
2019年度事業報告 
 

公益社団法人 福岡県社会福祉士会 

会 長  百枝 孝泰 

１．総 括 

2019年度は、第 1期中期経営計画（2016年度～2020年度）の 4年目として各事業、委員

会活動を実施した。また次期第 2 期中期経営計画の策定を見据えながら事業運営を行った。

以下、重点施策ごとに事業を総括する。 

「公益事業の推進」 

2019 年度は初めて社会福祉セミナーを他団体（久留米市介護福祉サービス事業者協議会）

と共同開催し好評を得た。開催方法の一つの在り方として検討して行きたい。県民向け出前

講座に関しては、数件の依頼があったものの、実施に関しては 1件に留まり、出前講座の対

象、周知方法などの再検討が必要と考える。本会にとって公益事業の推進は非常に重要な取

組みであり、更なる普及・啓発を図っていく必要がある。 

「生涯研修制度の推進」 

昨年度に引き続き生涯研修センター協議会並びに各委員会と協働しながら研修の企画・運

営の実施ができた。また新たな研修の企画・認証（3 件）及びスーパーバイザーの養成及び

確保を行いつつ、事務局を中心とし行うことができた。今後も認証研修だけではなく、ブロ

ック活動を更に進展、深化させ、会員支援としての研修制度の充実、推進を図っていくこと

が重要になる。 

「権利擁護事業の推進」 

後見人等の受任件数が増加の一途を辿る中、更新研修の充実を図り質の担保に努めること

ができた。が、名簿登録者の確保、継続的維持に課題を残している。家庭裁判所等の関係機

関との連絡調整を充実させ、権利擁護センターぱあとなあ福岡の運営を適正、円滑に行い、

ガバナンスの確立を図る必要がある。地域連携ネットワーク（中核機関等）の体制整備に関

する検討、設置に関する市町村への支援を実施できたことは一つの成果である。虐待ソーシ

ャルワーク及び司法ソーシャルワークの展開においては、法曹関係機関、関係者等との協力・

連携は充実を図った。特に司法福祉の分野に関しては、県より新たに委託事業の受託を締結

することができ一定の成果を見ることができた。 

「社会福祉事業の推進」 

行政等委託事業を受託、所管先との連携を図りながら、社会情勢の要請に応じた対応を行

うことができた。 

「法人統治の推進」 

今年度、常務理事の辞職を受け、正規・常勤枠での事務局長を配置することになった。改

めて法人運営、業務執行体制の見直しを行うことが求められる。また働き方改革推進関連法

の施行に伴い、これまでの労務管理の在り方について整理、適正化が 2020 年度までには必

要になってくるため、今年度その検討を開始している。最後に、2019年度末における新型コ

ロナウイルス感染対策、新しい生活様式が求められる中、本会の活動の在り方自体も見直し

ていくことが必要になり、次年度は新たな三役及び理事の体制下、2019年度の課題を整理し

つつ、今後の方針に邁進していきたい。 

  



 

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）の実施 

（２）福岡県社会福祉セミナー（仮称）の開催 

（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．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）虐待対応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 

  同行援護従事者養成研修事業 

  強度行動障害支援者養成研修事業 

 

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 

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 常務理事配置 

② 事務局（社会福祉士職）事業支援職配置の検討 

③ 部門制の実施 

  

（３）経営基盤の強化 

（４）災害時の対応体制の整備 

 

 

（１）実施 

（２）実施 

（３）未実施 

 

 

 

（１）実施 

（２）実施 

 

 

（１）実施 

（２）実施 

（３）実施 

 

 

（１）実施 

（２）一部未実施 

  

 

 

 

（１）実施 

 

（２） 

① 実施 

② 実施 

③ 未実施 

 

（３）実施 

（４）実施 

 

 

 

  



【公益目的事業】 

１．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：原口 崇 

２０１９年度事業計画 ２０１９年度事業報告 

ぱあとなあ福岡活動実績 
 
 
 
 

①受任状況（2020年 1月末現在） 
新規受任件数 個人 256件 法人 7件 

②相談件数  38件 

③2020年 2月活動報告書実績（1月末現在） 
 受任件数   個人 1,237件  法人 24件 

未成年後見 1件 
名簿登録者数 265名 
受任者 211名（受任率 79.6％） 

ぱあとなあ運営体制整備 
 

①委員会新体制の実施 
 ぱあとなあ福岡委員会 
継続研修部会、人材育成研修部会、リスク管理部会、法
人後見部会、地域支援部会 6 ブロック、ぱあとなあ事
務局 
副委員長 3名体制 

②業務監査委員会開催 
  第 1回 2019年 07月 01日(月) 

第 2回 2020年 02月 03日(月) 

③未成年後見受任体制整備（研修実施体制） 
2020年度ＰＪＴ発足を決定 

④事務局体制の強化 
  活動報告書チェック事務委託、活動報告書電子化に

よる事務の効率化を検討した。 
⑤地域における権利擁護支援ネットワーク推進委員会
（仮称）の設置 
設置済み。 
名称：地域連携ネットワークプロジェクトチーム 

運営基盤強化 
 

①会員派遣調整手数料徴収 
 実施済み。 

②ぱあとなあ運営財源確保に関する検討（継続 2年目） 
 実施済み。研修実施体制、法人後見受任体制の強化 

名簿登録者養成 
 
 
 

①成年後見人材育成研修開催（４日間） 
日 時：2019年 07月 28日(日) 

08月 18日(日) 
10月 20日(日) 
11月 03日(日) 

場 所：クローバープラザ 
受講者：41名（福岡 28名・他県 13名） 

 



②名簿登録研修開催（2日間） 
日 時：2020年 01月 18日(土) 

01月 19日(日) 
場 所：クローバープラザ 
受講者：31名 

名簿登録者支援 
 
 
 

①初任者支援（事務報告書事前チェック） 
後見事務報告書事前チェック（就職時・１年目）  

②継続研修開催（4回） 
第 1回（意思決定支援と本人情報シート） 

日 時：2019年 05月 18日(土) 
受講者：95名 

第 2 回（成年後見利用促進基本計画・後見人選任
と報酬のあり方） 

日 時：2019年 07月 20日(土) 
受講者：62名 

第 3回（死後事務） 
日 時：2019年 10月 20日(日) 
受講者：72名 

  第 4回（円滑な後見活動を行うために） 
    日 時：2020年 01月 11日(土) 
    受講者：35名 
③更新研修制度開始 

研修受講状況の把握 
  名簿登録更新要件未達者への対応策の検討 

   2019年度は名簿登録更新希望者全員更新 
④更新研修開催 

※新型コロナウイルス感染防止のため中止 

後見人等候補者推薦 
 
 
 

①候補者募集（ＭＬ及び地域支援部） 
②候補者決定 
③家裁との事務連絡 
④データ管理 

法人後見事業 ①業務執行者決定（ＭＬ及び地域支援部） 
②業務執行者面談（就任時、定期報告時、随時） 
③家裁への定期報告 
④家裁との事務連絡 
⑤データ管理 

相談・普及啓発事業 ①ぱあとなあ相談窓口（電話相談・来所相談） 
電話相談・来所相談実施 
相談件数 18件（電話相談のみ） 

  本人・親族 8件 機関等相談 10件 
②成年後見活用講座開催（2回） 

第 1回 
日 程：2019年 06月 16日(日) 
場 所：クローバープラザ 
受講者：57名 

第 2回 
日 程：2019年 12月 08日(日) 
場 所：クローバープラザ 
受講者：23名 

 



 
③関係機関向けパンフレット印刷・会員配布 
   名簿登録者全員に配布済み    

④成年後見制度専門職向け研修会 
意思決定支援を踏まえた本人情報シートの書き方研修
の開催 
＜行政・地域包括支援センター＞ 

日 時：2019年 07月 10日(水) 
場 所：クローバープラザ 
受講者：71名 

＜障がい分野＞ 
日 時：2019年 09月 26日(木) 
場 所：クローバープラザ 
受講者：34名 

＜医療分野＞ 
日 時：2019年 11月 14日(木) 
場 所：クローバープラザ 
受講者：73名 

＜高齢分野・介護支援専門員＞ 
（筑豊地区） 
日 時：2020年 02月 19日(水) 
場 所：飯塚商工会議所 
受講者：23名 

 （福岡地区） 
日 時：2020年 02月 25日(火) 
場 所：天神チクモクビル 
受講者：25名 

 （北九州地区） 
※新型コロナウイルス感染防止のため中止 

（筑後地区） 
※新型コロナウイルス感染防止のため中止 

地域支援体制 ①名簿登録者交流会開催 
（粕屋・宗像） 

日 時：2019年 07月 27日(土) 
参加者：11名 

 （筑後） 
日 時：2019年 08月 03日(土) 
参加者：23名 

（福岡北・糸島） 
日 時：2019年 08月 04日(日) 
参加者：19名 

（北九州） 
日 時：2019年 08月 10日(土) 
参加者：23名 

（福岡南・筑紫） 
日 時：2019年 09月 07日(土) 
参加者：27名 

（筑豊） 
日 時：2019年 09月 21日(土) 
参加者：14名 

 



②事例検討会・勉強会の開催 
（福岡北・糸島） 4回 
（福岡南・筑紫） 3回 
（北九州） 3回 
（宗像） 3回 
（筑豊） 2回 
（筑後） 0回  ※新型コロナウイルス感染防止の

ため中止 
③メンターの配置・活用 
  メンター相談報告  11件 

リスク管理 ①定期報告書チェック 
  8月報告書チェック 2019年 10月 22日(火) 
  2月報告書チェック 2020年 04月以降実施 
②個別ケース会議 
  会議開催：該当なし 
③苦情対応 

対応件数：2件 
④活動報告書電子化に向けた取り組み 

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 
2019年 07月 02日(火) 

本庁家事関係機関連絡協議会 
2020年 01月 30日(木) 

②都道府県ぱあとなあ連絡協議会参加 
2019年 05月 11日(土)～12日(日) 
常務理事、虐待対応担当理事、副委員長出席 

③ぱあとなあブロック会議参加 
2019年 10月 27日(日)副委員長、担当理事出席 

④他機関への委員の派遣 
 ・大牟田市成年後見センター運営管理委員会 
・福岡市成年後見運営委員会 

・行橋市成年後見制度利用促進委員会 

・久留米市社会福祉協議会法人後見運営委員会 

・北九州市社会福祉協議会権利擁護・市民後見センタ
ー運用委員会 

・久留米市成年後見推進協議会 

・八女市成年後見制度利用促進基本計画策定委員会準
備会 

・福岡市中核機関設置検討会議委員 

・日本社会福祉士会権利擁護センターぱあとなあ運営
協議会、後見委員会、法人後見ガイドライン見直しプ
ロジェクトチーム 

⑤日本社士会伝達研修への派遣（意思決定支援）（東京） 
(1)2019年度意思決定支援研修 

2020年 01月 12日(日) 
参加者：1名 

 (2)未成年後見人養成研修 
   2019年 11月 30日(土)～12月 1日(日) 
   参加者：2名 



⑥権利擁護支援の地域連携ネットワークづくりへの委員
派遣、等 

 （福岡市） 
    第 1回 2019年 10月 23日(水) 
    第 2回 2019年 11月 18日(月) 
    第 3回 2019年 12月 25日(水) 
 （北九州市） 

第１回 2020年 02月 28日(金) 
 （行橋市） 

第 1回 2019年 06月 07日(金) 
第 2回 2019年 11月 27日(水) 

 （八女市） 
    第 1回 2019年 12月 19日(木) 
 
（飯塚支部地域連携ネットワークＷＴ） 

第 1回 2019年 06月 13日(木) 
第 2回 2019年 08月 10日(土) 
第 3回 2019年 11月 21日(木) 

⑦家裁定例会議参加 
 第 1回：2019年 05月 14日(火) 
第 2回：2019年 07月 11日(木) 
第 3回：2018年 09月 09日(月) 
第 4回：2019年 10月 31日(木) 
第 5回：2019年 12月 23日(月) 

会議開催 ①委員会の開催 
第 1回：2019年 04月 16日(火) 
第 2回：2019年 05月 30日(木) 
第 3回：2019年 06月 24日(月) 
第 4回：2019年 08月 21日(水) 
第 5回：2019年 09月 30日(月) 
第 6回：2019年 10月 29日(火) 
第 7回：2019年 11月 21日(木) 
第 8回：2019年 12月 18日(水) 
第 9回：2020年 01月 16日(木) 

②部門会議の開催 
（部門長会議） 

    第 1回：2019年 08月 05日(月) 
第 2回：2019年 10月 29日(火) 

（リスク管理部会） 
 第 1回：2019年 08月 07日(水) 
 第 2回：2019年 10月 22日(火) 

（法人後見部会） 
  第 1回：2019年 04月 23日(火) 

第 2回：2019年 07月 16日(火) 
第 3回：2019年 10月 10日(木) 
第 4回：2020年 01月 23日(木) 

（人材研修部会） 
第 1回：2019年 06月 02日(日) 
第 2回：2020年 01月 18日(土) 



 
（継続研修部会） 

第 1回：2019年 05月 18日(土) 
第 2回：2019年 07月 20日(土) 
第 3回：2019年 10月 20日(日) 
第 4回：2020年 01月 11日(土) 

（地域支援部会） 
福岡北・糸島 5回 
福岡南・筑紫 6回 
粕屋・宗像 4回 
北九州 3回 
筑豊  2回 
筑後 0回 

   ※新型コロナウイルス感染防止のため中止 

③地域連携ネットワークＰＪＴ会議 
第 1回：2019年 04月 11日(木) 
第 2回：2019年 05月 23日(木) 
第 3回：2019年 07月 10日(水) 
第 4回：2020年 01月 08日(水) 

総括 （2020年度に向けた課題等） 
（１）推薦依頼の増加に対して候補者推薦が追いついていない。結果として、候補者なしで家裁

へ回答する件数が増えている。名簿登録者の養成及び地域支援部による顔の見える関係作
り、未受任者への受任サポート、名簿登録抹消の予防が今後の課題 

（２）リスク管理においては、活動報告書の記載漏れや軽微なミスを確認している。苦情受付や
提出期限の遵守ができない名簿登録者へのフォローが今後の課題 

（３）名簿登録者の質の向上に向け、名簿登録更新制度における研修等未受講者へのフォローが
今後の課題 

（４）地域における権利擁護支援ネットワークにおいては、中核機関の設置に向けて地域ごとに
協力体制を構築していくことが今後の課題 

（５）ぱあとなあ福岡の運営にかかる財源確保においては、本会の得意とする研修事業における
収益の確保、法人後見の体制強化、名簿登録料や会員派遣調整手数料のぱあとなあ事業へ
の配分見直しなどの検討が今後の課題 

（６）未成年後見人の推薦依頼に対応できる体制を整えることが今後の課題であることから未成
年後見体制整備ＰＪＴを設置して検討を行う。 

（７）無報酬案件や報酬が期待できない事案に対して、ぱあとなあ福岡としては報酬助成を行う
ことで受任者の確保に努めることが課題であることから、報酬助成検討ＰＪＴを設置して
検討を行う。 

（８）地域における権利擁護支援ネットワークの構築において、市民後見人を養成する法人等の
研修実施体制を支援することが今後の課題であることから、市民後見人養成研修パッケー
ジ化ＰＪＴを設置して検討を行う。 

 
 

 



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 

２０１９年度事業計画 ２０１９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（2020年 3月 31日現在） 
 福岡県弁護士会   51名 
 福岡県社会福祉士会 57名 

2019年度契約市町村等 
 福岡県、福岡県介護保険広域連合、16市町 

個別ケース会議等への派遣 31件（以下内訳）   
 養護者による高齢者虐待         12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      1件 
 使用者による障害者虐待            0件 

研修会等への講師派遣  17件（以下内訳） 
 弁護士単独        1件 
 社会福祉士単独     11件 
 弁護士・社会福祉士ペア  5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 
①日 時： 
1日目 2019年 07月 13日(土)10:00～16:30 
2日目 2019年 08月 31日(土)10:00～17:45    

②場 所：福岡県弁護士会館 

③内 容： 
1日目：・チームのマニュアルの説明 

・養護者による障害者虐待事例演習 
・障害者福祉施設従事者等による障害者虐待事
例演習、施設種別と根拠法解説 

 2日目：・養護者による高齢者虐待（派遣前の連絡調
整、会議運営、権限行使についての助言等） 

・養介護施設従事者等による高齢者虐待（派遣
前の連絡調整、事実確認調査、ヒアリング等
における助言等） 

④受講者：1日目 47名 
2日目 51名（うち 10名県外） 

日本社会福祉士会主催研修等
への参加 
 
 
 
 
 
 
 
 

都道府県ぱあとなあ連絡協議会 
①日 時：2019年 05月 11日(土) 

05月 12日(日) 

②場 所：綿商会館 

③内 容:成年後見制度利用促進基本計画の推進について、
診断書の改定と本人情報シートについて、他 

④派遣者：１名  



総括 （2020年度に向けた課題等） 
 会議・講師派遣は、2018 年度 35 件、19 年度は 48 件であった。ここ 2 年の動向として福岡県
介護保険広域連合に属する自治体からの支援要請が増加している。養護者による高齢者虐待事例
が 12 件とほぼ例年並みであるが、施設従事者等による高齢者虐待事例は 9 件と、毎年増加傾向
にある。チーム登録者に対して、介護保険法・老人福祉法や指導・処分時の根拠法令、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、改善指導の内容等の研修を行うが、
時間が足りない。行政がコンプライアンスに沿った対応ができるように助言を行う高度な専門性
の確保が課題である。 
また、助言の効果、またはチームへの要望、課題等を検討するための検証を市町村合同で行う

ことも検討したい。 
 
（１）チーム登録者研修おいて、会議前の情報収集、招集メンバーの助言、基本的な虐待ソーシ

ャルワークの流れを理解する。 
（２）運営管理委員会において派遣チームより助言の報告振り返りを行い、スキル向上を目指す。 
（３）事例に応じて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、支援要請が少ないため、本会主催の研修にフィードバックする

などチーム外の取組と連携する。 
 

弁護士、社会福祉士の専門性を高め、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。また本年度実施した、チーム登録者研修は福岡
近県への受講案内を行い、10名の県外チームからの出席を得た。今後も交流を図り他県との情報
交換や支援力向上に寄与する役割も担っていきたい。 
 

 

  



委員会名・事業チーム名：長期入院被保護者ＣＡ事業推進チーム   担当理事名：長田 和宏 

２０１９年度事業計画 ２０１９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、宗像・遠賀、嘉穂・鞍
手、筑紫、京築、北筑後及び南筑後）の保健福祉環境事務
所に、コーディネート・アドバイザー（ＣＡ）を配置し
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。 
132名の対応件数のうち、「退院・社会復帰」が 80名、

対応継続中が 40名、支援中止は 12名であった。 
対応件数の 60.6％が退院・社会復帰に結びつき、目標

の 70名を上回る実績となった。 

宮若市長期入院被保護者ＣＡ事業 
の実施 
 
 
 
 

宮若市役所保護人権課にコーディネート・アドバイザ
ー（ＣＡ）1名を配置して、当該保護人権課ケースワーカ
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。 
 10名の対応件数のうち、退院・社会復帰は 7名、対応
継続中は 2名、支援中止は 1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名を配置して、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。 
 12名の対応件数のうち、退院・社会復帰は 7名、対応
継続中は 3名、支援中止は 2名であった。 
また、今年度 1 件の障害年金裁定請求を行い保護自立

につながった。 

定例ＣＡ会議の開催 
 
 
 
 

博多事務所にてＣＡ会議を計 8 回開催（3 月は新型コ
ロナ感染防止のため中止）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、退院先にかかわる社会資源情報の共有化を図り、

本事業の推進に寄与した。会議に県本庁保護・援護課の
担当係長を招聘し、本事業の趣旨・役割について意見交
換を実施し、事業の円滑化につながった。 

総括 （2020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、2015 年度からは国庫補助率が 3／
4に削減された。2017年度の県 CA事業からは、退院後の支援業務が新たに加わり、契約日数
が 1,067日の事業となった。入院患者については、退院可能な状況であればできるだけ早い
段階から退院に向けた検討をしている。 

（２）2020年度も、コーディネート・アドバイザー、担当ケースワーカーはもとより、地域の保
健・医療・福祉関係者等との連携強化を図り、役割を遂行していく。 
ただし、新型コロナ感染防止対応が特に 3月以降、強化される中で活動が大きく制約され、

また新規受け入れを見合わせる施設も多数あることからその影響が懸念される。 
 

 

  



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：長田 和宏         

２０１９年度事業計画 ２０１９年度事業報告 

相談支援員とのミーティング 
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）し、その中でスーパーバイザーに
よる研修、相談支援員の事例検討を計 6回行った。 
 
スーパーバイザーの定期的な各区訪問により相談支援 

員へのスーパービジョン、フォローアップを行った。 
 

市とのカンファレンス、事業報告 
 
 
 

毎月の定例会にて各区の相談支援状況が報告され、市
と課題、懸案事項の共有化、検討を実施した。 
 
2019年度は 12回実施した。 
 

関係者会議（市担当者、相談支援員、
事業担当理事、本会三役等） 
 

生活困窮世帯支援拡充、訪問型学習支援関連で 13回、
関係者会議を実施した。 

効果測定 
 

年間の実績をまとめ、年間報告書を作成した。 
 効果測定は、 
 ・保護者との継続的関係について進展した(161件) 
 ・子どもとの継続的関係について進展した(121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 （2020年度に向けた課題等）  
・2019年度は 0.5人配置であった 2区を 2020年度は各区 1名配置することができた。これによ
り子どもの健全育成に向けた、より細やかな充実した支援を実施することができると考える。 

・2020 年度は各区 1 名につき 1 台のパソコンを配備し、社内ＬＡＮの共有フォルダを通じ、各
区と統括との情報の共有化が以前よりも円滑になる予定。 

・福岡市の生活困窮世帯支援、訪問型学習支援との協力体制の維持、強化を図る。他機関との情
報共有により、しっかりとしたアセスメントを行い、充実した支援計画を作成していく。 

・新型コロナ感染予防対策のため、学校が長期間休校となり、また訪問活動にも自粛せざるを得
ない状況のため、その影響が心配される。 

 

 

 

  



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：長田 和宏 

２０１９年度事業計画 ２０１９年度事業報告 

当該事業の支援実績 
 
 
 

2019 年度も支援員 2名（週 4 日程度、年間 187日×
2）を配置し、家庭訪問や来所面談等を通して、学校や
関係機関・社会資源等との連携を図りながら、生活環境
や就学・進学の課題等の世帯が抱える課題についての支
援を行った。 
実績数としては、継続 77世帯子ども 93名（うち生活

困窮 15世帯）、新規 23世帯子ども 28名（うち生活困窮
10 世帯）、終結 4 世帯子ども 4 名（うち生活困窮 1 世
帯）で増加傾向にある。また中学卒業生 163名に対して
も支援を行った。 
 結果、高校進学希望児 46名中 42名が進学し、高校中
退者 3名が再入学できた。 

定例会議および市とのカンファレン
スの実施 
 

無料塾利用者については、毎月一回、生活支援課担当
者、生活自立支援センター担当者、無料塾担当者とのカ
ンファレスを行い、課題の共有化、支援の方向性等を確
認している。また、無料塾担当者とケース検討を随時行
い、連携して支援を行っている。 
生活支援課担当者と定例会などのカンファレンスを

実施し、事業の取り組み状況、課題の共有化、支援の方
向性等を確認し、事業が円滑に実施できるように協議検
討を行った。また、担当ケースワーカーとのケース検討
を随時行い、ケース内容に応じた支援を図った。必要に
応じて、家庭子ども相談課、SSW、中学校、医療機関と
もケース会議を行い、連携して支援を行っている。 

総括 （2020年度に向けた課題等） 

2020年度も引き続き久留米市より本事業を受託、久留米市、関係機関との連携体制を強化し
事業を実施しており行政からの評価を得ることができている。 
学習支援にとどまらず世帯の諸課題に対し幅広く支援を行っていることから、2019 年度か

ら事業名が、「久留米市子どもの学習・生活支援事業」に変更された。支援対象世帯（小学校高
学年以上）が年々増加している現状があり、そのため事務の効率化を図ったが、業務内容の精
査及び支援実施状況等の確認をはかる必要がある。  
また、新型コロナ感染予防のため、無料塾や子ども食堂に影響が出る一方で、家庭訪問も自

粛せざる得ない状況が続き、学校も休校期間が長かったため、親子関係等も含めて心配される
状況となっている。 

 

 

  



委員会名・事業チーム名：ホームレス自立支援事業推進チーム    担当理事名：長田 和宏 

２０１９年度事業計画 ２０１９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 
 

ホームレス巡回相談事業においては、福岡市内を 9 エ
リアに分け、巡回・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。福岡市生活福祉部生活自立支援
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おこなった。2019年度は新規対
応者 76名含む延べ 1,699名への支援をおこなった。 
アフターケア事業においては、巡回相談支援から居宅

設定となった方々、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、居宅生
活のサポートをおこなった。今年度から新たに、従来の
定期訪問を軸とした最長 1 年の訪問支援に加えて、訪問
支援終了後に、電話相談を軸とした最長 1 年の「定着支
援」を開始した。訪問支援は 2019 年度に新規対象者 36
名含む延べ 331名への支援を行い、定着支援は 22名への
支援を行った。 
 
※事務所開設 平日 9～18時 
 

ホームレスの実態に関する全国調査 
（概数調査）の受託 
 

2020年 1月 14日(火)～17日(金)で実施。 
当該事業相談員および本会会員の協力を得て、福岡市

一円を巡回し、目視によってホームレス数の調査を行な
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 
 

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管理課指導員・巡回相談員連絡会支援調整会議 
（年 2回） 

②支援調整会議（福祉センターあおぞら）（毎月） 
③就労自立支援センター会議（毎月） 
④抱樸館シェルター会議（毎月） 
⑤福岡県ホームレス自立支援推進協議会 
⑥関係機関連携会議（意見交換会）（年 2回） 
 

職員研修の実施 
 
 

①内部研修の開催（2月） 
②スーパーバイザーによるスーパービジョンの実施 
 （8月） 
③福岡市新任保護課職員研修への参加 
 （4月 3名、5月 3名） 
④福岡県生活困窮者自立相談支援事業従事者研修への参 
 加 
 （9月 1名、1月 1名） 
 

定例会の開催 

 

 

毎月第 3 水曜日に巡回・アフター会議、第 4 金曜日に
活動報告会を開催した。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、事業の推進に寄与できた。 
 



総括 （2020年度に向けた課題等） 

ホームレス巡回相談事業においては、2019年度後半に発生した新型コロナウイルスの感染拡大の影
響により、ホームレス増加の可能性が考えられる。連携機関と協力しながら、新たにホームレスとな
った方々とより多く接触し、支援窓口へと繋げることが求められるだろう。 
また、前年度までの傾向と同様に、定住型ホームレスの減少、移動型ホームレスの増加、ネットカ

フェ等を利用する見えにくい住所不定者の出現・増加がみられるため、都市中心部の巡回増、他事業
所との連携による情報収集をより強化していく必要がある。新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、
ネットカフェ等で生活していた住所不定者が路上生活となっている可能性もあるため、先述した都市
中心部の巡回を増やすことで支援窓口へと繋ぎたい。 
多様な理由で保護申請等による路上脱出を避け、長年路上生活を送るホームレスについては、高齢

化、路上生活の長期化が進んでおり、粘り強い声掛けによる路上脱出支援をおこなう必要がある。 
アフターケア事業においては、訪問支援終了後の電話連絡を軸とした定着支援の開始によって、よ

り長くサポートできる体制となった。再びホームレスになることを防ぎ、居宅生活を定着させる結果
へと繋がるよう、実績を踏まえながら支援方法を随時見直していきたい。 

 

 

 

委員会名・事業チーム名：直方市介護扶助適正化事業推進チーム   担当理事名：長田 和宏 

２０１９年度事業計画 ２０１９年度事業報告 

主な業務内容 
① 主に介護保険の被保険者ではな
い生活保護利用者の介護扶助にか
かる自立支援、ケアプラン等の点
検業務 

② 当該者に対する介護サービスの
利用にかかる指導・援助及び指定
介護機関との調整 

③ 当該者の介護扶助適正化にかか
る支援及び実績確認業務 

④ 当該者にかかる自立支援給付該
当可能性確認台帳の整備に関する
業務 など 

 

1年間で対象者計 5,098名のケアプランチェック等、
下記の業務を行った。 

ア、居宅介護支援事業者より提出された計画書、限度
額、他法優先、障害者自立支援法等のチェック 

イ、福岡県国民健康保険団体連合会より送付された公費
負担請求額通知書（公費負担者分）とケアプランの利
用票の実績確認 

ウ、障害者自立支援法を利用される介護保険との併用利
用者のケアプラン等を障害者福祉担当者と共有、ケア
プランを提出 

エ、計画書、利用表について、居宅介護支援事業者に確
認のうえ指導を行い、訂正・再提出を依頼 

オ、ケースワーカーと担当者会議に同行し、適切な介護
サービスがケアプランに導入されているか専門職とし
て意見 

カ、施設や介護サービス等について、ケースワーカーと
共有し連携 

 
総括 （2020年度に向けた課題等） 
2018年度からの新規事業のため、保護課と協議しながら業務手法等をまとめて来た。 
その中で、生活保護（介護扶助）制度では、介護保険の被保険者ではない 65歳未満について

は、介護保険の第 2号被保険者と異なり、他法他施策優先の原則により障害者施策の活用がま
ず求められることなどの違いを理解されていないケアマネジャーが依然として多く、特に説明
を要した。 
2020年度は本事業３年目となるが、担当者が代わったため、業務手法を確認し、利用者によ

り適切なサービスが提供されるように努める。 
 

  



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         

２０１９年度事業計画 ２０１９年度事業報告 

福岡県福祉サービス第三者評価機関
としての評価調査実施 
 
 
 

2019年度は、以下のとおり 16件の評価を実施した。 
①社会的養護関係施設：11件 
・児童養護施設：6件 
・母子生活支援施設：4件 
・乳児院：1件 

②保育所：3件 
③障がい児・者施設：1件 
④救護施設：1件 

評価調査機関としての基盤強化 
 
 
 

【評価調査者の人材育成】 
①全社協主催社会的養護関係施設評価調査者養成研修へ
の調査員派遣受講：1名 

②全社協主催社会的養護関係施設評価調査者継続研修へ
の調査員派遣受講：1名 

③県社協主催第三者評価調査者養成研修への参加：9名 
（組織運営系 3名、福祉系 9名を増員した） 

④福岡県社会福祉士会独自研修の開催 
日 時 2019年 06月 23日(日) 
場 所 博多事務所 
参加者 13名 
テーマ 保育所の評価調査について 

（保育指針、評価基準変更） 
⑤福岡県社会福祉士会独自研修の開催 

日 時 2019年 12月 15日(日) 
場 所 クローバープラザ 
参加者 21名 ※内介護福祉士会調査員 4名受入れ 
テーマ （講義）児童虐待防止、 

（演習）模擬調査、コメント作成 

【受審体制の基盤整備】 
①救護施設用評価調査帳票の作成 

【県内評価機関との連携】 
①県社協主催研修への講師派遣（委員会より 2名）  

総括 （2020年度に向けた課題等） 

社会福祉施設の第三者評価では、福岡県内では最も多い調査件数を担当している。特に社会的
養護関係施設の調査の多くは本会が調査を受け持った。また、県内３調査機関で、最も多い調査
者を配置している。 
 しかし、有資格者は少なく、2020年度では運営委員の資格を失うものが 4名おり、残り 4名で
は今後、多くの施設調査を担当できない。 
このため、暫定的に有資格者には運営委員会に参加を要請し、本会として、2020年度も同数程

度の調査ができるような配慮が必要となった。 
2020 年度は社会的養護関係施設で３年度間周期の最終年度に当たる 14～15 件程度が見込まれ

ており、保育所や高齢等その他の分野も含めて 18 件程度の受審を見込んでいる。多くの施設か
ら調査の依頼が入ると予測されるため、これに的確に応えられる受審体制の整備と新任調査員の
人材養成も同時に図って基盤強化を行う。 

 

  



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 

２０１９年度事業計画 ２０１９年度事業報告 

2019 年度社会福祉士実習指導者講習

会の開催 

2019年度社会福祉士実習指導者講習会 

日 時：2019年 11月 01日(金) 

11月 02日(土) 

場 所：クローバープラザ 

修了者：73名 

実習指導者フォローアップ研修会の

開催 

実習指導者フォローアップ研修会 

～学生の立場を理解する指導方法～ 

日 時：2019年 12月 14日（土） 

場 所：クローバープラザ 

内 容：実習スーパービジョンについて 

実習プログラミングについて 

・講義（学生へのアンケート調査から） 

・演習 

実習スーパービジョン 

・演習（日誌の書き方指導） 

講 師：長野 圭介 氏（福岡県社会福祉士会会員） 

     大西 良 氏（筑紫女学園大学） 

受講者：20名 

実習指導に関する調査、研究 

 

実習プログラミングにおいて、養成校へ「学生への実

習プログラムについてのニーズ調査」を行い、フォロー

アップ研修（プログラミング論）にて報告した。 

実習指導に関する団体との協力・連携 養成校より委員として委員会活動へ参加をして頂き、

養成校側の視点を取り入れた内容を研修へ取り入れた。 

総括 （2020年度に向けた課題等） 

 実習指導者講習会の開催を例年どおり行った。73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。 
 フォローアップ研修については、例年、年 2回のフォローアップ研修を開催していただが、数
年にわたり、参加者が少なく、赤字が続いていたため、年に 1度の開催へ変更した。 
 そのかわり、実習指導に関する調査・研究を行い、養成校へ「学生への実習プログラムについ
てのニーズ調査」実施し、フォローアップ研修にて報告した。 

 

  



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         

２０１９年度事業計画 ２０１９年度事業報告 

研究誌の発行 
 

 

4月応募要領を 4月号通信に掲載。 
投稿者が 6件に満たなかったため、2019年度分として

の研究誌は発行できなかった。 

会員向け研修会の開催 
 

論文の書き方に関する研修会・研究報告会 
日 時：2020年 02月 09日(日)13:00～15:30 
場 所：博多事務所 
内 容：①論文の書き方に関する講義 

②研究報告 
受講者：14名 

総括 （2020年度に向けた課題等） 
会員向けの論文や研究ノートの「研究誌」への投稿呼びかけ、論文作成の意欲の喚起と作成

方法の説明などが今後の課題と考えている。 
本会は全国の社会福祉士会でも数少ない研究誌発行制度を持っている。研究誌発行は会員の

研究成果の発表機会であり、大学院等で学んでいる会員に今後も投稿を呼びかけていく。 
本会には、高齢分野や障がい分野、児童分野など様々な分野で活用している方が多いので、

多くの分野からの投稿が期待できる。 
2019年度は投稿がなく、発行に至らなかったが、今後も福岡県会所属の社会福祉士に向け

て、実践課題の提起や研究内容を検討する機会として、活かしていきたい。 

 

  



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 

２０１９年度事業計画 ２０１９年度事業報告 

研修会の開催 
認証研修の開催 

 

 

 

 

 

独自研修の開催 

 

「地域共生社会推進研修」の開催（新規申請分） 
日 時：2019年 12月 21日(土) 

12月 22日(日) 
場 所：クローバープラザ 
講 師：野口定久氏（日本福祉大学）他 
受講者：26名 

 
①「楽しく学んでためになる 社会調査と地区診断」 
日 時：2019年 07月 20日(土)  
場 所：筑紫女学園大学 
講 師：大西 良氏（筑紫女学園大学） 
受講者：23名 

 
②「楽しく学んでためになる 社会調査と地区診断」 
日 時：2020年 03月 07日(土)  
場 所：筑紫女学園大学 
講 師：大西 良氏（筑紫女学園大学） 

※新型コロナウイルス感染防止のため中止 

日本社会福祉士会 全国実践研究集
会へ委員派遣 
 

日本社会福祉士会主催の全国実践研究集会へ委員を１
名派遣 
派遣委員による、伝達講習会を実施 

メンター制度 

 

メンティ６名に対して実施。 

委員による支援と地域包括支援センター評価シートを
用い評価を実施 

他委員会との連携 

 

福岡県高齢者虐待対応専門職員研修へスタッフ協力と
チーム登録者研修会への参加を行った。 

新たな認証研修の企画 

評価調査機関としての基盤強化 
 

2020年度に向けて、理論とアプローチの認証研修を企
画中 

 

総括 （2020年度に向けた課題等） 

当委員会では、新たな認証研修を企画・開催した。受講生からの満足度は一定程度受けること
ができたが、受講者数が内容に対して少なかった。周知活動について再考を要すると考えられる。
また、新たな認証研修も企画をし、更なる研修と活動の充実を図る所存である。 
独自研修として地域診断をテーマに研修会を実施した所、受講生から第２弾の要望が高く、新

たに企画したが、社会情勢により中止を余儀なくされた。環境が整った後に改めて開催する予定
としている。 
メンター制度は地域包括支援センターに従事する経験が少ない社会福祉士に対しては有効に

活用でき、メンティからも好評を得ているので、来年度も継続していきたい。メンター制度や他
委員会との連携は活動として行いながら、委員・会員双方の向上を図れるものと実感している。
今後も継続をしていきながら、更に充実を図っていく。 

 

  



委員会名・事業チーム名：広報委員会               担当理事名：安田 征司 

２０１９年度事業計画 ２０１９年度事業報告 

「ふくおか社会福祉士通信」の監修 
 
 
 
 

通信は毎月初に年 10回発行。（6月と 7月，2月と 3月
は合併号として発行した） 
①発行に際し委員 2名で誤字脱字等のチェックを行い、理
事会の意見を踏まえながら紙面づくりを行った。 

②専門職へのインタビューを実施。2019年 12月号通信に
掲載し、社会福祉士の活躍を周知啓発した。 

③福祉にやさしいお店の取材を 2件実施。2019年 6月 7月
合併号と 9月号に掲載し、県内の福祉に理解のある事業
所を周知啓発した。 

県民対象の講演会並びに県民対象の
セミナーの開催 
 
 
 
 

以下の通り県民向け講演会・シンポジウムを開催した。 
日 時：2019年 11月 09日(土)10：00～12：00 
場 所：久留米シティプラザ 
    くるめ福祉みらい博市民向けイベント 
内 容：健やかな老い、健やかな最期をむかえるために 
講 師：二ノ坂 保喜氏（にのさかクリニック） 
参加者：約 50名 

出前講座の開催 
 
 
 

出前講座への本会会員派遣は、次の１件。 
日 時：2019年 12月 18日(水) 
場 所：新多園デイサービスセンター 
テーマ：家族が病気になったとき 

総括 （2020年度に向けた課題等） 

（１）委員会運営について 
年度途中での担当理事の変更があったが、委員を中心に会議を進めることができた。今後

は、通信の内容の充実を図り、他の委員会とともに有意義な紙面づくりに努めていく。 
（２）県民向けセミナーについて 

年度途中での理事の変更等があり、短い準備期間ではではあったが、主催者をはじめ、広
報委員会の委員を中心に各ブロック、他の委員会の協力を得て、県民向けセミナーを実施し
た。次年度は、新型コロナウイルスの状況を見て、県民向けセミナーの準備を検討していく。 

（３）出前講座の実施について 
今年度は１件あった。今後件数を増やすために、チラシ作成を行い、幅広く講座の実施が

できるように取り組んでいく。  

 

  



委員会名・事業チーム名：ユース委員会                担当理事名：原田 剛 

２０１９年度事業計画 ２０１９年度事業報告 

入会啓発活動 
①社会福祉士養成学校へ社会福祉士
の魅力や福祉現場の理解について
説明 

②入会啓発のリーフレットの作成 

社会福祉士養成校の学生に対する説明会等は未実施。 
今後、養成校等との連携協力体制の方法を検討していく

必要がある。 
 
入会啓発のリーフレット作成は今後継続し検討してい

く。 
新規入会会員に対する交流会の開催 
 

入会から 3年以内、非会員・学生等を対象とし社会福祉
士会の活用の仕方等を説明すると共に会員同士の交流を
図る場の提供を行った。 
日 時：2019年 10月 05日(土)15:00～17:00 
場 所：博多事務所 
参加者：会員 18名 非会員:1名 

国家試験受験生応援企画 
 
 

第 32回社会福祉士国家試験当日に国家試験会場で
受験者に対して応援メッセージを記入したカード
等を配布。 
日 時：2020年 02月 02日(日)08:00～9:00 
場 所：福岡女学院大学 
参加者：ユース委員会委員 8名 

総括 （2020年度に向けた課題等） 
2019年度は新規入会会員の交流を図るための説明会を実施。その後親睦を深めるための懇親会

を開催し多数の新規入会者、非会員等に参加して頂き、目的を達成することができている。 
次年度は新規入会者に対する説明会、及び懇親会等は各ブロックで実施予定。 
また国家試験受験者応援企画は事前に委員が手書きで応援メッセージ等を書き受験者 230 名程

度に配布することができている。 
2020年度は非会員を対象とし入会促進等に繋がる活動を行っていく。 
国家試験受験対策講座の受講者に対して、福岡県社会福祉士会の活動内容について積極的に情

報を発信し、入会促進に繋げていく。 

 

  



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 

２０１９年度事業計画 ２０１９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、組織率の向上
を図る。 

 
 
 
・会員の研修履歴管理を行い、修了申
請及び認定社会福祉士の認定申請
については個々の会員をフォロー
する。 

2018年度認定社会福祉士オリエンテーション 
日 時：2019年 03月 24日(日)13:30～15:00 

→4月 25日(土)へ延期 
→中止 

場 所：クローバープラザ（クローバーホール） 
※新型コロナウイルス感染防止のため中止 

 
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 

 
・生涯研修センターを核として養成

校協会と連携しながら SV実施体制
を構築する会員の受講環境を整備
することを目的として、養成校協
会、九州沖縄ブロックの各県士会と
の連携体制を構築する。 

 
 

 

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：2019年 07月 30日(火)19：00～21：00 
議 題 
・2019年度各認証研修についての経過報告について 
・2019年 10月申請の認証研修について 
・査読基準について 
・研修の開催日程について 
・スーパービジョン事業について 

・認定社会福祉士制度研修認証申請

行い、会員の認定社会福祉士認定研

修受講の機会を確保する。 

 

・共通専門・分野専門・SV事業の進捗

管理及び達成状況の把握と評価を

適切に実施する 

 

 

 

【2019年度実施認証研修】 
①災害支援活動者養成研修 
(分野専門/地域社会・多文化分野/ソーシャルワーク機能
別科目群) 1単位 
2019年 05月 18日(土) 
2019年 05月 19日(日) 

②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 
2019年 07月 20日(土) 
2019年 08月 03日(土) 
2019年 08月 04日(日) 

③高齢期におけるエンドオブライフ・ケア 
（分野専門／高齢分野／対象者別科目群）1単位 
2019年 10月 26日(土) 
2019年 10月 27日(日) 

④子ども虐待防止のソーシャルワーク（虐待への対応） 
（分野専門／児童・家庭分野／ソーシャルワーク機能別

科目群）2単位 
2019年 11月 02日(土) 
2019年 11月 03日(日) 
2019年 11月 30日(土) 
2019年 12月 01日(日) 

⑤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 
2019年 11月 30日(土) 
2019年 12月 01日(日) 



⑥医療ソーシャルワーク論（病院生活支援） 
（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 
2019年 11月 30日(土) 
2019年 12月 01日(日) 

⑦地域共生社会推進研修 
（分野専門/地域社会・多文化分野/ソーシャルワーク機

能別科目群）1単位 
2019年 12月 21日(土) 
2019年 12月 22日(日) 

⑧自殺予防ソーシャルワーク研修 
（分野専門/地域社会・多文化分野/対象者別科目群） 
1単位 
2020年 01月 25日(土) 
2020年 01月 26日(日) 

⑨家族ソーシャルワーク～システム理論を用いた家族の
見立てとアプローチ～ 
（分野専門科目/地域社会・多文化分野/ソーシャルワ
ーク機能別科目群）1単位 
2020年 02月 22日(土) 
2020年 02月 23日(日) 

⑩成年後見人材育成研修（委託研修） 
（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 
2019年 07月 28日(日) 
2019年 08月 18日(日) 
2019年 10月 20日(日) 
2019年 11月 03日(日) 

 

※2019年度日本社会福祉士会より承認受けた認証研修 

・家族ソーシャルワーク 

～システム理論を用いた家族の見立てとアプローチ～ 

・地域共生社会推進研修 

・発達障がいの理解と発達障がい社に対する支援の実際 

 
【スーパービジョン研修】 
・スーパーバイザー20名 
・スーパーバイジー38名受講中 

総括 （2020年度に向けた課題等） 

（１）認証研修の内容について引き続き精査し、新たな認証研修申請を計画的に行っていきなが

ら、会員の研修ニーズに応えていく。 

（２）スーパービジョン研修については、若干受講者が 2018年度より減少したが、認定社会福祉

士取得に向けた重要な研修となっているため、引き続きスーパーバイジーのニーズに応えら

れるように体制を整えていく。またスーパーバイザーへのフォローアップも検討していく。 

（３）新型コロナウイルス感染拡大防止のため、「認定社会福祉士オリエンテーション」は開催で

きなかったが、2020年も継続して実施する。その内容も工夫し更なる制度の広報啓発活動に

努めたい。 

（４）研修を企画運営する、高齢者、障がい者支援、医療、児童・家庭、地域社会・多文化、ぱ

あとなあ福岡の各委員会とも情報交換、共有を行い適切な運営を継続的に行っていく。 



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 

２０１９年度事業計画 ２０１９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】 
事前課題「社会福祉士の役割を考える」 

日 時：2019年 08月 17日(土)09:30～17:30 
場 所：クローバープラザ 
受講者：98名 

【中間課題研修】 
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：2019年 10月 27日(日)09:30～17:00 
場 所：クローバープラザ 
受講者：85名 

【集合研修Ⅱ】 
日 時：2020年 02月 02日(日)09:30～17:00 
場 所：クローバープラザ 
受講者：88名 

【基礎研修Ⅰ受講者 100名  修了者 88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：2019年 04月 14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：2019年 04月 28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） 

☆中間課題（実践評価・実践研修系科目） 

【第 3回集合研修】 
日 時：2019年 05月 12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 

（模擬事例検討会） 
☆事後課題（実践評価・理論系科目） 

☆事前課題（権利擁護・法学系科目） 
【第 4回集合研修】 
日 時：2019年 06月 09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） 

☆事後課題（権利擁護・法学系科目） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【第 5回集合研修】 
日 時：2019年 07月 14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） 
 

☆事前課題（サービス管理・経営系科目） 
【第 6回集合研修】 
日 時：2019年 08月 25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：2019年 09月 08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 

（リスクマネジメント、苦情解決システム） 
 
【第 8回集合研修】 
日 時：2019年 09月 22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（事例検討） 

☆事後課題（サービス管理・経営系科目） 
 
☆中間課題（地域開発・政策系科目） 

【第 9回集合研修】 
日 時：2019年 10月 27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） 
☆事後課題（地域開発・政策系科目） 
 
【第 10回集合研修】 
日 時：2019年 11月 17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：2019年 12月 08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 71名 修了者 63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：2019年 04月 28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：2019年 06月 08日(土)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 

（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） 

☆中間課題（実践評価・実践研修系科目） 

【第 3回集合研修】 
日 時：2019年 07月 14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 

（模擬事例検討会） 

☆事後課題（実践評価・理論系科目） 

☆事前課題（権利擁護・法学系科目） 

【第 4回集合研修】 
日 時：2019年 08月 25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） 

☆事後課題（権利擁護・法学系科目） 

【第 5回集合研修】 
日 時：2019年 09月 08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） 

☆事前課題（サービス管理・経営系科目） 

【第 6回集合研修】 
日 時：2019年 09月 22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：2019年 10月 27日(日)09:30～13:00 
場 所：クローバープラザ 
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） 



【第 8回集合研修】 
日 時：2019年 11月 17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（事例検討） 

☆事後課題（サービス管理・経営系科目） 

 
☆中間課題（地域開発・政策系科目） 
【第 9回集合研修】 
日 時：2019年 12月 15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） 
☆事後課題（地域開発・政策系科目） 

【第 10回集合研修】 
日 時：2020年 01月 12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：2020年 02月 02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（新人教育プログラム） 

☆事後課題（人材育成系科目） 

【基礎研修Ⅲ受講者 60名 修了者 49名】 

全国生涯研修委員会議出席 
 
 
 
 

日 時：2019年 09月 28日(土)～29日(日) 
場 所：タイム 24ビル 
内 容：生涯研修制度と都道府県社会福祉士会の役割 

e-ラーニングの活用について 
生涯研修制度の活用について 

参加者：多田 祐二 

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 
・福岡県立大学 2名（3年生） 

総括 （2020年度に向けた課題等） 

2019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、100 名の受講申

込があり、88名が修了することができた。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、2019年度も引き続き広報活動に力を入れて入会促進も含め、受講者の確
保に努めていく。 

（２）基礎研修Ⅱについて、71 名の受講申込みに対して 63 名が修了した。学生ボランティアで
参加された 2名も研修に参加され、卒業後の活躍にも期待するとともに入会案内を行った。
引き続き安定した研修運営の充実を図っていく。 

（３）基礎研修Ⅲについて、60 名の受講申込みに対して 49 名が修了した。過去最高の受講者数
となったが大きな問題もなく研修を終了することができた。例年通り、受講生同士のネット
ワークは密に広がり、認定社会福祉士取得や成年後見人材育成研修を目指すという次のステ
ップへの動機づけとなっている。 

 

 



委員会名・事業チーム名：児童・家庭委員会            担当理事名：田中 伸助  

２０１９年度事業計画 ２０１９年度事業報告 

認定社会福祉士認証研修の開催 認定社会福祉士認証研修 
日 程：2019年 11月 02日(土) 

11月 03日(日) 
11月 30日(土) 
12月 01日(日) 

内 容：「虐待への対応（児童）」2単位 
場 所：クローバープラザ 
受講者：43名（うち認証研修 20名、受講のみ 23名） 

実践研究プロジェクト 
 

実践研究プロジェクト 
日 程：児童・家庭委員会の開催時に併せて 9回実施 
テーマ：子ども食堂への“つなぎ役”として社会福祉士が

関与することに関する調査研究 
場 所：博多事務所 
PJリーダー：大西良（筑紫女学園大学准教授） 
研究ｽﾀｯﾌ：児童・家庭委員会の委員及び協力員で構成 
※子ども食堂へのアンケート案の取りまとめまで進捗。 

「つながろう！チャイルド・サ
ポート・ネットワーク(C.S.N)」 

研修会及び交流会 3月末の開催計画は中止。 
 

福岡市事業への参画 
「子ども虐待防止活動推進委員
会」 

（１）子ども虐待防止市民フォーラムへの参加・協力 
日 時：2019年 08月 20日(火)13:30～16:30 
内 容：会場受付・案内等 
場 所：エルガーラホール 
参加者：福岡県社会福祉士会からの協力者 8名 

（２）子ども虐待防止活動推進委員会に参画 
日 程：2019年 05月 31日(金)14:00～15:30 

2019年 09月 30日(月)16:00～17:30 
内 容：委員として参加 
場 所：福岡市役所 15階 講堂 
参加者：福岡県社会福祉士会代表 1名 

（３）オレンジリボン街頭啓発 
日 程：2019年 10月 22日(火)09:00～15:00 
場 所：大丸パサージュ広場 
内 容：街頭啓発活動として参加、活動紹介 
参加者：福岡県社会福祉士会からの協力者 7名 

（４）児童虐待対応専門研修 
日 程：2019年 12月 04日(火)19:00～21:00 
場 所：天神ビル本館 11階 10号大会議室 
内 容：「こうなっている虐待通告後の流れ 

児童相談所と要支援」 
参加者：福岡県社会福祉士会からの参加者 2名 

（５）ワーキンググループ会議に参加 
第 1回 
 日 時：2019年 04月 18日(木)19:00～20:30 
場 所：福岡市役所 
内 容：今年度の推進委員会の取り組みについて協議、

その他 



第 2回 
 日 時：2019年 06月 13日(木)19:00～20:30 
場 所：福岡市役所 
内 容：市民フォーラムの講師選定等の具体的検討、

その他 

第 3回 
日 時：2019年 09月 10日(火)19:00～20:30 
場 所：福岡市役所 
内 容：児童虐待対応研修の企画検討など 

第 4回 
日 時：2020年 03月 18日(水)19:00～21:00 
場 所：福岡市役所 

 内 容：2020年度の事業計画等 
 

総括 （2020年度に向けた課題等） 
（１）C.S.N 活動として、相互交流と児童・家庭委員会の各種活動への参加協力をお願いしてい

くためのネットワーク作り。 
（２）認定社会福祉士制度認証研修「虐待への対応」の内容充実と、参加者増のために他県への

広報を積極的に図ること。 
（３）2019年度新規事業の実践研究プロジェクト「子ども食堂への“つなぎ役”として社会福祉

士が関与することに関する調査研究」について、アンケート案の作成と調査実施等により
具体的に研究を進めていくこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



委員会名・事業チーム名：障がい者支援委員会            担当理事名：原田 剛         

２０１９年度事業計画 ２０１９年度事業報告 

認定社会福祉士認証研修 
障害分野【対象者別科目】 
在宅障害者支援 
（身体障害・精神障害・知的障害） 
 
 
 

日 時：2019年 11月 30日(土)09：30～18：00 
     2019年 12月 01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：9名 

障がい者支援委員会企画研修 
高齢者委員会合同企画 

障がい者支援委員会・高齢者委員会合同企画研修 
日 時：2019年 10月 05日(土) 
場 所：クローバープラザ 
内 容：相談援助技術と今後の相談支援体制について 
講 師：菊本圭一 氏 

（日本相談支援専門員協会 代表理事） 
受講者：49名 
（会員:25名 県外会員:1名 非会員／一般:23名） 

認定社会福祉士認証研修の開発 
 

認定社会福祉士認証研修の開発は計画通り実施。 
認定社会福祉士認証機構より認証を得ることができた。 

【研修名】 
『発達障がいの理解と発達障がい者への支援の実際』 
2020年度に実施予定。 

総括 （2020年度に向けた課題等） 
（１）認定社会福祉士認証研修は６年目の実施となり、2019 年度は受講者が大幅に減少したた

め、2020年度は実施せず、新たに開発した研修を認定社会福祉士認証研修として実施する。 
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。 

（２）2019年度は認定社会福祉士認証研修の開発を計画通り実施し認定社会福祉士認証機構より
認証を得ることができた。今後も認証研修の開発をすすめ会員の認定社会福祉士取得を支
援していく。 

（３）2020年度においても県民向け出前講座は継続し実施する。 
 

 

  



委員会名・事業チーム名：高齢者委員会              担当理事名：高田 裕矢 

２０１９年度事業計画 ２０１９年度事業報告 

認定社会福祉士認証研修の開催 
 
 
 

①高齢分野専門研修会 
【対象者別科目】 
日 時：2019年 10月 26日(土) 

10月 27日(日) 
場 所：クローバープラザ 
内 容：高齢期におけるエンドオブライフ・ケア 
受講者：9名 

 
②高齢分野専門研修会 
【地域社会・多文化分野（分野共通）】 
日 時：2020年 02月 22日(土) 

02月 23日(日) 
場 所：クローバープラザ 
内 容：家族支援 ～システム理論から見た家族の見

立てとアプローチ～ 
受講者：31名 

高齢・障がい分野合同専門研修会 
（ 独自研修 ） 
 
 
 
 

障がい者支援委員会・高齢者委員会企画研修 
日 時：2019年 10月 05日(土) 
場 所：クローバープラザ 
内 容：相談援助技術と今後の相談支援体制について 
講 師：菊本圭一 氏 

（日本相談支援専門員協会 代表理事） 
受講者：49名 
（会員:25名 県外会員:1名 非会員／一般:23名） 

総括 （2020年度に向けた課題等） 
（１）認定社会福祉士認証研修は 2科目開催した。「高齢期におけるエンドオブライフケア」は 2

年目ということもあり、前年度に比べて大幅に受講者が減少したが、「家族支援 ～システ
ム理論から見た家族の見立てとアプローチ～」については、65名もの会員から申し込みが
あった。反響の大きさからも、来年度に 2 回目を開催する予定としている。今後も認証研
修を開催し、社会福祉士の知識獲得及び技術向上に寄与することを目指す。 

 
（２）高齢・障害分野合同専門研修会「相談援助技術と今後の相談支援体制について」を障がい

者支援委員会と合同で実施した。相談援助技術は社会福祉士の実践において必要不可欠で
あり、地域共生社会の実現のために、社会福祉士は様々な機能の発揮を期待されているこ
とからも有意義な研修となった。今後も社会福祉士に求められる知識・技術の習得のため
に、継続的に実施していく。 

 

 

 

 

 

 

 

  



委員会名・事業チーム名：医療委員会                担当理事名：矢羽多 昭生 

２０１９年度事業計画 ２０１９年度事業報告 

認定社会福祉士認証研修の開催 
（医療分野専門研修会） 
  
 
 
 
 

①医療ソーシャルワーク論（地域生活支援） 
日 時：2019年 07月 20日(土)10:00～16:10 

2019年 08月 03日(土)10:00～16:10 
2019年 08月 04日(日)10:00～16:10 

場 所：博多事務所 
内 容：地域における生活支援 
受講者：12名 
修了者：11名 
 

②医療ソーシャルワーク論（病院生活支援） 
日 時：2019年 11月 30日(土)09:30～16:40 

2019年 12月 01日(日)09:30～16:40 
場 所：原三信病院 
内 容：病院生活支援 
受講者：10名 
修了者：05名 
 

独自研修会の開催 
（医療分野専門研修会） 
  
 

①滞日外国人に対するソーシャルワーク 
※新型コロナウイルス感染防止のため中止 

 
【当初の予定】 
日 時：2020年 03月 21日(土)10:00～16:00 
場 所：クローバープラザ 
内 容：外国人が安心して医療を受けられるために 
定 員：80名 

総括 （2020年度に向けた課題等） 

（１）独自研修については、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、開催を中止した。 
（２）近年の医療制度の動向や患者・家族を取り巻く状況の変化は目まぐるしく、また業種の専

門化やニーズの多様化の進展などにより、これまでのカテゴライズでは現場での対応が困
難となっている。これらに対応するためには、医療や看護、介護の知見も取り入れ、社会
の要請や現状により即した認証研修の提供が求められている。これらの課題に果敢に取り
組むべくソーシャルワーク専門職としての資質を高める研修の構築を考えている。 

 

  



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：澤 高明 

２０１９年度事業計画 ２０１９年度事業報告 

独自研修の開催 福岡大学病院主催「サッドパーソンズ・スケール研修」 
 日 時：2019年 08月 17日(土) 
 場 所：福岡大学病院 
講 師：福岡大学病院 衛藤医師 

 受講者：32名 

認定社会福祉士認証研修の開催 
 
 
 

自殺予防ソーシャルワーク研修（認証研修） 
日 時：2020年 01月 25日(土) 

01月 26日(日) 
場 所：あいれふ 大会議室 
受講者：30名 

施設見学研修 
 
 
 

福岡ブロックタイアップ企画「更生保護施設見学」 
日 時：2019年 10月 21日(月)13：30〜14：30 
場 所：福正会（福岡市早良区藤崎） 
参加者：18名 

福岡市精神保健センター「ここ
ろの法律の相談会」相談員派遣 
 
 
 

こころの相談会 
日 時：2019年 09月 26日(木) 

 場 所：あいれふ 
 派遣者：福田委員、斉藤委員 

 日 程：2020年 3月 24日(火) 
※新型コロナウイルス感染防止のため中止 

福岡地方検察庁社会福祉アドバ
イザー派遣事業の推進 
 
 
 

①アドバイザー派遣実績（2019 年 1 月～12 月） 
登録者 13 名 
派遣数 63 件（依頼 72 件、取り下げ 7 件） 

②地検との定期協議会 
 第 1 回 2019 年 06 月 20 日(木) 
 第 2 回 2019 年 10 月 18 日(金) 
 第 3 回 2020 年 03 月 05 日(木)※中止 

③地検アドバイザー会議（内部事例検討会） 
第 1 回 2020 年 02 月 10 日(月) 

④日本社会福祉士会「2019 年度司法福祉全国研究
集会」「司法福祉担当者連絡会」への参加 
日 時：2019 年 11 月 30 日(土) 

12 月 01 日(日) 
※研究集会では実践報告を行った。 

地域再犯防止モデル事業 
 
 
 

①県の委託を受け、「地域再犯防止推進モデル事業支援計
画策定支援・マニュアル策定検討委員会（仮称）」を設
置した。 

（委員 6名、オブザーバー：地方検察庁他 6機関）。 
②ケース会議の開催 
9月から月 1回開催（3月は中止） 

③モデル事例 
 地方検察庁ルート：7件 
 弁護士ルート：7件 
 薬務課ルート：2件 



総括 （2020年度に向けた課題等） 

 自殺予防に関する取り組みを福岡大学病院、福岡市精神保健福祉センター等と毎年、協働する
ことを計画している。今後、具体的な役割分担含め、協議が必要。 
 認証研修では、司法福祉の中級編の企画、外国人支援の協議開始と新しい研修企画に取り組む
こととなる。特に外国人支援では、この分野に明るい会員の協力が不可欠となる。 
 福岡地方検察庁社会福祉アドバイザー派遣事業について、アドバイザー協議会を発足させ、ア
ドバイザーの募集も予定している。 
 地域再犯防止モデル事業について、2020年度が県モデル事業の最終年度となる。県が作りたい
とする再犯防止支援の枠組み等に尽力できるよう進めていく。 

 

 

 

 

 

 

委員会名・事業チーム名：災害支援委員会             担当理事名：木山 淳一  

２０１９年度事業計画 ２０１９年度事業報告 

認定社会福祉士認証研修 
「災害支援活動者養成研修」 
科目名：災害対応・支援 

 

災害支援従事者養成研修会の開催 
日 時：2019年 05月 18日(土)09:30～18:00 

19日(日)09:30～16:00 
 場 所：クローバープラザ 
 受講者：13名 

 

総括 （2020年度に向けた課題等） 

各ブロックに災害支援員会の部会を設置し、災害時に実効性のある活動基盤を構築することが
必要である。 
部会員の要件として、認証研修の修了を義務付けていることから、研修の参加者を多数得るこ

とが不可欠となる。今年度は、広報期間が短かったために参加者も少数にとどまったが、単に広
報期間だけを理由にするのではなく、研修内容についても考察することが求められると考える。 
災害支援に限ることなく、日ごろの業務においても生かせるような内容にすることが、参加者

獲得につながるとともに、「平時の取り組み」の一環であると思われる。 
こうしたことから、次年度の認証研修においては、十分な広報期間を確保することと、研修の

内容についても検討することが課題である。 

 

  



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推進チーム 担当理事名：稲吉江美 

２０１９年度事業計画 ２０１９年度事業報告 

養護者による高齢者虐待防止研修
の開催 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
養介護施設従事者等による虐待へ
対応するための行政対象の研修 
 
 
 
 
 

福岡県高齢者虐待防止市町村職員等初任者研修 
日 時：2019年06月06日(木)09:30～16:40 

6月14日(金)09:30～16:40 
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：2日間コース 122名 
       ・行政職員 45名 
       ・地域包括支援センター職員 77名 
     科目１のみコース 
       ・行政管理職 13名 
  
福岡県高齢者虐待防止市町村職員等管理職・現任者研修 
日 時：2019年 10月 30日(水)09:30～16:40 

11月 08日(金)09:30～16:40 
 会 場：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：2日間コース 65名 
       ・行政職員 18名 
       ・地域包括支援センター職員 47名 

科目１のみコース 
       ・行政管理職 16名 
  
市町村職員等に対する高齢者虐待対応力向上研修 
日 時：2019年 07月 05日(金)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必

要な通報・相談・届出から改善指導までの基礎知
識 

 受講者：75名 

総括 （2020年度に向けた課題等） 

３つの研修すべて福岡県より受託。アンケート評価は好評であるが、時間を増やしてほしいと
の要望が多く、予算面、人材面の充実が必要。施設職員等に対しての権利擁護・虐待防止研修を
望む声も多い。講師養成を行っており、専門職に対して効果的な研修実施を行いたい。 

（１）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。県下の状況、課題が俯瞰できるため、基本事項はもちろん、具体的な課題に対応
できる研修を継続していくこと。 

（２）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へ虐待防止法、権利
擁護の視点、虐待対応ソーシャルワーク等を教示、助言ができる講師を育成する。 

 

  



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 

２０１９年度事業計画 ２０１９年度事業報告 

福岡県サービス管理責
任者・児童発達支援管
理責任者 基礎研修の
開催 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【前期】 
福岡県サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者基礎研修（1日目） 
 日 時：2019年 07月 11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：237名 
 
福岡県サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者基礎研修（第 1回） 
 日 時：2019年 07月 30日(火)09:30～17:30 
     2017年 08月 01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：82名 
 
福岡県サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者基礎研修（第 2回） 
 日 時：2019年 08月 20日(火)09:30～17:30 

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：77名 
 
福岡県サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者基礎研修（第 3回） 
 日 時：2019年 08月 27日(火)09:30～17:30 

28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：72名 
 
 
 
【後期】 
福岡県サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者基礎研修（1日目） 
 日 時：2019年 11月 14日(木)09:30～17:00 
 場 所：大野城まどかぴあ 
 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：539名 
 
福岡県サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者基礎研修（第 1回） 
 日 時：2019年 11月 27日(水)09:30～17:30 
     2017年 12月 28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：72名 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
福岡県サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者基礎研修（第 2回） 
 日 時：2019年 12月 04日(水)09:30～17:30 

05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：72名 
 
福岡県サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者基礎研修（第 3回） 
 日 時：2019年 12月 18日(水)09:30～17:30 
     2017年 11月 19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：74名 
 
福岡県サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者基礎研修（第 4回） 
 日 時：2020年 01月 15日(木)09:30～17:30 
    2017年 1     16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：81名 
 
福岡県サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者基礎研修（第 5回） 
 日 時：2020年 01月 22日(水)09:30～17:30 

23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：80名 
 
福岡県サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者基礎研修（第 6回） 
 日 時：2020年 02月 05日(水)09:30～17:30 

06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：81名 
 
福岡県サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者基礎研修（第 7回） 
 日 時：2020年 02月 12日(水)09:30～17:30 

13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：75名 
 



人材育成研修 

 

 

人材育成（ファシリテーション）研修 
 日 時：2019年 10月 22日(火)13：00～17：00 
 場 所：クローバープラザ 
 内 容：ファシリテーションとは 
 受講者：31名 
 
人材育成（講師養成）研修 
 日 時：2020年 01月 18日(土)10：00～16：00 
 場 所：クローバープラザ 
 内 容：研修構成・インストラクション・コミュニケーションスキルに

ついて 
 受講者：19名 
 

総括 （2020年度に向けた課題等） 

（１）運営の安定 
  2019年度から新カリキュラムとなった基礎研修を実施している。演習時に 2グループに分か
れて行う場面があり、会場の確保が難しく十分な広さをとることが難しい日程もあった。2020
年度は十分な広さが保てる会場の確保を行いたい。 

  また、コロナウイルス感染拡大に伴い、予定されている日程を変更する可能性があるため、
これまで以上に指定元である福岡県障がい福祉課と連絡を密に行っていきたい。 

 
（２）実践研修の準備と人材養成 
  2021 年度より基礎研修に加え、実践研修も開始する。確実に指定を受けられるよう 2020 年
度からプログラムの研究等を行い、指定元である福岡県へ提案できるように準備を進めたい。 
また、指定を受けた場合に安定した運営を行うため研修講師やグループコーディネーターの

養成を積極的に行っていく。 
 
（３）他団体との連携 
  2019年度より総合健康推進財団が当研修にも参入している。当会では基礎研修、財団は更新
研修を担当する。研修内容に整合性が取れるよう情報交換等を行い、必要に応じた連携を図る。 

 

 

  



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

２０１９年度事業計画 ２０１９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：2019年 07月 02日(火)09:00～18:30 

     2019年 07月 04日(木)09:00～18:30 

 場 所：大野城まどかぴあ 

 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 

 

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：2019年 08月 06日(火)09:00～18:30 

     2019年 08月 07日(水)09:00～18:30 

     2017年 09月 18日(水)09:00～18:30 

場 所：北九州市立商工貿易会館 

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 

 

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：2019年 09月 03日(火)09:00～18:30 

     2019年 09月 04日(水)09:00～18:30 

     2017年 10月 08日(金)09:00～18:30 

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 

 

修了認定者数 560人 

 講義のみコース……372人 

 全日程コース………136人 

 演習のみコース……052人 
 

総括 （2020年度に向けた課題等） 

（１）総括 
2019年度は、総合健康推進財団が前期日程、本会が後期日程でそれぞれ開講したが、受講

者数が減少した（約 170 名）。2018 年度から導入した研修受付のウェブ受付システムは定着
し、昨年度に比べて問い合わせや入力ミスは大幅に改善され、事務局における受付事務の大
幅な業務改善（労力の軽減と時短）を図ることができた。研修運営については、昨年同様特
に支障なく遂行することができ、560人の修了者を輩出した。 
 

（２）2020年度について 
2020年度から相談支援専門員の研修制度の見直しにより、新カリキュラムに基づく新研修

プログラム（全日程コースでは 5日間から 7日間）へ移行するため、福岡県（障がい福祉課）、
総合健康推進財団と密接に連携をとり、万全の準備体制を整え対応する。 

なお 2020 年度は、前期を総合健康推進財団が、後期を本会が担当し 9 月下旬頃の開催を
予定している。 

 

 

  



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

２０１９年度事業計画 ２０１９年度事業報告 

福岡県障がい者虐待防止・権利
擁護研修の開催 
 
 
 

福岡県障がい者虐待防止・権利擁護指導者養成研修 
日 時：2019年 10月 24日(木)09：20～16：30  

全体講義・コース別研修 
2019年 11月 07日(木)09：20～16：30  
行政・虐待防止センター職員等コース 

2019年 11月 13日(水)09：20～16：30  
障がい福祉サービス事業所管理者等コース  

会 場：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    41名  

障がい福祉サービス事業所管理者等コース 127名 
・サービス事業所等の管理者  60名 
・サービス管理責任者等    67名 

     行政管理者等コース            2名 
  

施設職員のための障がい者虐待
防止研修の開催 
 
 
 

施設職員のための障がい者虐待防止研修 
日 時：第1回 2019年05月31日(金) 

障がい福祉サービス事業所（障がい者）コース 
第2回 2019年06月18日(火) 

障がい福祉サービス事業所（障がい児）コース 
場 所：クローバープラザ 
内 容：施設職員による虐待の防止、権利擁護について 
受講者：障がい福祉サービス事業所等職員 

第 1回 120名 
第 2回 092名 

 

総括 （2020年度に向けた課題等） 
（１）福岡県障がい者虐待防止・権利擁護指導者養成研修について 
   行政等コースにおいては、研修プログラムの都合上、養護者及び施設従事者による虐待対

応を学ぶための十分な演習時間を確保することが難しかったが、2020年度は演習時間を増や
し様々な虐待ケースに対応できるよう研修プログラムを再構築したい。 

  管理者等コースにおいては、定員を大幅に超える申し込みがあり、2020年度は多くの方が
受講できるようプログラムを見直したい。 

 
（２）施設職員のための障がい者虐待防止研修について 
   2017、2018年度は、障がい福祉事業所に従事する職員を対象とした研修を実施していたが、

2019年度から障がい児を対象とした事業所に従事する職員向けの「障がい児コース」を新設
した。障がい児コースの受講者の評価は高く、引き続き２コースを実施したい。 

 

  



委員会名・事業チーム名：強度行動障がい支援者養成研修事業推進チーム 担当理事名：澤 高明 

２０１９年度事業計画 ２０１９年度事業報告 

強度行動障がい支援者養成研修に関

する研修会開催 

 

 

 

2019年度福岡県社会福祉士会強度行動障がい支援者養成

指定研修開催 

基礎研修 

日 時：2019年 09月 10日(火) 

09月 11日(水) 

場 所：クローバープラザ 

実践研修 

日 時：2019年 09月 12日(木) 

09月 13日(金) 

場 所：クローバープラザ 

修了者数：40名 

 

強度行動障がい支援者養成研修に関

する団体との協力・連携 

 

福岡県委託研修「令和元年度福岡県強度行動障がい支援

者養成研修」 

【注】新型コロナウイルスの感染防止のため一部開催

できたが、下記の通り多くが中止された。 

第１回基礎研修 

日 時：2020年 02月 20日(木) 

02月 21日(金) 

場 所：クローバープラザ 

修了者数：58名 

 

第１回実践研修 

日 時：2020年 02月 25日(火) ※中止 

02月 26日(水) ※中止 

場 所：クローバープラザ 

 

第２回基礎研修 

日 時：2020年 03月 05日(木) ※中止 

03月 06日(金) ※中止 

場 所：クローバープラザ 

 

第２回実践研修 

日 時：2020年 03月 10日(火) ※中止 

03月 11日(水) ※中止 

場 所：クローバープラザ 

 

総括 （2020年度に向けた課題等） 

 福岡県から指定を受け、2018年度から本研修を開催した。2019年度夏の県委託公募により、本
会が受託することができた。 
 今後は県委託研修の継続した受託を主とし、県内に広く行動障がい支援の普及、啓発を広める
為、アドバイザー派遣のような仕組み作りを県などと進めていきたい。 
 

 

  



委員会名・事業チーム名：独立型社会福祉士支援員会         担当理事名： 安田 征司        

２０１９年度事業計画 ２０１９年度事業報告 

研修会の開催 
 
 

独立している社会福祉士に聞いてみよう 
～夢をかたちに～ 
     独立型社会福祉士名簿登録更新研修を兼ねる 
日 時：2019年 09月 08日(日)13:30～17:30 
場 所：博多事務所 
内 容：基調講演 

「これまでの独立型とこれからの独立型」 
       ～どう時代に変化していくか～ 
      講 師：鹿嶋隆志氏 
     実践報告 

「独立している社会福祉士に聞いてみよう」 
      講 師：今泉佳代子氏 
      講 師：伊東良輔氏 

総括 （2020年度に向けた課題等） 
 今年度初めて、更新研修を開催した。次年度以降も、独立型社会福祉士名簿登録更新研修を 
立案して、研修の開催に努めていく。また、多数参加できるように、ホームページ等を利用して 
広報活動に努めていく。 
 更新研修とは別に、独立型社会福祉士同志のネットワークの形成が行えるための、企画立案を
今後検討する。 

 

  



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：矢羽多 昭生    

２０１９年度事業計画 ２０１９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：2019年 08月 11日(日) 09:30～16:30 

12日(振)  09:30～16:40 

825日(日) 09:30～16:40 

9月 01日(日) 09:30～16:40 

9月 08日(日) 09:30～16:40 

9月 15日(日) 09:30～16:30 

9月 22日(日) 09:30～16:30 

9月 29日(日) 09:30～15:30 

 場 所：クローバープラザ 

受講者：50名（一般 48名＋学生 2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：2019年 10月 27日(日) 9:30～15:30 

場 所：クローバープラザ 

受験者：69名 ※定員 80名 

その他 受験対策講座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 63.4％） 

 

総括 （2020年度に向けた課題等） 

受験対策講座の受講者数に関しては、昨年度に引き続き満席となった。しかし受講生からは、

満席ではかなり窮屈であり、もっと広い会場にして欲しかったとの意見が 2019年度も多かった。 

2020年度は、定員を 35名に減員（3人掛けを 2人掛けに変更）することにより、ウイルス感染

防止も踏まえ窮屈クレームにこたえる。 

2019年度も台風の接近により開催が危ぶまれた日があったが、何とか実施することができた。

しかし延期して欲しかったとの意見も一部聞かれた。 

2020 年度については、講座の受講料を 6 年ぶりに値上げ（社会人＋\6,000、学生＋\1,000）、

統一模擬試験は 11年ぶりに値上げ（＋\500、但し学生は据え置き）を行う。 

なお、受験対策講座の受講料については、2020年度から「準会員割引（▲\1,000）」を新設し、

値上げに対する緩和と合わせ資格取得後に正会員として入会していただくための道筋もつける。 

今後の課題としては、ウイルス感染防止の観点から、座席間隔を空ける、換気、手指消毒等々

必要な対策を講じる予定。 

 

 

  



【収益事業等】 

１．会員活動支援事業（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 

２０１９年度事業計画 ２０１９年度事業報告 

研修会の開催 
 

 

①ミニ研修会 「福祉レジェンド 先輩に聞こう」 
日 時：2019年 07月 07日(土)15:00～17:00 
場 所：博多事務所 
講 師：青栁壮悟 前会長  
受講者：8名 （会員 7名、非会員 1名）  

 
②第１回 福岡ブロック研修会  
日 時：2019年 09月 29日(日) 
場 所：クローバープラザ 
内 容：菊地 雅洋先生 講演 
受講者：第 1部 10:00～12:00 

会 員  15名 
県外会員 01名 
非会員  21名 

第２部 13:00～16:00 
会 員  15名  
県外会員 01名 
非会員  21名 

（内 終日受講３２名）  

施設見学会の実施 ①更生保護法人 福正会（福岡市早良区）見学 
日 時：2019年 10月 21日(月)13:30～14:30 
参加者：26名   

 
②夢のみずうみ村（山口県）見学 
日 時：2019年 11月 20日(水) 
参加者：22名 （会員 18名、県外会員 4名）  

総括 （2020年度に向けた課題等） 

ブロック活動では、研修会と施設見学を軸に、活動を展開してきている。 
研修会では認証研修等にはないテーマを取り上げることを念頭に開催している。レジェンドシリーズは参

加者が少ないが、先輩社会福祉士の話を聞く貴重な機会となっており、継続していきたいと考えている。  
施設見学は毎回好評で、募集をかけるとすぐに定員に達する状況が見られる。受入れ施設の可能な人数

を受入れて頂き開催している。ニーズが高いと考えられるため、今後も企画運営をしていく計画である。 
福岡は、会員数は多いが活動者数の比率が低い傾向がみられる。来年度新人オリエンテーション等の機

会を活用し、会員同士で交流・活動を行っていく事を企画していく所存である。 

 

  



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      

２０１９年度事業計画 ２０１９年度事業報告 

北九州ブロック研修会の開催 
 
 
 

第 1回 
日 時：2020年 01月 18日(土)14:20～17:00 
場 所：西南女学院大学 
テーマ：『こころをひらく人間関係のつくり方』 
講 師：中島 俊介 先生（西南女学院大学 教授） 
座 長：今村 浩司 氏（西南女学院大学） 
受講者：91名 

  
第 2回 
北九州地区社会福祉専門職団体連絡協議会合同研修会 
日 時：2020年 02月 29日(土)09:30～17:00 
場 所：西南女学院大学 

     ※新型コロナウイルス感染防止のため中止 
 

総括 （2020年度に向けた課題等） 
昨年度は、1月に『こころをひらく人間関係のつくり方』をテーマに研修会を行なった。また、

2月末の社会福祉専門職団体合同連絡会においては、「北九州フォーラム」と共同開催を企画して
いたが、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から中止とした。 
 2020 年度においては、新規入会者向けの新人オリエンテーションの企画を各ブロックと協議
し、実施予定であったが、未だ収束が見えないため、実施に至っていない。今後については、感
染状況を見ながら、会員の健康を第一に考え活動を計画していきたい。 

 
 

  



委員会名・事業チーム名：筑豊ブロック              担当理事名：木山 淳一  

２０１９年度事業計画 ２０１９年度事業報告 

研修会の開催 第 1回筑豊ブロック研修会 
日 時：2019年 11月 09日(土)14:00～16:30 
場 所：田川青少年文化ホール 
テーマ：福祉のまちづくり 人が集まるしかけとは 
講 師：木藤 亮太氏 
内 容：講義、グループワーク 
受講者：23名（会員 19名、非会員 4名) 

第 2回筑豊地区ソーシャルワーカー4団体合同研修会 
日 時：2020年 02月 15日(土)14:30～17:30 
場 所：飯塚病院 教育研修棟 
基調講演：「時代がソーシャルワーカーに求めること」 
講 師：今村 浩司氏 
シンポジウム：「今こそ問われる専門性」～時代がソー

シャルワーカーに求めるもの～ 
 【教育分野】本郷秀和氏 
 【医療分野】浦川雅広氏 
 【精神保健福祉分野】松藤智恵子氏 
 【児童福祉分野】松澤秀樹氏 
 【座長】河野高志氏 
受講者：71名（社会福祉士会 27名) 

総括 （2020年度に向けた課題等） 
ブロック研修会については、会員相互の交流にとどまらず新規会員獲得につながるような企画

が求められると考える。そのためには「筑豊地区」の地域特性や社会福祉士としての共通課題等
を精査する必要がある。 
ソーシャルワーカーの連携や協働については、4 団体合同研修会があるため、ブロック研修に

ついては、筑豊地区で活動する社会福祉士に焦点を合わせたものでよいと考える。 
4 団体合同研修会については、各団体のつながりが企画段階から広がりを見せていることが効

果として考えられる。今後は、企画者側だけのつながりにとどまらず、参加者相互が交流し日ご
ろの活動に役立たせられるような企画が求められると考える。 
また、本年度の開催によって 1名の新規会員の加入を得たが、来年度は更なる新規会員が獲得

できるような工夫も必要である。 

 

  



委員会名・事業チーム名：筑後ブロック              担当理事名：高田 裕矢 
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筑後ブロック研修 
 
 

第 1回 筑後ブロック 研修会 
司法書士会筑後支部との勉強会・懇親会 

日 程：2019年 06月 01日(土) 
場 所：大牟田市立病院 
内 容：社会福祉士・司法書士の相互の業務理解 
受講者：司法書士 12名・社会福祉士 19名 計 31名 

第 2回 筑後ブロック 研修会 
家族療法のワークショップ 

日 程：2019年 10月 30日(水) 
場 所：姫野病院 
内 容：家族療法のワークショップ 
受講者：29名 

第 3回 筑後ブロック 研修会 
ソーシャルワーク理論・アプローチ（危機介入）研修 

※新型コロナウイルス感染防止のため中止 
日 程：2020年 03月 15日(土) 
場 所：姫野病院 
内 容：ソーシャルワーク理論・アプローチ 

（危機介入） 

筑後ブロック連携強化 
 
 
 
 

筑後ブロック懇親会 
日 程：2019年 08月 24日(土) 
場 所：ダフェハウス（久留米市） 
内 容：会の PRと退会抑制を目的とした懇親会 
受講者：19名（うち新規会員 5名） 

司法書士会主催研修への参画・懇親会 
日 程：2019年 11月 30日(土) 
場 所：久留米市役所 
内 容：当会会員による講義を含む研修 
受講者：社会福祉士 3名（講師含む） 

イベント協力 県民向け福祉セミナー協力参加 
日 程：2019年 11月 19日(火) 
場 所：久留米シティプラザ 
内 容：県民向け福祉セミナー「健やかな老い、健やかな

最後をむかえるために」 
受講者：約 50名 

総括 （2020年度に向けた課題等） 
研修会は 3回企画したが、コロナウイルス感染予防のため、2020年 3月に予定していた研修会

は実施できなかった。 
特徴① 初めての試みとして新規会員に対しての懇親会を実施した。会員の多くは、所属する

事業所においては社会福祉士が少人数であるため、筑後エリアでの懇親会は顔の見える連携に大
いに役立った。 
特徴② 研修会が契機となって、久留米地区・大牟田地区といった小エリアで、自主勉協会の

発足にも繋がった。 
2020年度に向けた課題として、会員拡大と活動拡大がある。これには、ブロック活動の更なる

充実が必要である。具体的には、①研修会・懇親会の充実(分野を超えた研修・新規会員を対象と
した懇親会）②当会の他委員会との連携、③多職種団体との連携、④他の福祉団体との連携を意
識したブロック活動を展開していく。 



 

【収益事業等】 

２．その他事業（他２） 

日本社士会支援 

委員会名・事業チーム名：日本社士会支援              

２０１９年度事業計画 ２０１９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 1,000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。 

（2019年度負担金＝2019年 4月 1日時点の会員数×200円） 

【注】2020年度より 2020年 4月 1日時点ではなく、3月 31日

時点での会員数で算定される。 

 

総括 （2020年度に向けた課題等） 

すべて計画通り実施した。2020年度も上記同様実施する。 

 

 

  



【法人運営事業】 

 

法人運営（法人）                         
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社員総会の開催 
 2019年 06月 16日(日) 

社員総会の開催 
 2019年 06月 16日(日) 予定通り開催 
 

理事会の開催 
理事会（全 8回） 
①第１回  2019年 04月 21日(日) 
②第 2回  2019年 05月 19日(日) 
③臨  時  2019年 06月 30日(日) 
④第 3回 2019年 09月 14日(土) 
⑤第 4回  2019年 10月 12日(土) 
⑥第 5回  2019年 12月 08日(日) 
⑦第 6回  2020年 01月 26日(日) 
⑧第 7回  2020年 03月 15日(日) 

 

理事会の開催 
理事会（全 8回開催） 
①第１回  2019年 04月 21日(日) 
②第 2回  2017年 05月 19日(日) 
③臨  時  2017年 06月 30日(日) 
④第 3回 2019年 09月 14日(土) 
⑤第 4回  2019年 10月 12日(土)  
⑥第 5回  2019年 12月 08日(日) 
⑦第 6回  2020年 01月 26日(日) 
⑧第 7回  2020年 03月 15日(日) 

予定通り開催 
 

会員理事の追加選任 
① 選挙管理委員会の開催 
② 会員理事立候補者の公開 
③ 社員総会にて選任 
④ 理事の変更登記、県への届出 

 

会員理事の追加選任 
 社員総会において理事 3 名が追加選任され、
監事 1 名が再任された。これに基づき変更の登
記を行い、県へ届け出た。 

組織強化 
（１）新会員管理システムの導入・移行 

①日本社会福祉士会開発全国統一管
理システムへの移行 

（２）入会促進策の実施 
①入会キャンペーン 
②入会者紹介キャンペーン 
③次年度先行入会受付キャンペーン 

（３）役職員研修会の実施 
①役職員研修会 
（理事会開催日に実施） 
②公益法人会計セミナー、年末調整
セミナー等への参加 

 

組織強化 
（１）新会員管理システムの導入・移行 

①日本社会福祉士会開発全国統一管理システムへ
の移行を完了し運用を開始 

（２）入会促進策の実施 
①入会キャンペーン 
②入会者紹介キャンペーン 
③次年度先行入会受付キャンペーン 

（３）役職員研修会の実施 
①役職員研修会 
（理事会開催日に実施） 

②公益法人会計セミナー、年末調整セミナー等へ
の参加 

  
 

総括 （2020年度に向けた課題等） 
概ね計画通り遂行できた。入会促進面では入会者数の目標は達成できたものの、相変わらず退会

者数が多く、入会促進もさることながら退会抑止も両面同時並行して実施する必要がある。 
2020年度は、入会促進策としてノベルティグッズ（クリアファイル等）を作成し、入会者と紹介

者等に頒布する。また入会促進の土壌作りのため、社会福祉士資格取得を目指し合格後に正会員と
なる「準会員」の募集にも力を入れる。 
また、2020年度は役員（理事・監事）改選の年まわりとなるため、選挙管理委員会を中心に準備

段階から万遺漏なく事務を執行する。 
 

 




