連絡会  

日 時：2016年 07月 01日（金）16：00～17：00 
場 所：福岡家庭裁判所 大牟田支部 

②ぱあとなあ担当者会議参加 
・都道府県ぱあとなあ連絡協議会  

日 時：2016年 05月 21日（土）・22日（日） 
場 所：全理連ビル（東京） 

・九州・沖縄ブロックぱあとなあ連絡会議  
日 時：2016年 11月 20日（日）13：10～15：00 
場 所：長崎県総合福祉センター 

③他機関への委員・講師の派遣 
〈委員派遣〉 
・福岡市社協日常生活自立支援事業 契約締結審査会 

審査員：ぱあとなあ福岡委員会委員長 岡田 正昭 
・北九州市社協権利擁護・市民後見センター監視委員会 

委員：ぱあとなあ福岡委員会協力員 新開 政一 
・北九州市社協権利擁護・市民後見センター運用委員会 

委員：ぱあとなあ福岡委員会協力員 清水 博子 
・福岡県日常生活自立支援事業 契約締結審査会 

委員：ぱあとなあ福岡委員会委員長 岡田 正昭 
・筑後地区高齢者障害者支援連絡協議会  

委員：ぱあとなあ福岡委員会委員 池田 将樹 
 
〈講師派遣〉 
・福岡県市民後見推進研修会 （福岡県吉塚合同庁舎） 

講師：ぱあとなあ福岡事務統括 小幡 秀夫 
・成年後見制度研修 （糸島市健康福祉センターふれあい） 

講師：ぱあとなあ福岡委員会委員 池田 将樹 
・成年後見制度普及啓発講演会 （サンライフ久留米） 

講師：ぱあとなあ福岡名簿登録者 菊池 哲子 
 

総括 （2017年度に向けた課題等） 
重点課題である（１）体制の整備・強化、（２）研修体系の確立・拡充、（３）地域支援体制

の定着は、全般的に目標通りの実施ができたが、実施項目の①リスク管理機能強化、②更新研
修受講義務化、③名簿登録者交流会参加率、④メンターの配置活用については、引き続き検討
課題として次年度で取り組んで行く必要がある。 
 

成年後見制度利用促進「基本計画」の策定に伴い、専門職団体として地域の権利擁護システム
の構築に向けて取り組むとともに、以下の重点課題を実施していく。 
（１）体制の整備・強化  ①法人後見体制整備（個人後見移行） 

 ②リスク管理機能強化 
          ③未成年後見受任体制整備  

（２）研修体系の確立拡充 ①養成研修（新研修）開催 
 ②更新研修義務化策の検討 

（３）地域支援体制定着  ①交流会・事例検討会の充実 
 ②メンター再編検討 
 

 



委員会名・事業チーム名：（高齢者・障害者虐待対応事業推進チーム）   担当理事名：稲吉 江美 

２０１６年度事業計画 ２０１６年度事業報告 

福岡高齢者・障害者虐待対応チームの
活動を推進する 
 
 
 

チーム登録者（2017年 3月 31日現在） 
 福岡県弁護士会     44名 
 福岡県社会福祉士会   44名 

2016年度契約市町村等 
 福岡県、1広域連合、17市町 

個別ケース会議等への派遣    
 養護者による高齢者虐待       18件 
 養介護施設従事者等による高齢者虐待  9件 
 養護者による障害者虐待         9件 
 福祉施設従事者等による障害者虐待   0件 
 使用者による障害者虐待         0件 

研修会等への講師派遣 
 弁護士単独      5件 
 社福士単独      6件 
 弁護士・社福士ペア  6件 

運営管理委員会（12 回/年）を開催して派遣報告・報告
事例検討、必要な助言のフィードバックを行いチームの
質を担保した。 
 

虐待対応チーム登録者研修会の
開催 
 
 
 

チーム登録者研修会（第 1回） 
日 時：2016年 07月 02日（土）10:30～16:45 
場 所：弁護士会館 
内 容：チームマニュアルの活用、障害の特性、養護

者・福祉施設従事者等による虐待個別ケース
会議演習・講義 

受講者：50名 
 
チーム登録者研修会（第 2回） 
日 時：2016年 07月 09日（土）10:30～16:45 
場 所：弁護士会館 
内 容：介護保険概要、高齢者特性の理解、養介護施

設従事者等による虐待判断会議の演習・講義 
受講者：51名 

 
チーム登録者研修会（第 3回） 
 日 時：2017年 02月 11日（土）13:30～16:30 
 場 所：天神ビル 
 内 容：やむを得ない事由による措置、市長村長申立

て      
 受講者：36名 
 

日本社会福祉士会・障害者虐待
対応研修への受講者の推薦 
 

現場のための障害者虐待防止研修 
～行政対応者コース～ 
日 時：2016 年 10 月 29 日（土）～30 日（日） 
場 所：タイム 24 ビル（東京都江東区） 
内 容：標記研修を都道府県で実施することを 

想定した講師の養成。 
参加者：1 名 

 



 

総括 （2017年度に向けた課題等） 

 2014 年度は、会議・講師派遣計 29 件であったが、2015 年度は計 61 件と約 2 倍となり、2016

年度は 53 件であった。養護者による虐待個別ケース会議事例はやむ得ない事由による措置や立

入調査、市町村長申立など緊急的に市町村権限の活用が必要な事案も多く、行政としての手続

き・支援実施の際の具体的なリスクマネジメントなど、専門性の高い助言が求められている。 

施設従事者等の判断会議においては、施設の種別も多岐にわたり介護保険法・老人福祉法や指

導・処分時の根拠法令の理解、立入調査（準備・メンバーの役割・帳票の使用など）から虐待の

認定、改善指導の内容等に対してまで助言を必要とすることが多く、メンバーの専門性の向上が

喫緊の課題である。 
  
（１）チーム登録者研修内において、個別ケース会議での助言等の演習を行うなどチーム助言の

質を担保するための企画を検討する。 

（２）運営管理委員会において派遣チームより報告を受け、助言の振返りを行う。 

（３）事例によっては、派遣前に運営管理員会にて検討し、チームに事前助言を行う。 

（４）障がい者分野においては、施設従事者、使用者による虐待事案は０件であり通報・届出の
適切な対応ができているのか、今後は市町村向けの研修等も必要であろう。 

以上、課題解決のために取組みたい。 
 
弁護士会との連携を十分に取りながら、虐待対応の責務を担う市町村・従事者等の後方支援を

図り、当事者の権利回復、生活の安定に努めたい。 
 

 



委員会名・事業チーム名：（長期入院被保護者ＣＡ事業）         担当理事名：緒方 弘征 

２０１６年度事業計画 ２０１６年度事業報告 

福岡県長期入院被保護者ＣＡ事業 
の実施 
 
 
 
 
 
 
 

福岡県域 8か所（田川、粕屋、遠賀、鞍手、筑紫、京築、
北筑後及び南筑後）の保健福祉（環境）事務所保護課に、
コーディネート・アドバイザー（ＣＡ）を派遣して、当
該保護課のケースワーカーと連携のうえ、受け入れ条件
が整えば退院が可能な患者（被保護者）の退院・社会復
帰を支援した。 
2015年度より 4割減の 910日の契約日数であったが、156
名の対応件数のうち、「退院・社会復帰」が 76 名、対応
継続中が 59 名、支援中止が 21 名であった。対応件数の
42.3％が退院・社会復帰に結びついた。 
 

宮若市長期入院被保護者ＣＡ事業 
の実施 
 
 
 
 
 

宮若市役所保護課にコーディネート・アドバイザー（Ｃ
Ａ）1 名を派遣して、当該保護課ケースワーカーと連携
のうえ、受け入れ条件が整えば退院が可能な患者（被保
護者）の退院・社会復帰を支援した。 
3 名の対応件数のうち、退院・社会復帰は 1 名、対応継
続中は 2名であった。 

直方市長期入院被保護者ＣＡ事業 
の実施 
 
 
 
 
 

直方市役所保護課にコーディネート・アドバイザー（Ｃ
Ａ）1 名を派遣して、当該保護課ケースワーカーと連携
のうえ、受け入れ条件が整えば退院が可能な患者（被保
護者）の退院・社会復帰を支援した。 
23名の対応件数のうち、退院・社会復帰した者は 8名、
対応継続中の者は 7名、支援中止の者は 8名であった。 

定例ＣＡ会議の開催 
 
 
 
 

毎月 1 回、博多事務所にてＣＡ会議を開催し、ＣＡ相互
のピア・スーパーバイズを含め、退院・社会復帰支援の
現状と課題を協議、検討した。また、住まいの社会資源
情報の共有化を図り、本事業の推進に寄与した。本庁保
護・援護課の担当係長および担当者を招き、本事業の趣
旨・役割について意見交換を実施した。 
 

総括 （2017年度に向けた課題等） 

（１）本事業は、2007年にセーフティネット支援対策等事業費補助金の「生活保護精神障害者退

院促進事業」（国庫補助率 10／10）として開始されたが、平成 27年度からは国庫補助率が 

3／4に削減された。平成 29年度の県 CA事業は、退院後の支援業務が新たに加わり、契約日

数が 1,067 日の事業となる。退院・社会復帰支援に加え、退院後の「地域移行の定着支援」

「段階的な地域移行の支援」を実施していく。社会保障審議会障害者部会において「精神障

がい者にも対応した地域包括システムの構築」の成果目標として、精神病床における 1年以

上の長期入院患者数（2020年までに最大 3万 9千人減）や保健・医療・福祉関係者による協

議の場の設置などが示されている。長期入院患者の退院・社会復帰支援と退院・社会復帰者

の地域定着を進めていくために、コーディネート・アドバイザーは、担当ケースワーカーは

もとより、地域の保健・医療・福祉関係者との連携強化を図り、役割を遂行していく。 
 
（２）2017年度も、県との意思疎通を更に重視し、定期的な懇談・事業の進捗状況を報告してい

く。また、各福祉事務所に訪問し、担当課長との意見交換も実施する。 
 

 



     
委員会名・事業チーム名：（福岡市子どもの健全育成支援事業推進チーム） 担当理事名：菊澤眞一郎 

原田 剛    

２０１６年度事業計画 ２０１６年度事業報告 

相談支援員とのミーテイングおよび
スーパービジョンの実施 
 
 
 

福岡市子どもの健全育成支援事業定例会を毎月 1 回開催
（毎月第 2火曜日）同時に事例検討がされた。 
定期的に各区で、スーパーバイザーが訪問し、担当者が
事例検討資料を作成し、検討がされている。 

市とのカンファレンス、事業報
告 
 
 

毎月、定例会で、各区の担当者からの事業報告がされ、
市と共に問題点などについて、検討を行った。 
2016年は年間で 11回市との打ち合わせを実施した。 
 

関係者会議（市担当者、統括責
任者、事務局長、スーパーバイ
ザー、相談支援員）開催 
 

事務局は福岡市担当者とは年間 12 回関係者会議を行っ
た。 

効果測定実施 
 
 
 

年間の実績をまとめ、年間実績報告書を作成した。効果
測定は 
・保護者との継続的関係について進展した（164件） 
・子どもとの継続的関係について進展した（157件） 
など 12項目について年 3 回（4～7月・8～11月・12～3
月）行い、その集計を年間実績としている。 
 

総括 （2017年度に向けた課題等） 

2016年度は、生活困窮者支援の対象世帯の児童まで支援対象とすることになったが、市担当部

局からの要請と同意が進まず、実績は伸びていない。しかし、その後は生活保護から自立できた

世帯からの継続支援で関わりができるようになった。又、実績の増加でケースワーカーからの相

談が増加している。 

国や県、市などの奨学金制度の改善策が進んでいくと、関係機関との連携を強化して、児童へ

の支援が今まで以上に進んでいくと思われる。また、支援員の資質向上のための「研修体制」の

充実を図ることが課題であり、外部、内部研修の計画体制と予算支出について、事務局と協議を

行っていく。 
 

 



委員会名・事業チーム名：（久留米市子どもの健全育成支援事業推進チーム）  担当理事名：原田 剛 

２０１６年度事業計画 ２０１６年度事業報告 

当該事業の推進にかかわる体制整備 
 
 
 

関係機関・団体、当該事業の担当者等との情報共有を行
い、意見交換を通じて本事業の運営ならびに体制の整備
を図った。 
事業実施に伴う書類の書式等の改善を行った。 
 

定例会議および市とのカンファレンス
の実施 
 

定例の会議、およびカンファレンスを実施し、事業の取
り組み状況等を確認し、事業が円滑に実施できるように
協議検討を行った。 
 

年間実績報告の作成、事業の効果検証 年間の実績をまとめ、年間実績報告書を作成した。 
 

研修会の講師派遣 本会の地域社会多文化委員会が主催した研修に相談支援
員を講師として派遣し、事業の内容及び成果、実績等に
ついて講義を行った。 
 

総括 （2017年度に向けた課題等） 

2016年度も引き続き久留米市より本事業（子どもの健全育成支援事業）を受託した。 

支援対象世帯が増加してきており、関係機関との連携体制を強化している。今後も支援対象世帯 

が増加していく可能性があり、業務の実施体制を定例会やカンファレンスを通じて改善を図って 

いく必要がある。 

2017年度は、事業の実施体制を整備するため、関係機関等との連携を強化していく。 
 

 



委員会名・事業チーム名：（生活困窮者自立支援事業推進チーム）    担当理事名：多田 祐二 

２０１６年度事業計画 ２０１６年度事業報告 

2015 年度より宮若市から
の委託を受け、生活困窮者
自立支援法に定める生活
困窮者自立支援事業につ
いて、次の主任相談支援員
の業務を行う。 

 

【契約書第１条】 

①相談業務全般のマネジ
メント 

②他の支援員の指導育成 

③支援困難なケースへの
対応など高度な支援 

④社会資源の開拓、連携等 

⑤支援調整会議の開催及
び運営 

⑥住宅確保給付金に係る
受付業務 

 
 
 

1.相談実績 
平成 28年度 新規相談受付件数  41件 
平成 27年度からの継続支援件数  11件    

 合計支援件数  52件 
2.新規相談者の内訳 
 男性：24件   女性：17件        合計 41件 
 
3.相談、支援回数 

本人 関係者 

合計 
面談 電話 

面談 電話 

家族 関係者 家族 関係者 

274 189 33 301 26 347 1,170 

 
4.支援状況 

プラン作成件数 13 

就労支援プラン件数 11 

住居確保給付金支給決定数 1 

就労者数 11 

増収者数 1 

社協貸付決定数 3 

 
5.生活困窮者自立支援関係課と連携の内容 

保護人権課 事務局、生活保護に関すること 

建築都市課住宅管理 市営住宅 

税務収納課（収納対策） 滞納税、ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾌﾟﾗﾝﾅｰ相談 

子育て支援課 一人親世帯や子供の生活困窮の連携 

健康福祉課（高齢者福祉） 介護保険料滞納 

同上 （障害者福祉） 自立支援医療、障害者手帳、福祉サービ

ス受給者証の申請 

  同上 （地域包括）  同居の家族に関すること 

産業観光課 多重債務 

市民生活課 住民票等申請、国民健康保険,国民年金,

障害基礎年金に関すること           

総務課 無料弁護士相談に関すること 

教育委員会 子供の奨学金について 
 

総括 （2017年度に向けた課題等） 

事業開始2年目の今年度は「相談者の課題を明確にして、支援に繋げること」と「関係機関と
の連携」の2点に力を入れた。 

 生活困窮者の課題は心身の不調や家族の問題等も加わり、複合的且つ複雑化している。初回面
談時から全ての課題について話される方は多くはない。コミュニケーションが苦手な方は、他人
から意見されることに慣れておらず、支援を拒否される場合もあり、本音を話してもらうまでに
相当な時間を要する場合もある。結果を急がず、相談者の気持ちに寄り添った包括的･継続的な
支援が重要と考える。 

 今年度は他にも様々な関係機関との連絡調整を行い、チームでの支援を意識した。本事業は宮
若市直営であり、市役所内に相談室があるため、関係課部署との連携が取りやすかった。 
また、一旦支援終了した方からの再相談が4件あった。相談のみで終了している他のケースの

中にも、生活困窮状態が継続している可能性も考えられる。次年度には自宅訪問を含め、アウト
リーチの具体的な方法を検討したい。 
 



委員会名・事業チーム名：（ホームレス自立支援事業）         担当理事名：百枝 孝泰 

２０１６年度事業計画 ２０１６年度事業報告 

福岡市ホームレス巡回相談事業・アフ
ターケア事業の実施 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

巡回相談事業においては、福岡市内を 9 区分に分け、訪
問型のアウトリーチの手法を用いて巡回相談事業を実
施。福岡市総務部生活自立支援課・博多区保護３課の所
轄部局及び関係機関等と連携を図りながら路上生活者の
相談支援及び居宅設定等に付随する手続き等の支援を行
った。2016 年度は新規対応者 50 名含む延 1,673 名の支
援を行った。 
アフターケア事業においては、巡回相談支援から居宅設
定を行った方々並びに福岡市緊急一時宿泊事業及び就労
自立支援センター等からの退所者を対象に原則１年間を
目途に居宅生活のサポートを行った。 
2016 年度は新規対象者 63 名含む延べ 447 名への支援を
行った。 
※事務所開設 年中無休（12月 31日～1月 3日除く） 
 

ホームレスの実態に関する全国調査
（生活実態調査）の委託実施 
 

2016年 10月に実施。5年に 1度となる生活実態の調査。
これまでの巡回相談の対象者の中から事前に了解を得な
がら、調査項目に従い、生活実態の内容についてヒアリ
ングを実施した。 
 

ホームレスの実態に関する全国調査
（概数調査）の委託実施 
 
 

2017年 1月 17日(火)～19日(木)の 3日間に渡って実施。
当該事業相談員並びに社会福祉士会会員への協力を得て
福岡市一円を巡回による目視によって、ホームレス数の
調査を行った。主に「都市公園」「河川」「道路」「駅舎」
「その他の施設」等の区分ごとにそれぞれカウントした。 
 

関係機関主催会議への参加 
関係機関連携会議を開催 
 
 
 

定期的に開催される関係機関主催の定例会議に参加し、
当該事業の円滑な実施の増進を図った。 
① 収集管理課指導員・巡回相談員連絡会支援調整会議

(あおぞら)(毎月） 
② 就労自立支援センター会議（毎月） 
③ 抱撲館シェルター会議（毎月） 
④ 福岡県ホームレス自立支援推進協議会（3月） 
⑤ 関係機関連携会議（意見交換）（年 3回） 

 
定例会の開催 毎月第 3 水曜日、第 4 金曜日にアフター会議及び報告会

を開催した。当該事業の進捗状況及びケース検討を行い
ながら、事業の現状と課題を協議・検討した。 
またケース検討の中では当該事業に係る制度施策等の社
会資源の情報を共有し、事業の推進に寄与出来た。 
 

総括 （2017年度に向けた課題等） 
（１）福岡市からの事業実績への評価は高く、事業継続への期待は高い。今後も引き続き本会事

務局の協力を得ながら運営体制の強化・本会事業としての推進させていく。 

（２）2017年 8月にはホームレスの自立の支援等に関する特別支援措置法が期限到達のため失効
される予定であるため、現行の体制の見直し、生活困窮者自立支援法との関係を踏まえつつ、
今後の支援の方向性、あり方について検討をしていくことが求められている。 

（３）なお、上記課題については、関連委員会及び社会福祉士会本体においても、その効果検証
並びに今後の展望を見据えた検討をしていくことも重要な課題である。 



委員会名・事業チーム名：（事業運営推進会議）            担当理事名：百枝 孝泰 

２０１６年度事業計画 ２０１６年度事業報告 

事業運営体制の整備 
 
 

事務局を中心に事業運営に関する事業・業務統括、把
握の必要性についてのコンセンサスを図り、次年度の
委託事業等における仕様書・要綱には意見を反映。 
 

事業運営推進会議(仮称)要綱作成 
 

事業運営推進会議の要綱（案）の作成をしたものの、
運用にまでは至らず。 
 

各事業の課題整理と改善 
 
 

事業部推進会議の開催 
日 時：2016年 08月 10日（水） 
場 所：博多事務所 

各委託事業間での課題の共有及び課題の集約 
改正労働契約法による雇用管理について協議 
人事考課及び事業評価における課題の整理 
その他、人材育成等に関する課題の共有及び整理 
 

新規委託事業等の企画提案事務 
 

2016 年度には地域包括支援センターの企画応募につい
て企画提案が事務局よりあったが、事務局及び理事会
を中心に協議、検討を行った。 
 
本推進会議の場において企画提案事務を行うことが出
来ず、今後の運営における体制フローを見直すことと
した。 

総括 （2017年度に向けた課題等） 
（１）2016年度内に当該会議の開催については 1回の開催しか出来なかった。但し、委託事業等

の状況の集約及び取りまとめは事業ごとの性格の異なる面もあるため、一括しての議論は困
難であり、今後、本会として集約するという点、事業ごとに意見を集約する点など区分し整
理していく必要がある。 

 
（２）人事採用、活用等の問題に関しては、委託事業の担当者だけでは議論、協議も難しい面も

あるため、当該検討の場を活用しながら、本会としての議論の一部を当該推進会議の場で展
開できればと思われる。 

 

 



委員会名・事業チーム名：（第三者評価運営委員会）          担当理事名：菊澤 眞一郎         

２０１６年度事業計画 ２０１６年度事業報告 

福岡県福祉サービス第三者評価機関
としての第三者評価実施 
 
 
 

第三者評価の実施 
①次のとおり計 15件実施した。 

・社会的養護関係施設 12件 
内訳 児童養護施設 8件 

母子生活支援施設 4件 
・保育所 2件 
・養護老人ホーム 1件 

 ②評価決定委員会を計 10回開催し評価を確定した。 

③福岡県社協、全社協を通じ評価結果を公表した。 
 

評価調査機関としての基盤強化 

 
 
 
 

評価調査機関としての基盤強化 

①評価調査者の人材育成及び増員［外部研修］ 

・県社協評価調査者養成研修への受講者派遣 

（新規に 6名増員） 

・県社協評価調査者継続研修への受講者派遣 

（17名派遣） 

・県社協苦情受付担当者・苦情解決責任者研修へ
の受講者派遣（3名派遣） 

②評価調査者の人材育成［内部研修］ 

・評価調査者継続研修会の開催 
日 時：2017年 3月 19日(日)13:00～16:30 
場 所：クローバープラザ 
内 容：社会福祉法人制度改革について 

     利用者アンケートの意義・集計要領 
社会的養護の現状と評価の視点 
評価調査者決定要領 

受講者：25名 

③受審体制の基盤整備 

・第三者評価調査者決定要領作成 

・利用者アンケート集計手順書作成 

・第三者評価調査の流れ図作成 

④県内評価機関との連携 

・全社協評価調査者リーダー研修への派遣 

・県社協評価調査者継続研修への講師派遣 

（運営委員から 1名派遣） 

・県社協による調査機関連絡会議への参加 

（委員長、委員、事務局の 3名参加） 

 

総括 （2017年度に向けた課題等） 
2016年度は社会的養護施設について、第 2回クールの 2年目であり、受審は前年より増加した

（2件→12件）。2017年度も同様な傾向があり、申し込みの増加が見込まれる。 

調査員の応募制度を取り入れ、調査機会を公平にできるよう配慮した。又、決定委員会体制の
調整と評価方法や基準の設定など見直しを図った。 

2016 年度は秋頃から社会的養護施設からの申し込み増加を予想して、対応人員の整備を行っ
た。障害部門、保育所に対応できる人材確保を行った。 
評価調査者の継続研修について、調査員から開催回数の増加が要望されている。質の向上のた

め必要と考えられるので、予算措置と共に、運営委員会の検討課題と考えている。 
 



委員会名・事業チーム名：（実習指導者養成研究委員会）           担当理事名：伊藤 哲 

２０１６年度事業計画 ２０１６年度事業報告 

2016 年度社会福祉士実習指導者講習
会の開催 

日 時：2016年 09月 27日（火）10:00～18:00 
2016年 09月 28日（水）09:00～17:15  

場 所：クローバープラザ 
受講者：96名 

実習指導者フォローアップ研修会の
開催 

日 時：2016年 05月 14日（土）10:00～16:30 
場 所：クローバープラザ 
内 容：実習プログラミング（初級編）について 
受講者：38名 

日 時：2016年 12月 03日（土）10:00～16:30 
場 所：クローバープラザ 
内 容：実習スーパービジョン（中級編）について 
受講者：24名 

実習指導に関する調査、研究 
 

実習プログラミングシート、実習プログラム事例、実習
スーパービジョンの契約書例の作成について検討を行っ
た。 

 

実習指導に関する団体との協力・連携 実習プログラミング（初級編）において、シンポジスト
として養成校から、学生、教授に参加して頂いた。 
 

総括 （2017年度に向けた課題等） 
 実習指導者講習会については、当初会場の調整が上手くいかず、平日開催となった。その中で、
96 名の参加があり、アンケートの結果からも受講者から多くの好評を得た。2017 年度も昨年度
同様で平日の日程で実施する予定である。参加者については、100名の予定。 
 フォローアップ研修については、実習プログラミングと実習スーパービジョンの２種類の研修
会を実施した。 
 実習指導に関する調査・研究については、実習プログラミングシート、実習プログラム事例、
実習スーパービジョンの契約書例作成に向けて取り組んでいく事とする。 
 

 

 

委員会名・事業チーム名：（社会福祉実践研究支援委員会）        担当理事名：菊澤 眞一郎 

２０１６年度事業計画 ２０１６年度事業報告 

研究誌の発行 
 
 
 

2016年度は「福岡県社会福祉士会研究誌」第９号を発行
した。 
2016年度は委員会の新委員を募り合計 4名（理事含む）
となった。 
研究誌編集にあたり査読制度を取り入れるかについて、
検討した。結果として、外部の研究者（大学教員）に依
頼することを決めた。他県では、東京以外にはない取り
組みであり、2017年度も会員に募集する。 
但し論文が 5本以下の場合は、翌年と合作とする。 

研修会（研究方法・論文の書き方講習
会）の開催 
 

2016年度は開催を見送った。 

総括 （2017年度に向けた課題等） 
2017年度も引き続き、新委員のもとで、事務局と連携して、年数回の委員会開催と論文等の募

集内容検討を行っていく。募集後、件数が充足した場合は、査読者とのやり取り、印刷業者との
やりとり等が、主に事務局との間でされるので、支援体制を検討したい。 
 



委員会名・事業チーム名：（地域包括ケア推進委員会 ）          担当理事名：石橋 雅子 

２０１６年度事業計画 ２０１６年度事業報告 

地域包括支援センター社会福祉士実
務研修（認定社会福祉士認証研修）の
実施 

認定社会福祉士の取得に必要な１単

位として構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域包括支援センター社会福祉士実務研修① 
地域包括ケア推進基礎研修 
日 時：2016年 06月 11日（土）10:00～16:30 
場 所：クローバープラザ 
内 容：地域包括ケアとは 
    地域包括支援センターの基本的な業務 
受講者：53名 

地域包括支援センター社会福祉士実務研修② 
総合相談・権利擁護研修 
日 時：2016年 07月 30日（土）9:50～16:30 
場 所：クローバープラザ 
内 容：初回相談から支援計画作成までの各段階を体感

し、専門職としての役割やプロセスを共有する 
受講者：48名 

地域包括支援センター社会福祉士実務研修③ 
地域ケア会議実践研修 
日 時：2016年 11月 19日（土）10:00～16:45 
場 所：クローバープラザ 
内 容：地域包括支援ネットワーク構築と地域ケア会議 

の実際 
受講者：43名 

 
地域包括支援センターネットワーク実践力養成研修 
日 時：2016年 10月 01日（土）9:45～16:15 
    2016年 10月 02日（日）9:00～16:50 
    2017年 02月 25日（土）9:45～17:00 
場 所：クローバープラザ 
内 容：ネットワーク構築・活用のスキルを習得  

受講者：17名 

 

地域包括支援センター実践報告会の

企画・運営 

 

 

 

2016年度 地域包括支援センター実践報告会 

日 時：2017年 03月 25日（土）13:30～16:30 

場 所：クローバープラザ 

内 容：県内の地域包括支援センターからの、認知症をテ

ーマにした実践報告 

受講者：22名 

 

地域包括支援センター社会福祉士 

メンター制度 

5名の応募があり、全員を支援対象者とした。 

他委員会との連携 本委員会より 11 名が高齢者・障害者虐待対応チームに登録

し、契約市町村への派遣（講義を含む）や運営管理委員会に

参加している。 

 



 

総括 （2017年度に向けた課題等） 

実務研修は地域包括支援センターの基本的な内容から総合相談・地域ケア会議まで、地域包括支
援センターに従事する、又は連携する者が必要とする知識、スキルを教授する内容を提供している。
地域包括支援センターは社会福祉士としての専門性が求められる。職員の入れ替わりも多いことか
ら、2017年度も同様の研修を継続する。 

新たにネットワーク実践力養成研修を企画し、認証研修として開催した。センターに従事する中
堅以上の職員を対象とした研修で、内容は深く充実したものだが受講生が少なかった。広報の工夫
と経費の見直しを行ったうえで 2017年度も開催予定とする。 

実践報告会では他の機関の実践を聞くことでセンター従事者は自身の実践の振り返り、従事者以
外はセンターの活動を学ぶ機会になるため、受講者からの満足度が高い感想を得られている。委員
でテーマを検討しながら来年度も開催する。 

メンター制度は包括センターに従事する経験の浅く相談相手がいない社会福祉士に対して、委員
が相談相手になる活動を行っている。相談にのることのみならず、双方が社会福祉士として成長で
きる活動として今後も継続していきたい。 
 
 
 
 

委員会名・事業チーム名：（広報委員会）                 担当理事名： 伊藤 哲 

２０１６年度事業計画 ２０１６年度事業報告 

「ふくおか社会福祉士通信」の発行 

 

 

 

会の事業報告、研修会・講演会に関する情報提供などを年

10回発行。 

福祉にやさしい店、専門職へのインタビュー等、記事の企

画・実施を行った。 

 

ホームページの維持、管理 

 

 

前年度に続き、会員や県民に向けての研修会などの情報発信

を行った。 

県民向け講演会の実施 

 

 

 

日 時：2017年 02月 12日（日）14:00～16:00 

場 所：クローバープラザ 

テーマ：「み～んな福岡が大好きバイ！！～熱い、厚い、 

篤い！皆で取り組む『まち』づくり～」 

講 師：園田 愼也 氏（特別養護老人ホーム新多園） 

    立野 伸次 氏（福岡県警察本部交通部） 

受講者：30名 

ボランティア：ILPお茶の水医療福祉専門学校学生 5名 

 

総括 （2017年度に向けた課題等） 

 2016年度は、「ふくおか社会福祉士通信」の発行について大きな遅れはなかった。 
ホームページ管理についても同様であった。 
県民向け講演会については、「高齢者の方が安心して生活できるまちづくり」を考え、高齢者を取

り巻く事件や事故について、福岡県警をお呼びして講演会を行った。また、チラシなど広報・宣伝
に予算をかけ、福岡県や福岡市、その他近隣市町村、新聞社や他団体等へ当会の活動の周知活動に
取り組んだ。 

リーフレット制作については、2016年度かけて委員会で検討し、たたき台を作成した。 
2017 年度については、県民向けのリーフレット制作をおこなう。また、県民向け講演会について

は、社会福祉士の活動を広めていくため、実施予定である。 
 



 

委員会名・事業チーム名：（広報委員会／県民向け出前講座プロジェクト） 担当理事名： 伊藤 哲  

２０１６年度事業計画 ２０１６年度事業報告 

県民向け出前講座の実施 

 

 

 

第 1回 

申込者：福岡県社会事業団 和白青松園 

日 時：2016年 12月 19日（月）10：00～12：15 

場 所：和白青松園  

テーマ：「気になる子どもとの付き合い方 

～発達障害について～」 

講 師：大西 良 氏 

受講者：30名 

 

第 2回 

申込者：福岡県立築城特別支援学校 PTA 

日 時：2017年 2月 8日（水）10：00～11:30 

場 所：築城特別支援学校  

テーマ：「どうする？私がいなくなった後 

～親亡き後の暮らしについて」 

講 師：中田 大輔 氏  

受講者：38名 

 

第 3回 

申込者：NPO法人福岡県マンション管理組合連合会 

日 時：2017年 2月 25日（土）13：10～14：40 

場 所：ウェルとばた  

テーマ：「家族が病気になった時」 

講 師：西村 ますみ 氏 

受講者：30名 

 

総括 （2017年度に向けた課題等） 

 2016年度、新たな公益事業として『県民向け出前講座』を開講した。広報誌やホームページを
通して告知を行い、2016年度は、3回の出前講座を実施した。 

2017年度についても、すでに申し込みがあっており、県民へ向けて継続的に社会福祉に関する
情報発信を行うとともに、福岡県社会福祉士会の周知を図ることとする。 
 

 

 



委員会名・事業チーム名：（ユース委員会）                担当理事名：原口 崇 

２０１６年度事業計画 ２０１６年度事業報告 

施設見学研修の開催 

 

施設見学研修（医療分野）地域包括ケア病棟 
日 時：2016年 11月 26日（土）14:00～16:00 
場 所：姫野病院（広川市） 
内 容：施設内見学、概要説明、地域包括ケア病棟、

社会福祉士の職務内容について 
参加者：12名 
 

施設見学ツアーの開催 

 

施設見学ツアー（高齢分野）地域共生ステーション 

日 時：2017年 01月 19日（木） 

①10:30～11:30 ②14:00～15:00 

施 設：①宅老所かがみ（佐賀県唐津市） 

    ②宅老所ふくふくの里（佐賀県伊万里市） 

 内 容：施設内見学、概要説明、地域支援、 

地域共生ステーションについて 

参加者：9名 

 

座学 

 

障害を受容するってどういうこと？（障害分野） 

日 時：2017年 03月 19日（日）14:30～16:30 

場 所：博多事務所 

内 容：障害受容について 

受講者：11名 

 

レクリエーション 

 

レクリエーション（福岡県社会福祉士会交流会 in愛媛） 

日 時：2016年 07月 03日（金）19:00～21:00 

会 場：郷土料理五志喜（愛媛県） 

 内 容：会員、非会員の交流について 

参加者：2名 

 

レクリエーション（春の交流会） 

日 時：2017年 03月 25日（土）19:00～21:00 

会 場：博多イタリアン＆チーズバル barbar（博多区） 

 内 容：会員・非会員の交流について 

参加者：14名 

 

総括 （2017年度に向けた課題等） 

（１）事業計画通り、施設見学や座学など非会員・学生が参加しやすい研修として、企画実施は
できたと思える。 

 
（２）入会啓発として、社会福祉士養成校学生へ社会福祉士会の魅力や社会福祉現場の理解につ

いて発信できるよう非会員・学生が興味を持つ研修を企画し、入会率につなげていきたい。 
 
（３）2017年度も研修会を医療、高齢、障害、児童、司法と各分野より企画を図り、レクリエー

ションなど参加しやすい企画を通して、社会福祉士会間のネットワーク構築を目指して取り
組んでいきたい。 

 
 



委員会名・事業チーム名：（生涯研修センター協議会）          担当理事名：多田 祐二 

２０１６年度事業計画 ２０１６年度事業報告 

日本社会福祉士会と連携しながら生
涯研修制度と認定社会福祉士制度の
広報啓発に努める。また、会員個人へ
の生涯研修制度に関する相談対応の
体制を確保する 

2016年度認定社会福祉士オリエンテーション 
日 時：2016年 03月 05日（日）10:00～12:00 
場 所：クローバープラザ 
受講者：72名 

 
毎月発行の通信に生涯研修センター情報を掲載 
本会ホームページに生涯研修制度認定社会福祉士に関す
る情報を更新 

基礎課程・専門課程研修事業の進捗管
理及び達成状況の把握と評価を実施
し、各委員会へフィードバックする。 
 
 

生涯研修センター協議会の開催 
第 1回生涯研修センター協議会 
日 時：2016年 06月 13日（月）19:00～20:40 
議 題 
・2016～2017年度認証研修実施計画について 
・各委員会の活動状況について 
・主任介護支援専門員更新研修に係る本会の対応 
について 

第 2回生涯研修センター協議会 
日 時：2016年 12月 13日（火）19:00～21:00 
議 題 
・各委員会の活動状況について 
・認証研修の広報について 
・2017年度の研修計画について 

認定社会福祉士制度の研修認証申請
を行い、会員の認定社会福祉士認証研
修受講の機会を確保する 

2016年度実施認証研修 
①2014年 02月 02日認証 
 地域包括ケア推進基礎研修／地域包括支援センター総
合相談・権利擁護研修／地域包括ケア会議実践研修 
（分野専門／高齢分野／ソーシャルワーク機能別 
科目群）1単位 

2016年 06月 11日（土）10：00～16：30 
2016年 07月 30日（土）10：00～16：30 
2016年 11月 19日（土）10：00～16：45 

②2014年 02月 02日認証 
 児童家庭福祉論 

（分野専門／児童・家庭分野／理論・アプローチ別 
科目群）1単位 

2016年 09月 13日（土）10：00～18：00 
2016年 19月 04日（日）10：00～17：00 

③2014年 02月 02日認証 
医療ソーシャルワーク論（理論編） 
（分野専門／医療分野／理論・アプローチ別科目群） 
1単位 

2016年 09月 18日（日）10：00～16：00 
2016年 09月 19日（月）10：00～16：00 
2016年 11月 06日（日）10：00～16：00 

④2014年 02月 02日認証 
医療ソーシャルワーク論（地域生活支援） 
（分野専門／医療分野／ソーシャルワーク機能別科目
群）1単位 

2016年 09月 17日（土）10：00～16：00 
2016年 10月 08日（土）10：00～16：00 
2016年 10月 09日（日）10：00～16：00 



⑤2014年 07月 27日認証 
 在宅障害者支援（身体・知的・精神） 
 （分野専門／障害分野／対象者別科目群）1単位 
 2017年 01月 14日（土）19：30～18：00 
 2017年 01月 15日（日）19：30～18：00 
⑥2014年 09月 20日認証 
高齢者地域支援研修 
（分野専門／高齢者分野／対象者別科目群）1単位 
2016年 07月 09日（土）10：00～16：00 
2016年 08月 20日（土）10：00～16：00 
2016年 10月 29日（土）10：00～16：00 

⑦2014年 09月 20日認証 
成年後見人養成研修 
（分野専門／高齢分野／ソーシャルワーク機能別 
科目群）2単位 

2016年 09月 24日（土）09：00～17：00 
2016年 09月 25日（日）09：00～17：00 
2016年 10月 29日（土）09：00～17：00 
2016年 10月 30日（日）09：00～17：00 
2016年 11月 20日（日）09：00～17：00 

⑧2015年 03月 22日認証 
 老年心理学～臨床現場の振り返りを踏まえて～ 
 （分野専門／高齢分野／理論・アプローチ別科目群） 
 2017年 01月 21日（土）10：00～16：00 
 2017年 02月 18日（土）10：00～16：00 
 2017年 03月 04日（土）10：00～16：00 
⑨2015年 03月 22日認証 
医療ソーシャルワーク論（脳血管疾患患者支援編） 
（分野専門／医療分野／対象者別科目群）1単位 
2016年 12月 18日（日）10：00～16：00 
2017年 01月 08日（日）10：00～16：00 
2017年 02月 12日（日）10：00～16：00 

⑩地域包括支援センターネットワーク実践力養成研修 
（分野専門/高齢分野/ソーシャルワーク機能別 
科目群）1単位 

2016年 10月 01日（土）09：45～16：15 
2016年 10月 02日（日）09：00～16：50 
2017年 02月 25日（土）09：45～17：00 

総括 （2017年度に向けた課題等） 
（１）今年度は認証研修の 3年 1クールの最終年度であり、ほとんどの認証研修で完成年度とな

った。2017年度はこれまで行ってきた認証研修内容を継続や見直し等精査し、新たな認証研
修申請を計画的に行っていく。 

（２）SV事業については 2年目となり、合計 17名のバイジーの調整を行った。内訳は基礎研修
Ⅲ修了者 45名に案内し、9名の申込があり契約した。また継続（2年目）として 8名のバイ
ジーが契約を行った。2017 年度は 36 名の基礎研修Ⅲ修了者が出る見込みであることから、
2016年度バイザー候補者 3名を SV養成研修に派遣し増員を図った。 

（３）会員個人への生涯研修制度の相談会を「認定社会福祉士オリエンテーション」として実施
した。非会員の参加も多く、この周知啓発によって会への入会や新生涯研修制度の基礎研修
への参加が見込まれる。 

（４）研修を企画運営する、高齢者、障害者、医療、児童家庭、地域社会・多文化、ぱあとなあ
の各委員会とも情報交換、共有を行い認証研修申請における手順を確認し、各委員会で企画
した認証研修を本協議会で精査し、認証申請するという形を作った。これにより計画的かつ
組織的に認証申請を行っていくことが期待できる。 



委員会名・事業チーム名：（基礎研修委員会）              担当理事名：多田 祐二 

２０１６年度事業計画 ２０１６年度事業報告 

基礎研修Ⅰの開催 

【目的】 

・専門職が職能団体を持つ意義を知る 

・日本社会福祉士会・都道府県社会福
祉士会の組織と役割を知る 

・生涯研修制度を知る 

・社会福祉士共通基盤を知る 

・実践現場における社会福祉士の専門
性を踏まえた役割を知る 

・実践を踏まえて社会福祉士が倫理綱
領や行動規範を持つ意味を知る 

 

 

【集合研修Ⅰ】 2回開催 
事前課題「社会福祉士の役割を考える」 

日 時：2016年 08月 28日（日）09:30～17:00 
場 所：クローバープラザ 
受講者：86名 

 
【中間課題研修】1回開催 

中間課題「所属先の社会福祉士の実践を知る」「所属
先以外の社会福祉士の実践を知る」「倫理綱領・行動
規範の理解」「社会福祉士共通基盤の理解」 

日 時：2016年 10月 30日（日）09:30～17:00 
場 所：クローバープラザ 
受講者：81名 

 
【集合研修Ⅱ】2回開催 
日 時：2017年 02月 05日（日）09:30～17:00 
場 所：クローバープラザ 
受講者：76名 

 
【基礎研修Ⅰ受講者 93名  修了者 75名】 

基礎研修Ⅱの開催 

【目的】 

・社会福祉士の倫理綱領や行動規範を
踏まえた実践の理解ができる 

・社会福祉士共通基盤について理解を
深め、実践との関係を知る 

・社会福祉援助の展開過程を知り、そ
れを踏まえた実践ができる 

・実践力を高めるための基礎的な援助
技術を身につける 

・スーパービジョンについて学ぶ 

 

【第 1回集合研修】 
日 時：2016年 04月 24日（日）09:30～17:00 
場 所：クローバープラザ 
内 容：ソーシャルワーク理論系科目Ⅰ 

（相談援助の視座と展開過程・実践のための
アプローチ） 

【第 2回集合研修】 
日 時：2016年 05月 15日（日）09:30～13:00 
場 所：クローバープラザ 
内 容：ソーシャルワーク理論系科目Ⅰ 

（自立生活支援とコミュニティソーシャルワ
ーク） 

事前課題（実践事例演習） 
【第 3回集合研修】 
日 時：2016年 05月 29日（日）09:30～17:00 
場 所：いきいき情報センター 
内 容：ソーシャルワーク理論系科目Ⅰ 

（実践事例演習） 

事後課題（実践事例演習） 

事前課題（スーパービジョン） 

【第 4回集合研修】 
日 時：2016年 06月 12日（日）09:30～17:00 
場 所：クローバープラザ 
内 容：人材育成系科目 

（スーパービジョンとは・スーパ―ビジョン
モデルセッションを見る・スーパーバイジ
ー体験） 

事前課題（社会資源の理解と社会資源の開発） 
 



【第 5回集合研修】 
日 時：2016年 07月 10日（日）09:30～17:00 
場 所：クローバープラザ 
内 容：地域開発政策系科目Ⅰ 

（社会資源の理解と社会資源開発・連携シス
テムの在り方とネットワーク構築 

事前課題（地域における福祉政策と福祉計画・社会福祉
調査の方法と実際） 

【第 6回集合研修】 
日 時：2016年 07月 24日（日）09:30～17:00 
場 所：クローバープラザ 
内 容：地域開発政策系科目Ⅰ 

（地域における福祉政策と福祉計画・社会調
査の方法と実際） 

事後課題（社会福祉調査の方法と実際） 

【第 7回集合研修】 
日 時：2016年 08月 21日（日）09:30～17:00 
場 所：クローバープラザ 
内 容：権利擁護法学系科目Ⅰ 

（社会福祉における法・ソ―シャルワークと
権利擁護の視点） 

【第 8回集合研修】 
日 時：2016年 09月 11日（日）09:30～17:00 
場 所：クローバープラザ 
内 容：権利擁護法学系科目Ⅰ 

（社会福祉における法・ソーシャルワークと
権利擁護の視点） 

事前課題（実践評価実践研究系科目） 

【第 9回集合研修】 
日 時：2016年 10月 23日（日）09:30～17:00 
場 所：大野城まどかぴあ 
内 容：実践評価実践研究系科目Ⅰ 

（実践研究の意義と方法・実践研究のための
記録） 

【第 10回集合研修】 
日 時：2016年 11月 13日（日）09:30～13:00 
場 所：クローバープラザ 
内 容：実践評価実践研究系科目Ⅰ 

（実践評価の方法） 

事前課題（実践評価実践研究系科目） 

【第 11回集合研修】 
日 時：2016年 12月 04日（日）09:30～17:00 
場 所：クローバープラザ 
内 容：実践評価実践研究系科目 

（実践研究発表の方法） 

事後課題（実践研究発表の方法） 
 
【基礎研修Ⅱ受講者 37名 修了者 28名】  



基礎研修Ⅲの開催 

【目的】 

・社会福祉士としての権利擁護実践
の基礎を理解する 

 ・ソーシャルワークの理論をふまえ
た援助システムを理解する 

 ・地域福祉システムと実践の関係を
理解する 

 ・事例研究の基礎を理解する 

 ・スーパービジョンを体験する 

 

 

 
 
 
 

【第 1回集合研修】 
日 時：2016年 05月 15日（日）09:30～17:00 
場 所：クローバープラザ 
内 容：実践評価・実践研修系科目 

（対人援助と事例研究、事例研究の基本枠組、事
例研究の方法としてのケースカンファレンス） 

事前課題「ソーシャルワーク理論系科目」 
中間課題「実践評価・実践研修系科目」 

【第 2回集合研修】 
日 時：2016年 06月 12日（日）09:30～16:00 
場 所：大野城まどかぴあ 
内 容：実践評価・実践研修系科目 

（事例研究のための事例研究のまとめ方） 
ソーシャルワーク理論系科目 
（実践事例演習Ⅱ） 

事前課題（権利擁護・法学系科目） 

【第 3回集合研修】 
日 時：2016年 07月 10日（日）09:30～15:20 
場 所：クローバープラザ 
内 容：実践評価・実践研修系科目 

（模擬事例検討会） 

科目修了レポート（実践評価・理論系科目） 
事前課題（地域開発・政策系科目） 

【第 4回集合研修】 
日 時：2016年 08月 21日（日）09:30～17:00 
場 所：クローバープラザ 
内 容：権利擁護・法学系科目（意思決定の支援） 

科目修了レポート（権利擁護・法学系科目） 

【第 5回集合研修】 
日 時：2016年 09月 11日（日）09:30～16:00 
場 所：クローバープラザ 
内 容：地域開発政策系科目 

（地域における福祉活動の実際） 

事前課題（サービス管理・経営系科目） 

【第 6回集合研修】 
日 時：2016年 10月 02日（日）09:30～17:00 
場 所：クローバープラザ 
内 容：サービス管理・経営系科目 

（社会福祉の組織と組織マネジメントの意
義、情報共有・継続の仕組み、サービス評
価） 

【第 7回集合研修】 
日 時：2016年 10月 23日（日）09:30～13:00 
場 所：いきいき情報センター 
内 容：サービス管理・経営系科目（リスクマネジメ

ント、苦情解決システム） 

中間課題（地域開発・政策系科目） 



【第 8回集合研修】 
日 時：2016年 11月 13日（日）09:30～16:00 
場 所：クローバープラザ 
内 容：サービス管理・経営系科目（事例検討） 

科目修了レポート（サービス管理・経営系科目） 
 
【第 9回集合研修】 
日 時：2016年 12月 04日（日）09:30～17:00 
場 所：クローバープラザ 
内 容：地域開発・政策系科目（地域における福祉活

動の実際 2） 

科目修了レポート（地域開発・政策系科目） 

【第 10回集合研修】 
日 時：2017年 01月 15日（日）09:30～13:30 
場 所：クローバープラザ 
内 容：人材育成系科目（SVのモデルセッション） 

事前課題（人材育成系科目） 

【第 11回集合研修】 
日 時：2017年 02月 19日（日）09:30～16:30 
場 所：ももちパレス 
内 容：人材育成系科目（新人教育プログラム） 

科目修了レポート（人材育成系科目） 

【基礎研修Ⅲ受講者 40名 修了者 36名】 
全国生涯研修委員会議出席 
 
 
 

日 時：2016年 09月 24日（土）～25日（日） 
場 所：全理連ビル 9階 会議室 
内 容：各都道府県社会福祉士会の基礎研修実施状況 
    スーパービジョンについて（事例発表） 
    e-ラーニングについて 
参加者：多田 祐二、神 広宣 

基礎研修における学生ボランティア
活用事業 

 

 

継続実施 
11日間の研修参加と実施後のヒアリング実施 

 ・福岡教育大学  2名（4年生） 
 ・西南学院大学  2名（3年生） 

総括 （2017年度に向けた課題等） 
2016年度も、基礎研修Ⅰ・Ⅱ・Ⅲすべての研修を実施することができた。 
（１）基礎研修Ⅰについて、新入会会員や未受講者向けの広報啓発に力を入れ、93名の受講申込

があり、75名が修了することが出来た。この受講者が基礎研修Ⅱ・Ⅲへとステップアップし
ていくことから、2017年度は広報活動に力を入れて受講者の確保に努めていく。 

（２）基礎研修Ⅱについて、37 名の受講申込みに対して 28 名が修了した。DVD 視聴研修が廃止
となり、すべての日程について講師を立てて実施した。DVD 活用に比べて経費は大幅増とな
ってしまったが、受講生の満足度は上がり、内容も充実された。学生ボランティア 2名も全
日程で研修に参加し、国家試験合格に繋がった。引き続き内容の充実を図っていく。 

（３）基礎研修Ⅲについて、40 名の受講申込みに対して 36 名が修了した。研修内容もさること
ながら受講生同士のネットワークが広がり、認定社会福祉士取得を目指すという次のステッ
プへの動機づけとなった。学生ボランティア 2 名は、3 年生ながら研修のグループワークに
も参加し、「大学の講義演習では学べない貴重な体験が出来た」という感想を述べており、
国家試験受験の動機づけになった。2017 年度は受講生の減少（基礎研修Ⅱの修了者が 29 名
であったため）が懸念されるが、内容充実を図り受講生の満足度を上げていくように努める。 

 



委員会名・事業チーム名：（児童・家庭委員会）               担当理事名：原田 剛         

２０１６年度事業計画 ２０１６年度事業報告 

認定社会福祉士認証研修 
児童家庭福祉論 
（理論・アプローチ科目群） 
 
 
 

日 時：2016年 09月 03日（土）09：00～18：00 
     2016年 09月 04日（日）09：00～17：00 
場 所：クローバープラザ 
内 容：児童福祉における理論とアプローチ 

     ファミリーマップを活用した家族支援の実際 
     触法少年の支援・障害のある児童への支援 
     児童虐待事例について（演習） 
     支援の実際とチームアプローチ（演習） 
受講者：30名 

 

児童家庭委員会企画研修（２回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童・家庭委員会企画研修（第１回） 
日 時：2016年 08月 27日（土）09：30～12：00 
場 所：博多事務所 
内 容：貧困のなかで生きる子どもを支えるソーシャ

ルワーク 
受講者：13名 
 

児童・家庭委員会企画研修（第２回） 
日 時：2016年 10月 29日（土）09：30～12：00 
場 所：博多事務所 
内 容：今の子どもたちと学校でのソーシャルワーク 
受講者：11名 
 

総括 （2017年度に向けた課題等） 
（１）認定社会福祉士認証研修は３年目の実施となり、参加者を県外から広く募るため昨年度ま

では３日間で実施していたが今年度は２日間で実施した。参加者は 30 名の定員に達し、県
外からの参加者は 14名であった。認証研修の受講者は年々増加してきている。 

    認証研修については今後も、職能団体として専門性の担保のために、認定社会福祉士の資
格取得支援として実施していく。 
児童家庭委員会企画の独自研修については、前年度の会員からのアンケート結果を参考に、 

子どもの貧困に関する内容とスクールソーシャルワークに関する内容をテーマとして２回実
施した。 

 
（２）2017年度においては、児童福祉の分野で従事している社会福祉士のスキル向上を目的とし

た研修を企画し、児童分野における認定社会福祉士認証研修の企画、運営等を継続していく。 
 
 



委員会名・事業チーム名：（障害者委員会）                 担当理事名：原田 剛         

２０１６年度事業計画 ２０１６年度事業報告 

認定社会福祉士認証研修 
障害分野：在宅障害者支援 
（身体障害・精神障害・知的障害） 
 
 
 

日 時：2017年 01月 14日（土）09：30～18：00 
     2017年 01月 15日（日）09：30～18：00 
場 所：博多事務所 
内 容：①身体障害の分類・原因疾患・疾病について 
     在宅支援における留意点 
     制度、サービスの利用について（演習） 

     ②精神障害の分類・原因疾患・疾病について 
      在宅支援における留意点 
      制度、サービスの利用について（演習） 
     ③知的障害の分類・原因疾患・疾病について 
      在宅支援における留意点 
      制度、サービスの利用について（演習） 
受講者：20名 

 

障害支援区分認定審査会委員研修 

（2回実施） 

 

 

 

 

 

障害支援区分認定審査会委員研修 

日 時：2016年 08月 07日（日）14：00～16：00 

場 所：クローバープラザ 

内 容：本会が定める審査会委員推薦基準について 

     審査会委員研修 

受講者：60名 

 

日 時：2016年 08月 28日（日）14：00～16：00 

場 所：クローバープラザ 

内 容：本会が定める審査会委員推薦基準について 

     審査会委員研修 

受講者：74名 

 

障害支援区分認定審査会委員推薦 障害支援区分審査会委員希望登録票に基づき、各自治体

に滞りなく委員を推薦することができた。 

 

障害者委員会企画研修 

繋がりたい社会福祉士の輪 

日 時：2016年 12月 03日（土）16：00～17：30 

場 所：博多事務所 

内 容：社会福祉士として交流を深め、障害福祉に関

する情報共有、及び連携強化を目的とする。 

受講者：7名 

 

総括 （2017年度に向けた課題等） 

（１）認定社会福祉士認証研修は３年目の実施となり、参加者を県外から広く募るため昨年度ま 
では３日間で実施していたが今年度は２日間で実施した。参加者は 20名の定員に達し、県外 
からの参加者は 11名であった。認証研修の受講者は前年度に続き定員に達した。 

    認証研修については、今後も職能団体として専門性の担保のために継続し、認定社会福祉
士の資格取得支援として実施していく。 
研修内容については研修アンケートの内容を参考に修正、改善等を行う。 

 
（２）2017年度においては、障害福祉の分野で従事している社会福祉士のスキル向上を目的とし

た研修を企画し、実施する。 
障害分野における認定社会福祉士認証研修の企画、運営等を継続していく。 

 

 



委員会名・事業チーム名：（高齢者委員会）              担当理事名：竹下 一樹 

２０１６年度事業計画 ２０１６年度事業報告 

認証研修の実施 
高齢者地域支援研修 

 日 時：2016年 07月 09日（土）10:00～16:00 
2016年 08月 20日（土）10:00～16:00 
2016年 10月 29日（土）10:00～16:00 

 場 所：クローバープラザ 
 内 容：対象者の疾病・障がいの理解（医学、心理、

社会的な理解、生活の理解） 
     対象者への支援の展開（支援の展開、サービ

ス・制度、社会資源、支援の方法） 
     支援の実際 
 受講者：14名 
 

認証研修の実施 
老年心理学 

 日 時：2017年 01月 21日（日）09:30～16:40 
場 所：石橋文化センター 
 
日 時：2017年 02月 18日（日）09:30～16:40 
場 所：ウェルとばた 
 
日 時：2017年 03月 04日（日）09:30～16:40 
場 所：石橋文化センター 

内 容：高齢期のおける各領域のエイジングの特徴、
心理的問題、認知症への理解と支援および高
齢者に対する心理アセスメントについて理解
し実践に生かす。 

受講者：24名 
 

会員向け研修の実施 
 

地域包括システムにおける地域共生研修 
～地域共生を目指して～ 
 日 時：2017年 02月 11日（日）10:00～15:00 
場 所：石橋文化センター 
内 容：複合的な課題を持つ世帯等に対してどのよう

なアプローチが必要か、実践事例報告、事例
検討によって理解を深める 

受験者：30名 
 

認定審査会委員推薦手続き 各自治体から、欠員が出た際に滞りなく、派遣をおこな
った。派遣の際には、認定審査会委員説明会でも説明し
たように、実質的基準、形式的基準に基づき、派遣をお
こなった。 
 

総括 （2017年度に向けた課題等） 

認証研修に関しては、高齢者地域支援研修は認定期限の 3年を迎えたため、2017年度からは実
施しない予定としているが、新規の認証研修を実施するため年度末より講師と打ち合わせを実施
している。その他にも新たな取り組みとして、会員向けに研修を実施したが、悪天候(積雪)のた
め、参加者は見込み数より少ない状況であった。 

2017年度には北部地域(福岡、北九州等)で実施する予定とし、多くの会員の方が受講できるよ
うに工夫をおこなう。各自治体への審査会の委員の推薦を実施した。また、障害者委員会ととも
に推薦基準について合同委員会を実施し、推薦基準の整合性を整えた。 
 

 



委員会名・事業チーム名：（医療委員会）                担当理事名：原口 崇 

２０１６年度事業計画 ２０１６年度事業報告 

医療分野専門研修会の開催 
理論・アプローチ別科目 
（理論編） 
 
3日間（1日 5時間）計 15時間 
認定社会福祉士の取得に必要な 
1単位として構成（認証研修） 
 

理論・アプローチ別科目（理論編）の開催 
日 時：2016年 09月 18日（日）10：00～16：00 

2016年 09月 19日（月）10：00～16：00 
2016年 11月 06日（日）10：00～16：00 

場 所：博多事務所 
講 師：西南学院大学 

准教授 山田 美保 氏 

高良台リハビリテーション病院 

認定社会福祉士 山口 尚大 氏 

内 容：理論・アプローチの理解、理論の成り立ち、 
主要概念、方法論等ついて 

受講者：18名（内 1名 2015年度未修了者） 
修了者：18名（内 1名 2015年度未修了者） 

医療分野専門研修会の開催 
ソーシャルワーク機能別科目 
（地域生活支援） 
 
3日間（1日 5時間）計 15時間 
認定社会福祉士の取得に必要な 
1単位として構成（認証研修） 
 

ソーシャルワーク機能別科目（地域生活支援）の開催 
日 時：2016年 09月 17日（土）10：00～16：00 

2016年 10月 8日（土）10：00～16：00 
2016年 10月 9日（日）10：00～16：00 

場 所：博多事務所 
講 師：社会保険大牟田天領病院 

課長 梅田 正嗣 氏 
西南学院大学 

准教授 萩沢 友一 氏 
宗像医師会病院 

認定社会福祉士 久米 祥代 氏 
内 容：地域で生活する患者・家族の課題の理解、 

最適な医療サービスおよび社会サービスの 
活用について 

受講者：12名（内 0名 2015年度未修了者） 
修了者：12名（内 0名 2015年度未修了者） 

医療分野専門研修会の開催 
対象者別科目 
（脳血管疾患患者支援編） 
 
3日間（1日 5時間）計 15時間 
認定社会福祉士の取得に必要な 
1単位として構成（認証研修） 
 
 
 
 

対象者別科目（脳血管疾患患者支援編）の開催 
日 時：2016年 12月 18日（日）10：00～16：00 

2017年 01月 08日（日）10：00～16：00 
2017年 02月 12日（日）10：00～16：00 

場 所：博多事務所 
講 師：広島文化学園大学 看護学部 看護学科 

教授 大塚 文氏 
内 容：脳血管疾患患者支援を理解するための理論と

方法、事例研究等について 
受講者：25名（内 1名 2015年度未修了者） 
修了者：19名（内 1名 2015年度未修了者） 

総括 （2017年度に向けた課題等） 
（１）2016年度は、認証研修経過措置が最終年度のため、県外からの参加者も多くみられた。今

年度も引き続き、九州・山口の県士会への通信やホームページへのアナウンスを強化、医療
ソーシャルワーカー協会など他団体へ広報活動を実施していく。 

（２） 2017 年度は、理論編 (5 年目)、地域生活支援(4 年目)、脳血管疾患患者支援編(3 年目)
の開催となる為、更新認証研修（理論編・地域生活支援）については、今年度の開催を保留
とし、来年度以降に適宜開催を行う。脳血管疾患患者支援編は、今年度も開催予定。 

（３）新認証研修、病院生活支援を 2017 年 4 月に申請し認証受理後、研修会実施予定。今年度
も認定社会福祉士を目指しやすい福岡県社会福祉士会として取り組んでいきたい。 



 

委員会名・事業チーム名：（地域社会・多文化委員会）          担当理事名：百枝 孝泰 

２０１６年度事業計画 ２０１６年度事業報告 

研修会の開催(2 回) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地域社会・多文化委員会研修（第 1回） 
日 時：2016年 11月 19日（土）13：30～16：30 
場 所：博多事務所 
内 容：刑事司法における福祉的支援の現状と課題 

①福祉的支援からみる更生保護の現状と課題 
福岡保護観察所 統括保護観察官 

②薬物依存と回復」～回復に最良の環境とは 
特定非営利活動法人 佐賀ＤＡＲＣ 

受講者：19名 
 
地域社会・多文化委員会研修（第 2回） 
日 時：2017年 02月 14日（日）13：15～16：30 
場 所：クローバープラザ 
内 容：生活困窮者支援領域におけるソーシャルワーク

的課題と展望 
①ホームレス自立支援事業推進チーム 
≪福岡市≫ 

②子どもの健全育成支援事業推進チーム 
≪久留米市≫ 

③生活困窮者自立支援事業推進チーム 
≪宮若市≫ 

受講者：25名 
 

その他 福岡市保健福祉センター主催の「自殺予防のためのこころ

と法律の相談会」において、相談員を委員会より推薦 

 

 第 1回相談会 2016年 09月 27日  2名派遣 

 第 2回相談会 2017年 02月 21日  2名派遣 

総括 （2017年度に向けた課題等） 

（１）2016年度の事業計画においては、定期的に地域社会・多文化領域における課題（時事問題 
含む）研修を実施していくことで円滑な研修の企画・実施が出来た。 

 
（２）2016年度内に「リーガルソーシャルワーク」の認証研修の申請を予定していたが、準備等

が進まず、2017年 4月に申請及び 2017年度に実施の運びの準備が整えることが出来た。 
 
（３）2017年度においては、認証研修を実施予定である為、委員会内で実施体制の調整及び諸準

備が課題となる。 
 
（４）2017年度から福岡地方検察庁との連携が始まることとなり、試行段階を経て委員会及び専

門部会の設置に向けた体制作りが喫緊の課題となり、会員に向けた情報発信を行っていきな
がら、体制づくりを行っていく必要がある。 

 
 



委員会名・事業チーム名：（地域社会・多文化委員会  災害支援部会）  担当理事名：竹下 一樹        

２０１６年度事業計画 ２０１６年度事業報告 

会員向け研修の実施 

 

災害支援研修会 

 日 時：2016年 07月 16日（土）10:00～16:00 

 場 所：大野城まどかぴあ場 所：大野城まどかぴあ 

 内 容：私たち社会福祉士が災害支援にどのように関

わることができるのか、求められる役割とこ

れからの課題について考える 

受講者：12名 

 

災害支援の実施 

 

熊本地震による熊本県社会福祉士会への派遣を実施 

 熊本地震被災地支援登録者数：16名 

 西原村地域包括支援センター支援：8名 

 益城町西武地域包括支援センター支援：5名 

 

九州ブロック会議の実施 

日 時：2016年 05月 08日（日）13:00～15:45 

場 所：博多事務所 

内 容：具体的な災害支援における九州ブロックの協

力のあり方について、九州沖縄ブロック各県

の会長、事務局長等および日本社会福祉士会

とで協議した。 

 

福岡県との災害支援協定の締結 福岡県内での大規模な地震、風水害等の災害発生時、高

齢者、障がい者等であって避難所での生活において特別

な配慮を必要とする者を支援するために、社会福祉士の

派遣について福岡県と締結した。 

 

※締結式典は、2017年 4月 6日(木)に福岡県庁にて開催

された。 

 

総括 （2017年度に向けた課題等） 

有事の際の派遣会員の調整を実施したが、派遣希望者、日程とマッチングできる会員が少ない

状況であった。会員の皆様のご協力を頂き、なんとか派遣することが出来た。隣県士会として今

後も息の長い伴走体制を構築する必要があるため熊本県士会から協力要請があれば随時対応を

行う。 

また、派遣者の数、支援の質の向上も同時に必要なため、事前登録によりあらかじめ支援者を

募りながら有事の際に迅速に派遣できるように体制を整える。また、特殊な支援であるため、派

遣者向けの研修会を実施し支援の質の向上を行う。 

 

 



委員会名・事業チーム名：（高齢者虐待防止専門職員研修事業）      担当理事名：稲吉 江美 

２０１６年度事業計画 ２０１６年度事業報告 

養護者による高齢者虐待防止研修の
開催 
 
 

養護者による高齢者虐待対応基礎研修（県委託） 
日 時：2016年 05月 27日（金）09:00～16:40 
        06月 03日（金）09:00～16:40   
場 所：クローバープラザ 
内 容：養護者による高齢者虐待の基礎知識と虐待対

応の流れについて 
受講者：126 名 

 
福岡県市町村職員等虐待対応力向上研修（県委託）新規 
 日 時：2016年 08月 02日（火）09:30～16:45 
 場 所：福岡県吉塚合同庁舎 
 内 容：養介護施設従事者等による虐待に対応する上

で通報・相談・届出から改善指導までの基礎
知識 

 受講者：87名 
 
福岡県高齢者虐待防止市町村職員等研修（本会主催） 
日 時：2016年 10月 04日（火）10:00～16:50  
場 所：クローバープラザ 
内 容：養護者による高齢者虐待対応の応用編 
受講者：42名 

 

総括 （2017年度に向けた課題等） 

（１）2016年度は、養護者による高齢者虐待の基礎編を福岡県委託、応用編を本会主催で行った。 
特筆すべきは、養介護施設従事者等による虐待防止のための行政職対象の研修を受託したこ
とであろう。2017年度も開催予定であり、継続的な開催が望まれる。 

 
（２）本事業推進チームは、弁護士会との協働事業である福岡高齢者・障害者虐待対応チームも

所管する。県内の施設従事者等による虐待事案に対応する事で、県内の状況が俯瞰できるた
め今後は従事者等に対しての研修等が望まれる。 

 
（３）虐待防止という高齢者の権利擁護を担う行政・地域包括支援センターの従事者が、虐待対

応においてコンプライアンスに基づいて組織的な対応ができ、なおかつ施設等の改善指導、
養護者への支援・対応が適切に実践できるよう、研修を担う本会もますます研鑽して質の担
保に努めなければならない。 

 
 



委員会名・事業チーム名：（サービス管理責任研修事業推進チーム）   担当理事名：大池 真由子 

２０１６年度事業計画 ２０１６年度事業報告 

福岡県サービス管理
責任者研修の開催 
 
 
 

福岡県サービス管理責任者研修（全分野共通） 
福岡県児童発達支援管理責任者研修（1日目） 
 日 時：2016年 12月 14日（水）09:30～17:00 
 場 所：クローバープラザ 
 内 容：講義「児童福祉法と児童発達支援管理責任者の役割及び障害

者総合支援法とサービス管理責任者の役割」他 
 受講者：870名 

福岡県サービス管理責任者研修（地域生活[身体]分野） 
日 時：2016年 12月 20日（火）09:30～17:30 

     2016年 12月 21日（水）09:30～17:30 
場 所：クローバープラザ 
内 容：「アセスメントとモニタリングの実際」、 

「サービス提供プロセスの管理の実際」について 
受講者：17名 

福岡県サービス管理責任者研修（第 1回就労分野） 
日 時：2017年 01月 12日（木）09:30～17:30 
    2017年 01月 13日（金）09:30～17:30 
場 所：レインボープラザ 
内 容：「アセスメントとモニタリングの実際」、 

「サービス提供プロセスの管理の実際」について 
受講者：98名 

福岡県サービス管理責任者研修（第 1回介護分野） 
日 時：2017年 01月 19日（木）09:30～17:30 
    2017年 01月 20日（金）09:30～17:30 
場 所：レインボープラザ 
内 容：「アセスメントとモニタリングの実際」、 

「サービス提供プロセスの管理の実際」について 
受講者：99名 

福岡県サービス管理責任者研修（第 1回地域生活[知的・精神]分野） 
日 時：2017年 01月 26日（木）09:30～17:30 
    2017年 01月 27日（金）09:30～17:30 
場 所：レインボープラザ 
内 容：「アセスメントとモニタリングの実際」、「サービス提供プロセ

スの管理の実際」について 
受講者：80名 

福岡県サービス管理責任者研修（第 2回就労分野） 
日 時：2017年 02月 09日（木）09:30～17:30 
    2017年 02月 10日（金）09:30～17:30 
場 所：クローバープラザ 
内 容：「アセスメントとモニタリングの実際」、 

「サービス提供プロセスの管理の実際」について 
受講者：93名 

福岡県サービス管理責任者研修（第 2回地域生活[知的・精神]分野） 
日 時：2017年 02月 21日（火）09:30～17:30 

     2017年 02月 22日（水）09:30～17:30 
場 所：クローバープラザ 
内 容：「アセスメントとモニタリングの実際」、 

「サービス提供プロセスの管理の実際」について 
受講者：95名 



福岡県サービス管理責任者研修（第 2回介護分野） 
日 時：2017年 02月 23日（木）09:30～17:30 

     2017年 02月 24日（金）09:30～17:30 
場 所：クローバープラザ 
内 容：「アセスメントとモニタリングの実際」、 

「サービス提供プロセスの管理の実際」について 
受講者：88名 

 
福岡県サービス管理責任者研修（第 3回地域生活[知的・精神]分野） 
日 時：2017年 03月 7日（火）09:30～17:30 

     2017年 03月 8日（水）09:30～17:30 
場 所：クローバープラザ 
内 容：「アセスメントとモニタリングの実際」、 

「サービス提供プロセスの管理の実際」について 
受講者：95名 

 
福岡県サービス管理責任者研修（第 3回介護分野） 
日 時：2017年 03月 09日（木）09:30～17:30 

     2017年 03月 10日（金）09:30～17:30 
場 所：クローバープラザ 
内 容：「アセスメントとモニタリングの実際」、 

「サービス提供プロセスの管理の実際」について 
受講者：83名 

 
福岡県サービス管理責任者研修（第 3回就労分野） 
日 時：2017年 03月 16日（木）09:30～17:30 

     2017年 03月 17日（金）09:30～17:30 
場 所：クローバープラザ 
内 容：「アセスメントとモニタリングの実際」、 

「サービス提供プロセスの管理の実際」について 
受講者：85名 

 
福岡県サービス管理責任者研修（第 4回就労分野） 
日 時：2017年 03月 23日（木）09:30～17:30 

     2017年 03月 24日（金）09:30～17:30 
場 所：クローバープラザ 
内 容：「アセスメントとモニタリングの実際」、 

「サービス提供プロセスの管理の実際」について 
受講者：83名 
 

福岡県児童発達支援
管理責任者研修の開
催 
 
 
 

福岡県児童発達支援管理責任者研修 第 1回（2、3日目） 
日 時：2016年 12月 20日（火）09:30～17:30 

     2016年 12月 21日（水）09:30～17:30 
場 所：クローバープラザ 
内 容：「アセスメントとモニタリングの実際」、 

「サービス提供プロセスの管理の実際」について 
受講者：86名 

 
福岡県児童発達支援管理責任者研修 第 2回（2、3日目） 
日 時：2017年 01月 24日（火）09:30～17:30 

     2017年 01月 25日（水）09:30～17:30 
場 所：レインボープラザ 
内 容：「アセスメントとモニタリングの実際」、 

「サービス提供プロセスの管理の実際」について 
受講者：96名 



福岡県児童発達支援管理責任者研修 第 3回（2、3日目） 
日 時：2017年 02月 15日（水）09:30～17:30 

     2017年 02月 16日（木）09:30～17:30 
場 所：クローバープラザ 
内 容：「アセスメントとモニタリングの実際」、「サービス提供プロセ

スの管理の実際」について 
受講者：95名 

 
福岡県児童発達支援管理責任者研修 第 4回（2、3日目） 
日 時：2017年 03月 01日（水）09:30～17:30 

     2017年 03月 02日（木）09:30～17:30 
場 所：クローバープラザ 
内 容：「アセスメントとモニタリングの実際」、 

「サービス提供プロセスの管理の実際」について 
受講者：99名 
 

総括 （2017年度に向けた課題等） 
（１）開催回数と時期について 
   2016年度は定員を上回る申し込みがあり、県と協議してサービス管理責任者研修就労分野

と児童発達支援管理責任者研修は開催回数を 3回から 4回に増やし、サービス管理責任者研
修介護分野と知的精神分野では 2回から 3回に増やして実施した。 
2017年度は県からの要望もあり、受講希望者が年度内で 2回研修を受けるチャンスができ

るよう前期（6月～9月開催）、後期（11月～2月開催）に分け実施する。 
 
（２）運営の安定 
   2017年度も受講者数が増える見込みであり、研修運営上必要なファシリテーターの確保が

課題となっている。今年度委員会ではサービス管理責任者研修各分野、児童発達支援管理責
任者研修のスタッフが一定の対応ができるよう、研修運営マニュアルを作成し、研修時に活
用する。 

 
（３）制度改正について 
   サービス管理責任者研修、児童発達支援管理責任者研修の在り方が 2018 年度より改正さ

れる予定がある。2017年度は情報収集を行い、改正に対応できるようにしたい。 
 

 



委員会名・事業チーム名：（相談支援従事者初任者研修事業推進チーム） 担当理事名：大池 真由子 

２０１６年度事業計画 ２０１６年度事業報告 

福岡県相談支援初任
者研修の開催 
 
 
 

福岡県相談支援従事者初任者研修（1日目、2日目） 
 日 時：2016年 08月 31日（水）9:30～18:30 
     2016年 09月 01日（木）9:30～18:30 
 場 所：ももちパレス 
 内 容：講義「障害者総合支援法等の概要」「ケアマネジメント概論」

「相談支援の基本姿勢」他 
 受講者：412名 
 
福岡県相談支援従事者初任者研修（3日目、4日目、5日目） 
【北九州会場】 
日 時：2016年 10月 04日（火）9:30～18:30 

     2016年 11月 08日（火）9:30～18:30 
     2016年 11月 09日（水）9:30～18:30 
場 所：ウェルとばた 
内 容：講義「ケアマネジメントの実践」、「協議会の役割と活用」 

演習（Ⅰ）、演習（Ⅱ）、その他 
受講者：119名 

 
福岡県相談支援従事者初任者研修（3日目、4日目、5日目） 
【福岡会場】 
日 時：2016年 09月 30日（金）9:30～18:30 

     2016年 11月 15日（火）9:30～18:30 
     2016年 11月 16日（水）9:30～18:30 
場 所：九州ビル 
内 容：講義「ケアマネジメントの実践」、「協議会の役割と活用」 

演習（Ⅰ）、演習（Ⅱ）、その他 
受講者：120名 

 
総括 （2017年度に向けた課題等） 
（１）福岡県障がい福祉課、他実施団体との連携 
   2017年度も福岡県からの指定により実施。実施規模は 2016年度と同じ規模で行う。 

講師、開催内容等は県や、同指定事業者である公益財団法人総合健康推進財団とも調整を
はかりながら進める。 
開催時期は、2017 年度は当会が前期（6 月～8 月）開催、健康推進財団が後期（10 月～1

月）となる。 
 
（２）サービス管理責任者研修・児童発達支援管理責任者研修との連携 
   2015年度より指定を受けて以来、安定した受講者数の確保ができているが、上記研修の受

講に必要な研修である当研修の案内時期のずれにより、双方の研修のキャンセルが見られ
た。 
2017 年度はサービス管理責任者研修就労分野と児童発達支援管理責任者研修の案内と同

時に行い、受講もれを防ぐ。 
 
（３）制度改正について 
   相談支援初任者研修の在り方が 2019 年度より改正される予定がある。2017 年度より情報

収集を行い、改正に対応できるようにしたい。 
 

 



委員会名・事業チーム名：（障害者虐待防止・権利擁護研修事業推進チーム）担当理事名：稲吉 江美         

２０１６年度事業計画 ２０１６年度事業報告 

福岡県障害者虐待防止・権利擁護
研修の開催 
 
 
 

福岡県障害者虐待防止・権利擁護研修 
日 時：2016年 10月 14日（金）9:20～16:30 
        10月 18日（火）9:20～16:30 

     2015年 10月 21日（金）9:20～16:30 
場 所：クローバープラザ 
内 容：障がい者に対する虐待の防止から虐待対応、養護 

者支援、従事者による虐待の防止、権利擁護につ
いて 

受講者：行政・虐待防止センター職員等コース 44名 
     障がい福祉サービス事業所等従事者コース 130名 
 

総括 （2017年度に向けた課題等） 
（１）プログラムについて 
   1 日目は、全コース共通講義、2 日目は 2 コースに分かれて実施しているが、行政に対し

ては、養護者による虐待、福祉施設従事者等による虐待と双方の対応への教示が必要とされ、
従事者に対しては、不適切な支援への防止から改善への取組までの一連の流れを示す必要が
あり、研修体制を再構築する必要がある。 

 
（２）スタッフ体制について 
   現業で市町村障がい者虐待防止センター窓口業務を担っている会員が不足しており、行

政・虐待防止センター職員等コースのファシリテーター養成が急務である。 
 
（３）障がい福祉サービス事業所等従事者コースの定員について 
   本コースに於いては、定員を大幅に上回る申し込みがあるが、委託費、会場の許容人数、

研修効果を考えると 140人を超える定員を受け入れることが困難なことから、本研修会とは
別に実施することが可能か検討をすすめていきたい。 

  

 



委員会名・事業チーム名：（資格取得支援事業推進チーム）        担当理事名：竹下 一樹        

２０１６年度事業計画 ２０１６年度事業報告 

社会福祉士国家試験受験対策講座 

の開催 

 

 

次のとおり予定通り開催した。 

日 時 

07月 30日(土) 11:00～16:40 

07月 31日(日) 09:30～16:30 

08月 07日(日) 09:30～16:40 

08月 21日(日) 09:30～16:40 

08月 28日(日) 09:30～16:40 

09月 04日(日) 09:30～16:40 ★台風により延期 

09月 11日(日) 09:30～16:30 

09月 18日(日) 09:30～16:30 

10月 08日(土) 09:30～16:40 ★ 

★台風により 9月 4日(日)は中止し、10月 8日(土) 

 に振替えて実施した。 

場 所 クローバープラザ 

受講者 29名（一般 19名＋学生 10名） 

 

社会福祉士全国統一模試試験の実施 

 

次の通り予定通り実施した。 

日 時 2016年 10月 30日(日) 9:30～15:30 

場 所 クローバープラザ   

受験者 53名 

その他 受験対策講座受講者及び全国統一模試受験者へ国家試験

合否の追跡調査を行った。（合格率 76.9％） 

 

総括 （2017年度に向けた課題等） 

受講者数に関しては、昨年度に比べると減少はしているが、ほぼ例年通りの実績値となった。
模擬試験に関しても、受講数はほぼ横ばいとなっている。台風の接近に伴い、受講日を変更する
などの緊急対応を行ったが、大きな混乱は生じず、滞りなく実施することができた。 

2017年度に関しては、更に多くの方が受講できるように、早めに開催案内を行うなど広報にも
力を入れる。また学生が受講しやすいよう、科目単位での受講も可能なよう便宜を図り実施した
いと考えている。 
 

 



委員会名・事業チーム名：（独立型社会福祉士支援委員会）       担当理事名：伊東 良輔 

２０１６年度事業計画 ２０１６年度事業報告 

独立型社会福祉士支援委員会設立 

 

 

 

2016年度第１回理事会にて、独立型社会福祉士養成、ネ

ットワーク構築のため、独立型社会福祉士支援委員会を

設立することが決定。 

独立型社会福祉士支援委員会 

設立準備会 

 

 

日 時：2016年 07月 13日（水）19：00～20：00 

場 所：博多事務所 

内 容：福岡県で独立型社会福祉士として登録している

会員へ委員会の設立趣旨説明と運営の協力依

頼。 

参加者：4名 

 

独立型社会福祉士に関するアン

ケート調査 

 

 

 

アンケート調査の実施 

（独立型社会福祉士について会員へ意向調査） 

方 法：ふくおか社会福祉士通信（2016年 5月号）掲載 

対象者：福岡県社会福祉士会会員 

回 答：41名（2016年 4月 14日時点会員数 1,525名） 

内 容：現時点で、どれだけの会員が「独立型社会福祉

士」について、どれだけの知識があるのか、ま

た興味があるのかを半構造化質問にて調査し

た。 

 

総括 （2017年度に向けた課題等） 

2016年に委員を公募し、11月の理事会にて委員長・副委員長を含む 8名の委員の選任を受け、
2017年 1月に第一回会議を行い活動開始。 
（１）「独立型社会福祉士」を目指す会員の支援を目的とする委員会として、独立・開業してい 

る社会福祉士の実践報告を中心とした研修会を開催する。 
 
（２）独立型社会福祉士の名簿登録者の育成だけでなく、「社会福祉士が医療・福祉・司法等の 

業界で独立・開業するために必要な経験や知識とは何か」という研究的視点を持ち、実務に 
反映できる委員会活動を行う。 

 
（３）委員会を中心とした独立・開業している社会福祉士のネットワークを構築し、情報交換や 

ワークシェア等のできる環境づくりを行う。 
 
（４）社会福祉士が独立・開業できる資格であるということを社会に発信し、社会福祉士の地位 

向上を目指す。 
 

 



【収益事業等／その他の事業】ブロック活動等会員活動の支援（他１） 

委員会名・事業チーム名：（福岡ブロック）              担当理事名：石橋 雅子 

２０１６年度事業計画 ２０１６年度事業報告 

ミニ研修会の開催（年２回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1回 
日 時：2016年 07月 23日（土）15:00～17:00 
場 所：博多事務所 
内 容：福祉レジェンド～先輩の話を聞こう～ 
講 師：泉 賢祐 氏（福岡県社会福祉士会 元会長） 
受講者：5名 

第 2回 
日 時：2017年 01月 21日（土）15:00～17:00 
場 所：博多事務所 
内 容：福祉レジェンド～先輩の話を聞こう～ 
講 師：社会福祉法人大川市福祉会 木の香らんど  

上釜 光輝 氏（福岡県社会福祉士会 前会長） 
受講者：7名 

ブロック研修会の開催 

 

 

福岡ブロック研修会 

日 時：2016年 09月 10日（土）13:30～16:30 

場 所：クローバープラザ  

内 容：「アディクションに寄り添えますか？ 

～依存する心の理解と生きづらさの支援～」 

講 師：社会医療法人芳和会菊陽病院 

尾上 毅 副院長 

受講者：48名 

地域相談活動の実施 

 

 

志免町障がい者福祉啓発事業「やさしさのつどい」 

日 時：11月 27日（日）09：45～16：30 

参加者：4名 ボランティアスタッフとして参加 

施設見学研修の開催 

 

福岡刑務所見学研修 

日 時：2017年 02月 17日（金）13:15～16:30 

場 所：福岡刑務所 

参加者：32名 

総括 （2017年度に向けた課題等） 

（１）2016年度はミニ研修会を２回、研修会と施設見学を１回ずつ実施した。ミニ研修会は、参
加者は少ないが、社会福祉士の先輩の話を聞く貴重な体験となり、内容は評価でき参加者か
ら好評を得ている。2017年度も１回開催を計画している。 

（２）ブロック研修会では今後も認証研修にはないテーマを抽出して開催をする。 

（３）施設見学は定員を超えた参加申し込みがあり、見学先からも好評を得た。今後も会員の声
も聴きながら実施していく。 

（４）地域相談活動として志免町福祉祭りに 2015 年度まで相談コーナーを設けて参加していた
が、実際には相談者がほとんど無く、2016年度は相談ではなく祭りのボランティアとして参
加した。参加者からは知らない自治体や施設を見ることが出来て参考になったという意見は
でたものの、継続した参加の意義を見出せないことから、2017年度からは参加を見送る方針
である。 

（５）福岡ブロックは、会員数は多いが会員同士としての相互の関係が希薄な傾向があるため、
研修会等を通じて、継続して会員間の絆を強める活動をしていきたい。 



委員会名・事業チーム名：（北九州ブロック）              担当理事名： 伊藤 哲      

２０１６年度事業計画 ２０１６年度事業報告 

北九州ブロック研修会の開催 
 
 
 

第 1回 
日 時：2016年 10月 21日（金）19:00～21:00 
場 所：リーガロイヤルホテル 
テーマ：「つながろう社会福祉士 

～やっぱり「人」バイ！～」 
話題提供者：今村 浩司 氏（西南女学院大学） 
受講者：42名 

  
第 2回 
日 時：2017年 03月 25日（土）14:00～16:00 
場 所：西南女学院大学 
テーマ：「子どもの貧困について 

～子ども食堂の活動を通して～」 
講 師：長迫 和宏 氏（北九州市子育て支援課） 
    原田 昌樹 氏 
（NPO法人フードバンク北九州ライフアゲイン代表） 

 座 長：今村 浩司 氏（西南女学院大学） 
受講者：106名 
ボランティア：西南女学院大学学生 9名 

 

総括 （2017年度に向けた課題等） 

2016 年度は、10 月に「つながり」をテーマに研修・交流会を開催し、参加者と講師、ブロッ
ク幹事との親睦を図った。 

2017年 3月の社会福祉専門職 5団体合同連絡会においては、「子どもの貧困」テーマに、北九
州市にて 2016年 9月よりスタートした子ども食堂の活動について」についての研修会を行った。 

 2017年度においても社会福祉士が領域を問わず、知識の向上はもちろん、広くネットワーク（人
的社会資源）を構築していけるように努めていきたい。 
 
 



委員会名・事業チーム名：（筑豊ブロック）              担当理事名：青栁 壮悟         

２０１６年度事業計画 ２０１６年度事業報告 

会員のニーズに即した研修会の開催 
 
 

筑豊ブロック研修会 
日 時：2016年 07月 23日（土）10:00～16:30 
場 所：立岩公民館（飯塚市新飯塚 20-30） 
内 容：専門職としての振り返りや他分野の実践を知る 
受講者：11名 
 

事業所（施設）見学研修会の実施 
 
 
 

施設見学研修 
日 時：2016年 12月 07日（水）13:00～15:00 
見学先：良創夢デイサービスセンター飯塚店 

らそうむ発達支援ルームらいく 
内 容：施設見学 
受講者：8名 
 

筑豊地区の会員に対するサポー
ト体制を構築 

研修会、施設見学を通じて顔の見える関係ができ、その後
も会員同士で相談援助業務に関する相談に応じるなど、会
員をサポートする体制づくりが構築できた。 
 

総括 （2017年度に向けた課題等） 

（１）研修会について 
受講者へのアンケート結果は大変好評であった。意図的に他分野や面識のない参加者同士   

でグループ形成する事により新たなネットワーク作りができ、今後の筑豊ブロック圏域にお
けるサポート体制を構築する一助となった。内容としては充実したものを企画できたが、よ
り多くの受講者を呼び込む為の広報活動は次年度の課題となった。 

 
（２）見学会について 

受講者へのアンケート結果は大変好評であった。従来とは異なる手法の事業所を見学する
ことで同じ領域で活躍する受講生にも新しい気づきや発見をもたらした。しかしながら、他
に類似する研修会も開催されており、今後は筑豊ブロックの独自性を打ち出せる研修企画が
課題となった。 

 
 



委員会名・事業チーム名：（筑後ブロック）              担当理事名：緒方 弘征 

２０１６年度事業計画 ２０１６年度事業報告 

筑後ブロック主催の研修会の開催 
(年 3回) 
 
 
 

第１回 筑後ブロック 研修会  
日 時：2016年 09月 24日（土）14:00～17:00 
場 所：えーるピア久留米 
テーマ：理論・アプローチ研修会  

「バイオ・サイコ・ソーシャルモデル」 
「ナラティブアプローチ」等 

講 師：片岡 靖子 氏 
(久留米大学 文学部社会福祉学科 准教授) 

受講者：36名 
 
第２回 筑後ブロック 研修会  
日 時：2016年 12月 03日（土）14：00～17：00 
場 所：えーるピア久留米 
テーマ：講義と実践事例の検討会  
講 師：梅田 真嗣 氏 

（大牟田天領病院 地域医療連携室課長） 
受講者：18名 

 
第３回 筑後ブロック 研修会   
日 時：2017年 03月 11日 14：00～17：00 
場 所：聖マリア大学 
テーマ：現代社会における生きづらさとは何か 

（講演と意見交換） 
講 師：加藤 彰彦 氏 

  （沖縄大学名誉教授） 
受講者：36名 
 

総括 （2017年度に向けた課題等） 

計画通りに年 3回の研修会（内一回は懇親会も実施）を実施することが出来た。特に研修の参
加者は前年度 34名から、108名と約 3倍となった。要因は、ブロック幹事で企画案を練り、足を
使って広報したことである。 

2017年度も、魅力ある企画と足を使った広報を継続する。そして、研修参加者増が会員増にな
るように研修の分析と会員増につながる取り組みを検討していく予定である。 

ブロック活動を通じ、社会福祉士会をより身近に感じるような活動をしていく。 
 
 



委員会名・事業チーム名：（総務委員会）                担当理事名：青栁 壮悟         

２０１６年度事業計画 ２０１６年度事業報告 

本会の諸活動に関して、助言や支援を
行う。 

本委員会を設置する事はできたが、本会の諸活動に関し
て、助言や支援を受けるまでには至らなかった。 
 

本会の諸規程（定款や規程等）の改正、 
整備に関して助言を行う。 

本委員会を設置する事はできたが、本会の諸規程（定款
や規程等）の改正、整備に関して助言を受けることまで
には至らなかった。 

 
本会の諸活動に関して、必要に応じて
評価を行う。 

本委員会を設置する事は出来たが、本会の諸活動に関し
て、必要に応じて評価を行うまでには至らなかった。 

 
その他、会長からの特命事項につい
て、助言や支援を行う。 

本委員会を設置する事は出来たが、その他、会助言や支
援を受けるまでには至らなかった。 

 

総括 （2017年度に向けた課題等） 

本委員会を設置することはできたが、委員会を開催し各項目に関して協議するまでには至らな
かった。2017年度は、中長期経営計画の 3年後の見直しに向けて、助言や支援を受けていきたい。 
 

 

 

 

【収益事業等／その他の事業】日本社会福祉士会への支援・連携（他２） 

委員会名・事業チーム名：（日本社士会支援）             担当理事名： 青栁 壮悟        

２０１６年度事業計画 ２０１６年度事業報告 

年会費の支弁 
 

本会会員ひとり当たりの負担金 5千円に会員数を乗じた額を
日本社会福祉士会へ納入。 

 
新入会者経費の支弁 

 

 

 

会員証の発行、会員バッジ、生涯研修手帳等新入会者への送付
手続きを日本社会福祉士会に委託するため、その負担金とし
て、ひとり当たり 1千円を日本社会福祉士会へ納入。 

 

綱紀案件負担金の支弁 

 

 

 

綱紀案件発生時に日本社会福祉士会にその対応を委託するた
め、それに伴う多額の経費負担の一部を全国県士会がそれぞれ
負担。 

（2016年度負担金＝2016年 4月 1日時点の会員数×200円） 

総括 （2017年度に向けた課題等） 

すべて計画通り実施した。2017年度も上記同様実施する。 
 

 



【法人管理】法人運営 

 

委員会名・事業チーム名：（法人運営）                 担当理事名：青栁 壮悟        

２０１６年度事業計画 ２０１６年度事業報告 

社員総会の開催 
 2016 年 06 月 19 日(日) 
 

社員総会の開催 
日 時 2016 年 06 月 19 日(日)13:30～15:40 
場 所 クローバープラザ 
 

理事会の開催 
理事会（全 8回） 
① 2016年 04月 17日 
② 2016年 05月 22日 
③ 2016年 06月 19日 ★ 
④ 2016年 06月 26日 ★ 
⑤ 2016年 10月 16日 
⑥ 2016年 12月 11日 
⑦ 2017年 01月 22日 
⑧ 2017年 03月 12日 

★印は役員選任に伴う臨時理事会 

理事会の開催 
理事会（全 9回開催） 
① 2016年 04月 17日 
② 2016年 05月 22日 
③ 2016年 06月 19日 ★ 
④ 2016年 06月 26日 ★ 
⑤ 2016年 07月 27日 臨時開催 
⑥ 2016年 10月 16日 
⑦ 2016年 12月 11日 
⑧ 2017年 01月 22日 
⑨ 2017年 03月 12日 

★印は役員選任に伴う臨時理事会 
 

役員改選 
① 選挙管理委員会の開催 
② 会員理事立候補者の公開 
③ 会員役員選挙の実施及び改選 
手続き 

④ 理事の変更登記、県への届出 
 

役員改選 
① 選挙管理委員会の開催 
② 会員理事立候補者の公開 
③ 会員役員選挙の実施及び改選手続き 
④ 理事の変更登記、県へ届出 

組織強化 
① 入会促進策の実施 
 ・入会キャンペーン 
 ・入会者紹介キャンペーン 
 ・次年度先行入会キャンペーン 
 ・受験対策講座・模試を受講した合格

者への入会勧誘 
② 事務局の事務機器更新 
 ・本格データサーバーの導入（リース） 
 （現ハードディスク寿命到来に備え、

データサーバーに切り替える） 
 ・巡回ふくおか事務所とのネットワー

クサーバー構築 
 

組織強化 
① 入会促進策の実施 
 ・入会キャンペーン 
 ・入会者紹介キャンペーン 
 ・次年度先行入会キャンペーン 
 ・受験対策講座・模試を受講した合格者への入会勧

誘 
② 事務局の事務機器更新 
 ・本格データサーバーを導入（リース） 
 ・巡回ふくおか事務所とのＶＰＮ(Virtual Private 

Network)を構築した。 

総括 （2017年度に向けた課題等） 

すべて計画通り実施した。2017年度も上記同様実施する。 
 

 
以上 


