
2020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 

2020年度は、第 1期中期経営計画（2016年度～2020年度）の最終年度として各事

業、委員会活動を実施した。また当該年度には第 1 期中期経営計画の評価を行いつ

つ、第 2期中期経営計画（参考資料添付）の策定を行った。但し、新型コロナウイル

ス感染症（Covid-19）の拡大（以下、「コロナ禍という）により、予定していた多く

の研修、活動等について延期又は中止となるなど本会の活動全般について縮小、自

粛を余儀なくされ、コロナ禍による本会活動への影響は甚大なものがあった。2021

年度は前年度の課題を評価しながら体制整備を図り、アフターコロナに到来するニ

ューノーマルな時代を見据えた対応を図っていく必要がある。その他以下には重点

施策ごとに事業を総括する。 

 

「公益事業の推進」 

2020 年度、公益事業に位置付けているものは、コロナ禍の影響により、自粛・中

止となり開催できていない。県民向け出前講座について、いくつかの相談を受けた

ものの、主催者側の判断により結果的に中止となるなど実施には至っていない。ソ

ーシャルワーク関係団体との連携促進についても、本会の理事会自体も延期・中止、

又はリモート開催などの方法に切り替え縮小した形で開催、他団体も同様の状況下

にあり連携促進に至る機会を持つことができなかった。次年度はコロナ禍の課題を

含みつつ、実施可能な事項については引き続き課題としていく。 

 

「生涯研修制度の推進」 

生涯研修制度の推進については、職能団体としての活動の大きな柱となるべきも

のであるが、結果的にコロナ禍を理由に多くの事業及び活動を中止とせざるを得な

い状況となった。中には感染対策を取りながら、通常の対面での研修又はオンライ

ン形式での開催を行ったが、いずれも課題があがっており、2021 年度への対応策へ

と共有し協議を重ねている。スーパーバイザーの養成及び確保を行いつつ、予定通

り事務局を中心とし行うことができた。会員支援としての研修制度の充実・推進を

支部組織の設置を含めた体制整備などの検討を引き続き行っていく。 

 

「権利擁護事業の推進」 

後見人等の推薦依頼の増加に対し、候補者推薦が追い付かない状況は近年の傾向

である。名簿登録者の確保、体制の継続的維持及び受任者の質の担保には引き続き

課題を残している。家庭裁判所や弁護士会、司法書士会など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、更に体

制の確立を図る必要がある。また受任件数の増加に付随し、危機管理における体制



整備が喫緊の課題でもあるため、今後の支部組織を設置する議論の中で、より身近

な地域の中での活動が推進できるよう検討を加えていきたい。 

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・連携は充実を図ることができた。受託した福岡県地域再犯防

止推進モデル事業も滞りなく事業完了することができ、一定の評価を得ることもで

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、コロナ禍による影響にも応

じた対応を行うことができた。ただ久留米市子どもの健全育成支援事業については、

所管先との協議の結果、年度内をもって委託契約を終了することとなった。その他、

行政からの受託研修、並びに指定研修等はオンライン開催など体制整備を図りつつ、

状況に応じた実施を行うことができた。2020 年度は新たな委託事業の公募の参加し

たものの、結果不採択となったが、引き続き本会が取り組むべき、専門性を発揮でき

る事業等については今後とも積極的に、働きかけ、かつ取り組んでいきたい。 

 

「法人統治の推進」  

   会員参加の組織運営について、特にブロック活動から支部組織の設置へ向けた検

討を開始し、ブロック長会議などにおいて一定のコンセンサスを得ることはできた。 

さらに具体的に、第 2期中期計画の中に位置付け、継続的に推進、取り組むことと

する。また、2020年度の入会者数目標は例年にない大幅未達となり、前年比 67％と

なった。このことは本会の活動実績如何が社会福祉士の有資格者の入会促進に直結

することが確認できた機会となり、本会の活動そのものの意義がソーシャルワーク

専門職である社会福祉士にとって大きな役割になっていることと理解することがで

きた。その意味でも会員参加の組織運営を推進していくことの重要性が鑑み、会員間

の顔の見える関係作りを、体制整備を進める中でさらに推進していく必要がある。 

また本年度は長年懸案事項としてきた「本会の正会員の懲戒に関する規則」の見直

し並びに綱紀委員会の設置等の規定整備に着手し、9月の社員総会で承認を得ること

ができた。これらを含め職能団体として今後ともコンプライアンスの強化を通して

透明性の高い組織体制づくりを推進していくこととしたい。 

   また今年度は、事務局長を中心に事務局の業務執行体制を見直す予定であったが、

2020年度当初に緊急事態宣言の発令に伴う事務局業務を一時縮小した影響等により、

年度内には業務執行体制の見直し等の課題の発展的解消には至らず課題を残した。 

その為 2021年度より改めて常務理事を配置することを検討している。改めて法人

運営・業務執行体制の強化を図ることが本会の活動及び会員支援を行うには大変重

要な事項となるため、引き続き理事会を中心に事務局体制の整備を図ってくことと

する。 

  



 

 

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 
  強度行動障がい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)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） 

 
中分類 【１】相談援助事業 

【２】福祉サービス第三者評価事業 
【３】社会福祉に関する調査研究・普及啓発事業 
【４】福祉人材育成事業 

 
 
 

【１】相談援助事業 
 

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：高田 裕矢・原口 崇 
２０２０年度事業計画 ２０２０年度事業報告 

ぱあとなあ福岡活動実績 
 

①受任状況（2021年 3月末現在） 
新規推薦件数 個人 200件 

法人 013件 
②相談件数 35件 
③2021年 2月活動報告書実績（2月末現在） 
 受任件数 個人   1,298件 
      【内訳】 
        法定後見 1,284件 
        任意後見  11件 
        監督人    3件 

法人    37件 
未成年後見 2件 

名簿登録者数 276名 
受任者 202名（受任率 73.2％） 

ぱあとなあ運営体制整備 
 

①委員会・部会・事務局体制 
 ぱあとなあ福岡委員会 
リスク管理部会 
人材育成研修部会 
継続研修部会 
法人後見部会 
地域支援部会 6ブロック 
（北九州、筑豊、粕屋・宗像、福岡北・糸島、 
 福岡南・筑紫、筑後） 
ぱあとなあ事務局 

②業務監査委員会開催 
  第 1回 2020年 07月 15日（水） 

第 2回 2021年 01月 19日（火） 
臨 時 2021年 03月 31日（水）※ 
※不祥事事案が生じたことによる臨時開催 

③地域連携ネットワークＰＪＴ委員会開催 
第 1回 2021年 03月 02日（火） 

④市民後見人養成研修パッケージＰＪＴ 
  研修プログラム策定  

2021年度 3市町村で実施にむけ予定（県社協主催） 
⑤未成年後見体制整備ＰＪＴ委員会開催 



第 1回 2020年 11月 04日（水） 
第 2回 2020年 12月 16日（水） 
第 3回 2021年 01月 21日（木） 

⑥報酬助成検討ＰＪＴ 
  プロジェクトチームの設置 
⑦事務局体制の強化 
事務局職員追加配置の検討 

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 3年目） 
 研修実施体制 
法人後見受任体制の強化 
事務局職員追加配置の検討 

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：2020年 10月 31日（土）、11月 01日（日） 
場 所：クローバープラザ 
日 時：2021年 01月 09日（土）、01月 10日（日） 
場 所：オンライン研修での開催 
受講者：40名（県外受講者含む） 

②名簿登録研修開催（2日間）※オンライン研修 
日 時：2021年 02月 06日（土）、02月 07日（日） 
受講者：37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） 
初任者 9名 

②継続研修開催（3回） 
第 1回：法人後見に関すること 
日 時：2020年 08月 23日（日） 
場 所：クローバープラザ 
受講者：87名（うち一般会員受講者 5名） 

 第 2回：虐待防止法に関すること 
日 時：2020年 09月 27日（日） 

※午前・午後に分けて開催 
場 所：クローバープラザ 
受講者：79名（うち一般会員受講者 8名） 

 第 3回：死後の事務に関すること 
日 時：2020年 11月 15日（日） 
場 所：クローバープラザ 
受講者：73名（うち一般会員受講者 4名） 

第 4回：成年後見制度の最新情報・動向に関すること 
【注】新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止。 

③更新研修制度運用 
  研修受講状況の把握 
  名簿登録更新にかかる取扱策定 

名簿登録更新要件未達者への対応策の検討 
未達者向け研修会の実施 

  日 時：2021年 02月 28日（日） 
場 所：オンライン研修での開催 

  2020年度は名簿登録更新希望者 26名更新未達 
④更新研修開催 

【注】新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止。 



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（受任調整ガイドライン見直し） 
③家裁との事務連絡（候補者推薦、候補者なし回答） 
④データ管理（ぱあとなあ事務局） 

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（業務執行者→事務局→家裁） 
④家裁との事務連絡（候補者推薦ほか） 
⑤データ管理（ぱあとなあ事務局） 

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） 
相談件数 35件 

（電話相談 35件 来所相談 0件） 
②成年後見活用講座開催（２回） 
【注】新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止。 

③関係機関向けパンフレット印刷・会員配布（継続） 
  本会ホームページダウンロード整備 
④地域権利擁護支援ネットワーク研修 
（診断書・本人情報シート） 
権利擁護に関する研修会（参加費：無料） 
（公社）福岡県介護支援専門員協会より依頼 

（北九州圏域） 
日 時：2020年 07月 22日（水） 
場 所：パークサイドビル 

（筑後圏域） 
日 時：2020年 08月 06日（木） 
場 所：久留米リサーチパーク 

（福岡圏域） 
日 時：2020年 10月 28日（水） 
場 所：南近代ビル 

（筑豊圏域） 
日 時：2020年 11月 17日（火） 
場 所：飯塚研究開発センター 

地域支援体制 ①名簿登録者交流会開催 
（北九州） 
  日 時：2020年 11月 08日（日） 
  参加者：13名 
（粕屋・宗像） 
 日 時：2020年 10月 10日（土） 
参加者：8名 

（福岡北・糸島） 
日 時：2020年 11月 29日（日） 
参加者：13名 

（福岡南・筑紫） 
日 時：2020年 10月 17日（土） 
参加者：13名 

（筑豊） 
日 時：2020年 10月 10日（土） 
参加者：6名 

（筑後） 
  日 時：2020年 10月 18日（日） 

参加者：30名 



②事例検討会・勉強会の開催 
北九州   （0回）※ 
粕屋・宗像 （2回） 
福岡北・糸島（2回） 
福岡南・筑紫（0回）※ 
筑豊    （0回）※ 
筑後    （1回） 

※印【注】新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止。 

③メンターの配置・活用 
  メンター相談報告 7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 2020年 10月 22日（火） 
  2月報告書チェック 2021年 04月 11日（日） 
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活動報告書データ管理 

活動報告書電子化等の検討 
(日本社会福祉士会における PJTへの委員参加) 

⑤名簿登録及び候補者推薦における留保等対策 
  権利擁護センターぱあとなあ福岡名簿登録規程見

直し 2022年度より運用予定 

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 
（書面会議にて開催 6月） 

②都道府県ぱあとなあ連絡協議会参加 
2020年 10月 31日(土)  
オンライン会議での参加（委員長出席） 

③九州沖縄ブロックぱあとなあ会議参加 
2020年 11月 07日(土) 
オンライン研修での開催（副委員長出席） 

④他機関への委員・講師の派遣 
（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 

・日本社会福祉士会成年後見委員会 
 ・日本社会福祉士会ぱあとなあ活動報告書 

プロジェクトチーム 
・筑後地区高齢者障害者連絡協議会 

（講師） 
・福岡県利用支援市町村意見交換会 

・中間市市民後見人養成フォローアップ講座 
・久留米市市民後見人候補者フォローアップ研修 

⑤日本社士会伝達研修への派遣、受講者推薦 
・意思決定支援セミナー 受講者推薦 
・未成年後見人養成研修 
（熊本県社会福祉士会）受講者推薦 

⑥中核機関、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 
・福岡市成年後見度利用促進体制整備に向けた 
中核機関設置検討会議 



・大野城市成年後見運営委員会 
・北九州市成年後見支援センター会議 
・北九州市高齢者支援と介護の質の向上推進会議 
・行橋市成年後見制度利用促進委員会 
・行橋・京都成年後見センター運営委員会 
・飯塚支部地域連携ネットワークＷＴ 
・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 

⑦家裁定例会議参加 
第 6回：2020年 09月 10日（木） 
第 7回：2020年 11月 09日（月） 
第 8回：2021年 02月 15日（月） 

会議開催 ①委員会の開催（毎月） 
  第 1回：2020年 06月 02日（火） 
  第 2回：2020年 07月 15日（火） 
  第 3回：2020年 08月 31日（月）  
 第 4回：2020年 10月 12日（月）  

  第 5回：2020年 11月 26日（木）  
  第 6回：2021年 01月 28日（木）  
  第 7回：2021年 02月 19日（金） 
  第 8回：2021年 03月 17日（木） 
②部門会議の開催  
 リスク管理部会(2回) 
  第 1回：2020年 07月 21日（火） 
  第 2回：2020年 10月 03日（土） 
 法人後見部会（3回） 
  第 1回：2020年 06月 11日（木） 
  第 2回：2020年 08月 21日（金） 
  第 3回：2020年 10月 06日（火） 
人材育成部会（4回） 

  第 1回：2020年 09月 18日（金） 
  第 2回：2020年 10月 31日（土） 
  第 3回：2021年 01月 05日（火） 
  第 4回：2021年 01月 10日（日） 
継続研修部会（2回） 

  第 1回：2020年 07月 26日（日) 
  第 2回：2020年 10月 23日（金） 
地域支援部会 

  北九州   ：2回 
粕屋・宗像 ：3回 
福岡北・糸島：8回 
福岡南・筑紫：3回 
筑豊    ：2回 
筑後    ：3回 

総括 （2021年度に向けた課題等） 
（１）家裁からの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状況。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
の見える関係づくり、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であ
る。 

（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。報告内容の
共有含めフィードバックできる仕組みの検討、苦情受付や提出期限の遵守ができない名
簿登録者への個人面談をはじめとするフォロー体制が今後の課題である。 



（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機会の確保、集合型研修の
みならずオンラインを活用した研修機会や相談会等の実施を行っていく。 

（４）ぱあとなあ福岡委員会体制を整備し、より多くの名簿登録者が部員となり活躍することで
名簿登録者相互の連携強化に努める一方、名簿登録者の増加等に伴い委員の業務負担が
増大しており、委員会運営が中長期的に安定的なものになるよう、次世代養成を含めた体
制整備が急務の課題である。 

（５）地域における権利擁護支援ネットワークにおいては、自治体における中核機関の設置に向
けぱあとなあ委員会だけではなく、委員会の枠組みを越えた地域ごとに横断型の協力体
制を構築していくことが今後の課題である。 

（６）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福岡事
業への配分見直しなどの検討が今後の課題である。 

（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報酬助成を行うこ
とで受任者の確保に努めることが被後見人等への権利擁護につながることを自覚し、報
酬助成検討ＰＪＴを設置して検討を行う。 

（８）未成年後見人の推薦依頼に個人受任者のリスクを最小限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。 

（９）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自治体・
委託を受ける法人等が平準化された研修実施体制を構築でき、養成者がその地域におい
て活躍できるように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、市民後見人養成研修への講師派遣等の実施を行う。 

（１０）ぱあとなあ福岡における名簿登録者が起こした不祥事事案を振り返り、改めて専門職後
見人としての倫理を学び、自己点検、再発防止に向けた取り組みを行う機会を早急にも
つ。 

（１１）法人後見を行う法人に対し、家庭裁判所や他の専門職団体と協働し、ぱあとなあ福岡が
行う法人後見体制の共有によりリスクマネジメントを行う仕組みづくりが今後の課題で
ある。 

 
 

  



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：石橋 雅子 

２０２０年度事業計画 ２０２０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（2021年 3月 31日現在） 
 福岡県弁護士会     57名 
 福岡県社会福祉士会   45名 
2020年度契約市町村等 
 福岡県、広域連合、15市町 
個別ケース会議等への派遣 5件（以下内訳）   
 養護者による高齢者虐待         3件 
 養介護施設従事者等による高齢者虐待    3件 
 養護者による障害者虐待            0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   7件（以下内訳） 
 弁護士単独      2件 
 社福士単独      4件 
 弁護士・社福士ペア  1件 
運営管理委員会を開催し、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 
日 時：2020年 10月 09日（金）19:00～21:30 
場 所：Zoom 
内 容：運営管理委員会における事例と助言の検討に参加し、実

際のチームの支援を追体験することで、チーム派遣に備
えることを含めた学習をおこなった。 

受講者：19名 

日本社会福祉士会主催
委員会及び研修会への
参加 

都道府県ぱあとなあ連絡協議会 
日 時：2020年 10月 31日（土） 
場 所：Zoom 
内 容：意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン他 
派遣者：1名  

 
虐待対応専門職チーム経験者交流会 
 日 時：2021年 02月 20日（土）12：30～17：00  
 場 所：Zoom 
 内 容：活動実績を振り返り、アドバイザーとしての立ち位置を振り

返り、他県の経験者夜の情報交換を通じて各地域の活動の推
に繋げる 

 派遣者：2名（本会） （弁護士会 2名） 

総括 （2021年度に向けた課題等） 
 ここ数年は養護者による虐待案件に対する派遣依頼がコンスタントにあり、施設従事者等によ
る虐待案件が増加傾向であった。2020年度はコロナ禍の中、会議の派遣依頼そのものが自治体に
より敬遠された状況であった。チケット制をとっているため本会収入の確保はできているもの
の、対応について助言等必要な案件はなかったのか疑問に残る。また実際にはコロナ禍でサービ
ス利用の縮小やケアマネジャーの訪問機会の減少、施設における面会制限等、利用者とその環境
に変化が生じている。却って虐待が生じる状況であるため、十分に注視しなければいけないと考
えられ、市町村へは様々な投げかけを行っていきたい。また、助言の効果や市町村からのチーム
への要望、課題等を検討するための検証を行うことも検討したい。 
弁護士、社会福祉士の専門性を高めるとともに後進の育成につとめ、虐待対応の責務を担う市

町村・従事者等の支援を図り、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事業推進チーム    担当理事名：芳川 龍太 
２０２０年度事業計画 ２０２０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。 
107名の対応件数のうち、「退院・社会復帰」が 59名、

対応継続中が 34名、支援中止は 14名であった。 

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。 
 16名の対応件数のうち、退院・社会復帰は 12名、対応
継続中は 2名、支援中止は 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。 
 17名の対応件数のうち、退院・社会復帰は 8名、対応
継続中は 8名、支援中止は 1名であった。 

定例ＣＡ会議の開催 
 
 
 
 

博多事務所にてＣＡ会議を計６回開催（７月・８月・１
月・２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、事業の円滑化つなげた。 

総括 （2021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、年間のべ
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）2021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、引き続き新型
コロナ感染予防に十分留意しながらの退院支援となる。 

 
  



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：石橋 雅子         

２０２０年度事業計画 ２０２０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（原則毎月第 2火曜日）し、その中で相談支援員の事
例報告及び検討を行った。 
 
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
からの報告と情報提供及び課題、懸案事項の共有化、検
討を実施した。 
 
2020年度は毎月、緊急事態宣言発令中の月以外は定例

会を用いて実施した。 

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毎月、
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(147件) 
 ・子どもとの継続的関係について進展した( 98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 （2021年度に向けた課題等）  
支援依頼件数は増加傾向にあり、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計画していたが、2020年度は年度途中から相談支援員の欠員が続いた。 
2021年度は新たな体制を整え新年度を迎えたが、相談支援員の定着と支援活動の充実を図っ

ていきたい。 
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

区と統括との連携と業務の質の向上を目指している。 
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

情報共有により十分な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、学校の休校や訪問活動の自粛を原則とされ、業務のみなら

ず支援対象者の状況においても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：牛島 道太 
２０２０年度事業計画 ２０２０年度事業報告 

当該事業の支援実績 
 
 
 

2020 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 87世帯子ども 107名（うち生

活困窮 28世帯）、新規 24世帯子ども 29名（うち生活困
窮 14世帯）の支援を行った。 
また中学卒業生 105名に対しても支援を行った。 
結果、高校進学希望児 46名中 46名が進学した。 

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１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 （2021年度に向けた課題等）  
2020年度をもって本事業は久留米市との委託契約が終了した。同保護課内委託事業者の NPO

法人に引き継がれる。 

 
  



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：澤 高明 
２０２０年度事業計画 ２０２０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。2020年度は新規対
応者 95名含む延べ 1746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。また、「定着支援」では、訪
問支援による新規対象者25名含む延べ301名への支援を
行い、定着支援は 42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 
 

2021年 1月 18日(月)～21(木)の 4日間で実施。 
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。 

国勢調査への協力 2020年 10月 2日(金)～8日(木)の 5日間で実施。 
福岡市のホームレスを対象とした国勢調査の協力依頼

に基づき、調査員として本会会員を派遣した。 

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る予定であったが、
コロナの影響で大半が資料提出で情報共有を実施。 
①管理課指導員・巡回相談員連絡会支援調整会議 
（2020年 5月、2021年 1月の２回資料提出） 

②支援調整会議（福祉センターあおぞら）（2020年 6月、
7月実施、その他の月は資料提出） 

③就労自立支援センター会議（2020 年 6 月、7 月実施、
その他は資料提出） 

④抱樸館シェルター会議（資料提出） 
⑤福岡県ホームレス自立支援推進協議会(実施できず) 
⑥関係機関連携会議（意見交換会）（実施できず） 

職員研修の実施 
 
 

①内部研修の開催（4月～10月 5名） 
②スーパーバイザーによるスーパービジョンの実施 
 （4月～10月 5名） 
③福岡市新任保護課職員研修への参加 
 （5月 2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（1月 2名） 

定例会の開催 
 
 

第 4 木曜日又は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 （2021年度に向けた課題等） 
2020 年度、ホームレス巡回相談事業においては、新型コロナウイルスの感染拡大の影響によ

り、突発的なホームレスの緊急対応が多い年度であった。 
また、これまでの傾向と同様に、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
報収集を従来通り強化していく。 
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、より長くサポートを行えた。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、進めていきたい。 

 

 
 
 
 
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：芳川 龍太 

２０２０年度事業計画 ２０２０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 4,941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 （2021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説明を要する。 
また、居宅介護支援事業者に対して適切な計画を作成するという意識づけに効果を発揮したと

考えられる。 
2021年度は本事業４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。 

 

  



【２】福祉サービス第三者評価事業 
 

 

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 
２０２０年度事業計画 ２０２０年度事業報告 

（１）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 

 
 
 

2020年度は、以下のとおり 9件の評価を実施した。 
① 社会的養護関係施設：7件 

・児童養護施設：7件 
・母子生活支援施設：0件 ※ 
・乳児院：0件 ※ 

② 保育所：1件 
③ 高齢施設：1件 ※ 
④ 障がい児・者施設：0件 
 

【注】新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、上記
※印 3件の事業所から延期・キャンセルがあった。 

（２）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
（オンライン研修）への調査員受講：3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：0名  

【注】新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、今年
度全社協では開催が見送られた。 

③ 県社協主催第三者評価調査者継続研修（オンライン研
修）への参加 （6名修了） 

④ 福岡県社会福祉士会独自研修（Zoom研修）の開催 
日 時：2021年 03月 06日(土) 
場 所：Zoom 
参加者：20名 
テーマ：国指導者研修報告、第三者評価に対する施

設の評価とコメントの記載方法 

【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 1名） 

総括 （2021年度に向けた課題等） 
新たに参加予定の調査機関を含め、4 調査機関が福岡にあるが、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と調査者を維持している。 
特に社会的養護関係施設の調査では本会がもっとも多くの調査を受け持った。社会福祉施設内

での虐待防止制度の構築や体制整備に協力している。しかし、現在、全社協が定める有資格者は
少なく、今後は経験を積んだ資格者の増が必要となる。要望される施設調査を担当するために、
継続して有資格者を養成するよう努める。 
2020年度は新型コロナの影響で調査を自粛し延期した施設も多く、2021年度に調査件数増があ

ることが見込まれる。これに応えられる受審調査者体制の整備を図る。 

 

  



【３】社会福祉に関する調査研究・普及啓発事業 
 

 

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：向野 公浩 

２０２０年度事業計画 ２０２０年度事業報告 

2020 年度社会福祉士実習指導者講習
会の開催 

2020年度社会福祉士実習指導者講習会 
日 時：2020年 11月 6日（金）、7日（土） 
場 所：クローバープラザ 
修了者：67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 

日 時：2020年 12月 12日（土） 
場 所：クローバープラザ 

【注】新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止。 

実習指導に関する調査、研究 
 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、アンケート調
査を中止した。 

実習指導に関する団体との協力・連携 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、特筆すべきも
のは無い。 

総括 （2021年度に向けた課題等） 
 実習指導者講習会を例年どおり開催し、コロナ禍のなか 67 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や調査研究等については、新型コロナ
ウイルス感染拡大防止のため中止した。 
 2021年度も新型コロナウイルスの状況が続くことを考え、感染対策を講じたうえで研修会の開
催、調査研究などを行っていく。 

 
 
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         

２０２０年度事業計画 ２０２０年度事業報告 

（１）研究誌の発行 
 

 
 

4月応募要領を 4月広報誌に掲載。8名の会員から投稿
があり、大学教員の査読を経て研究誌を発行した。 
 ・研究論文  6件 
・実践報告  1件 
・研究ノート 1件  

（２）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：2021年 02月 20日（土） 
内 容：①論文の書き方に関する講義 

②研究報告 
【注】新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止。 

総括 （2021年度に向けた課題等） 
論文作成に関心の高い会員向けに「論文の書き方」研究会を開催予定。社会福祉現場で研究

課題に取り組む会員や大学院等で学んでいる会員に対して、投稿を促す。 
これまで、「子ども食堂運営」や「高齢者生活支援」「障がい者支援」分野などで文献研究と

実践を重ねている会員に対して、投稿や論文作成方法の機会を提供する。 
福岡県社会福祉士会は全国でも数少ない研究誌を発行している組織である。 
10年以上、このような発行体制と論文作成方法に関する研究会を継続している。本制度を今

後も継続できるよう支援員会活動を継続する。 
2021年度は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、論文作成方法の情

報提供などが今後も課題と考えている。 



 
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：牛島 道太         

２０２０年度事業計画 ２０２０年度事業報告 

認証研修の開催 2022度開講に向けて理論とアプローチの認証研修を企画中 

日本社会福祉士会 全国実践研究集会
へ委員派遣 

【注】新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止。 

中堅職員向け研修会の開催 「ソーシャルワーカーのための社会調査 実践編」 
日 時：2021年 03月 13日（土）  
場 所：筑紫女学園大学 
講 師：大西 良 氏 

【注】新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止。 

地域包括支援センターに対する調査研
究 

地域包括支援センターの実践に関するアンケートを作成
し、2021年度実施予定 

地域包括支援センター社会福祉士メン
ター制度のあり方の検討・実施 

２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 

評価調査機関としての基盤強化 2021年度に向けて、調査研究のためのアンケートを企画
中 

総括 （2021年度に向けた課題等） 
当委員会では、今年度は新型コロナウイルス蔓延のため研修を行うことができなかった。来年

度、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予定である。 
独自研修として地域診断をテーマに研修会を前年度実施した所、受講生から第２弾の要望が高

く、新たに企画したが、新型コロナウイルス蔓延のため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 

２０２０年度事業計画 ２０２０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回発行した。 
（6月と 7月，2月と 3月は合併号として発行した） 
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。 

県民対象の福祉セミナーの開催 
 

【注】新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止。 

出前講座の開催 
 

【注】新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止。 

総括 （2021年度に向けた課題等） 
①ふくおか社会福祉士通信の監修について 

新型コロナウイルス感染拡大の関係で、多くの研修会が中止に追い込まれた。研修会開催
案内以外の記事でも紙面の充実が図れるように他の会員等の意見を参考にしていきたい。 

②県民向けセミナーについて、出前講座の実施について 

新型コロナウイルスの感染状況を踏まえ実施に向けて、安全に行っていけるように Zoom 等
での開催を検討していきたい。 

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

２０２０年度事業計画 ２０２０年度事業報告 

入会啓発活動 
①国家試験受験対策講座受講者に対

して社会福祉士会の紹介 
②国家試験受験対策講座の最終日に
受講者に応援メッセージ等の配布 

③国家試験実施日に受験者に応援メ
ッセージと品物等を配布 

④国家試験受験者(対策講座受講者)
を対象に国家終了試験後 2 週間以
内に（受験お疲れ様会）を開催 

 
①福岡県社会福祉士会の紹介企画 
対象者：国家試験受験対策講座受講者 

【注】新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止。 

②国家試験受験対策講座受講者応援企画 
→国家試験全国統一模試受験者応援企画へ変更 
日 時：2020年 10月 25日（日） 
場 所：クローバープラザ 

③国家試験受験者応援企画 
【注】新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止。 

④受験お疲れ会の開催 
【注】新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止。 

総括 （2021年度に向けた課題等） 
新型コロナウィルスの感染拡大防止のため、ほぼ全ての計画を中止したが、そのなかで、計画

を一部変更し、対象を国家試験受験対策講座受講者から国家試験全国統一模試受験者へ変更し、
活動の趣旨の説明、応援物品を配布することができた。 

 コロナ禍の中ではあるが、入会啓発活動を実施したことで、社会福祉士会の活動に興味を持っ
て頂けたのではないかと感じることができた。また、その中でパンフレットの作成にも繋がり、
入会促進に繋がる活動等、委員会としての方向性を確立した１年間だった。 
 2021 年度は 2020 年度の活動を継続しつつ、一人でも多くの会員が会の活動に携わっていける
ような計画を推進していく。 

 
  



 

【４】福祉人材育成事業 
 
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 

２０２０年度事業計画 ２０２０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。 

2020年度認定社会福祉士オリエンテーション 
【注】新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止。 

・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：2021年 03月 08日（月）19：00～21：00 
会 場：Zoom会議 
議 題 
・2020年度各認証研修についての経過報告について 
・2021年 4月申請の認証研修について 
・2021年認証研修の開催について 
・コロナ禍における研修実施ガイドラインについて 

・認定社会福祉士制度研修認証申請
を行い、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 
 
 
 

【2020年度実施認証研修】 
①災害支援活動者養成研修 
 【注】新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止。 
②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 
2020年 10月 03日（土）2020年 10月 04日（日） 
2020年 11月 07日（土）2020年 11月 08日（日） 

③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 

【注】新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止。 
④発達障がいの理解と発達障がい者に対する支援の実際 
（分野専門/障害分野/対象者別科目群）1単位 

【注】新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止。 

⑤リーガル・ソーシャルワーク研修 
（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） 

【注】新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止。 

⑥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 
2020年 10月 31日（土）2020年 11月 01日（日） 
2021年 01月 09日（土）2021年 01月 10日（日） 
 

【スーパービジョン研修】 
・スーパーバイザー22名 
・スーパーバイジー31名受講中 
 



総括 （2021年度に向けた課題等） 
（１）ほぼすべての認証研修が新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止となった。2021年度

以降の研修実施方法について検討が必要である（e-ラーニングの活用やリモートによる研修
開催等） 

（２）スーパービジョン研修については、予定どおり受講希望者に案内し実施した。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、2021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、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：児童・家庭委員会             担当理事名：田中 伸助  

２０２０年度事業計画 ２０２０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 時：2020年 10月 03日(土)・4日(日) 

2020年 11月 07日(土)・8日(日) 
場 所：クローバープラザ 
テーマ：認定社会福祉士認証研修 

「虐待への対応（児童）」2単位 
講 師：安部西南学院大学教授、松﨑広島国際大学大学院

教授、安孫子弁護士、坂口児童家庭支援センター長、
田中児童相談所職員、大西筑紫女学園大学准教授、
松澤 SSW（講師計 7名） 

受講者：29名（うち認証研修 19名・受講のみ 10名） 

実践研究プロジェクト 
 

実践研究プロジェクト 
日 時：児童・家庭委員会の開催時に併せて 7回実施 
場 所：福岡県社会福祉士会博多事務所・Zoomオンライン 
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 
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 
成果：３カ所の子ども食堂に対する訪問及び聞き取り調査

を実施し、大西リーダーを中心に次期日本士会山形
大会で研究結果発表をするため、「地域支援」分科
会への申込を行った。 

「つながろう！チャイルド・サ
ポート・ネットワーク(C.S.N)」 

【注】新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止。 

 

  



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は中止 

(2) 子ども虐待防止活動推進委員会（全体会議）に出席 

日 時：2020年 10月 29日（木）15:30～16:30 

場 所：エルガーラホール 

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は中止 

(4) 児童虐待対応専門研修（オンライン研修） 

日 時：2021年 03月 26日（金）19:00～21:00 

講 演：「コロナ禍のいま、私たちができることは」 

(5) ワーキンググループ会議に参加 

第 1回 2020年 06月 26日（金）19:00～20:30 

 福岡市えがお館 

・今年度の推進委員会の取り組みについて 

・フォーラム中止に代わる今年度の取り組みについて 

第 2回 2020年 10月 23日（金）19:00～20:30 

       福岡市えがお館 

・推進委員会ワーキングメンバーの募集結果について 

・子ども虐待防止活動推進委員会の開催内容について 

・専門者向け研修（児童虐待対応研修）について 

・11月児童虐待防止月間の取り組みについて 

第 3回 2020年 04月 08日（木）19:00～20:30 

       福岡市えがお館 

・児童虐待防止活動の次年度企画検討など 

総括 （2021年度に向けた課題等） 

(1) C.S.N 活動について、今後は発展的に情報発信と会員の相互交流・ネットワークの促進のた

め、オンライン Webセミナーを定期開催していき、安定的な運営を目指す。 

(2) 認定社会福祉士制度認証研修「虐待への対応」を更新し、あらゆる広報媒体を通し、他県か

らの参加促進を図るとともに、新たな若手の参加者拡大を図り、対外的にも社会福祉士の子

ども家庭福祉に関わる存在としての認知度を高めていく。 

(3) 2019年度から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、日本士会山形大会において発表することで、一定

の区切りをつける。さらに、次の段階として、社会福祉士の果たす役割を具体的に追求し、

その効果測定を行い、子ども食堂が関わる関係機関及び自治体に向けて、社会福祉士の存在

意義をアピールしていく。 

 

  



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 
２０２０年度事業計画 ２０２０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 

※基礎研修Ⅰ～Ⅲ  全面中止 
【注】新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止。 

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 

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 

全国生涯研修委員会議出席 
 
 
 
 

日 時：2020年 10月 17日（土） 
場 所：Zoomミーティング 
内 容：生涯研修制度の見直しについて 

新型コロナウイルスによる研修への影響と対策
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 

【注】新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止。 

総括 （2021年度に向けた課題等） 
2020年度、新型コロナウイルス感染拡大防止のため基礎研修Ⅰ・Ⅱ・Ⅲすべての研修を中止し

た。中止に伴い、実施に関する数件の問い合わせがあったが大きな混乱はなく、受講予定であっ
た会員に理解していただいた。2021年度は日本社会福祉士会製作の e-ラーニング（講義部分）と
集合研修（演習部分）の組み合わせで実施を目指す。 

 



 
委員会名・事業チーム名：医療委員会                   担当理事名：澤 高明 

２０２０年度事業計画 ２０２０年度事業報告 

(1) 医療分野専門研修会（ 認証
研修 ）の開催 

【注】新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止。 

(2) 医療分野専門研修会（ 独自
研修 ）の開催 

【注】新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止。 

(3) 広報誌への投稿呼びかけと
掲載について 

 コロナ禍の「MSWの奮闘記」として、6名から寄稿文を頂き、

広報委員会に相談の上、通信 2･3月合併号に掲載した。 

 読者の会員からも感想を寄せられている。 

総括 （2021年度に向けた課題等） 
○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。 
○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：障がい者支援委員会              担当理事名：原田 剛 

２０２０年度事業計画 ２０２０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】 
発達障がいの理解と発達障害への支
援の実際 
 
 
 
 

日 時：2021年 03月 20日（土）9：30～18：00 
    2021年 03月 21日（日）9：30～18：00 
場 所：クローバープラザ 
内 容：発達障害者支援法と発達障害の理解 
    自閉症・学習障害・広汎性発達障害等の理解 
    行動療法 等 
【注】新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止。 

障害支援区分認定審査会委員研修 
（※高齢者委員会と共催で 2回実施） 
 
 
 
 

障害支援区分認定審査会委員研修 
日 時：2020年 8月 1日（土） 

8月 2日（日） 
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 
    審査会委員研修を実施。 
【注】新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止。 

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。 

総括 （2021年度に向けた課題等） 
（１）認定社会福祉士認証研修は新に開発した研修を開催予定であったが新型コロナウイルス 

感染症の影響で研修を中止。今後は研修の開催方法等を検討していく必要がある。また多数
の申込があり、今後も本研修については継続して計画実施していくこととする。 

（２）2021年度は独自研修を企画実施していく。 
（３）2021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 

２０２０年度事業計画 ２０２０年度事業報告 

認定社会福祉士認証研修 
 
 
 

高齢分野専門研修会 
【地域社会・多文化分野（分野共通）】 
日 時：2021年 02月 20日（土） 

2月 21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～ 
【注】新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止。 

高齢分野専門研修会 
（ 独自研修 ） 
 
 
 
 

高齢者委員会企画研修 
日 時：2020年 10月 31日（土） 
場 所：クローバープラザ 
内 容：三好春樹先生講演会 
講 師：三好春樹 氏 
受講者：33名 
（会員:21名 県外会員:2名 非会員／一般:10名） 

介護認定審査会 
委員推薦候補者説明会 
（障がい者支援委員会と共催） 

介護認定審査会委員推薦候補者説明会 
日 時：2020年 08月 01日（土） 

8月 09日（日） 
場 所：あいれふ講堂 
内 容：介護認定審査会推薦に係る説明 
講 師：1) 山口 千恵 氏（内部講師） 

一般社団法人そーしゃる・おふぃす 代表 

      2) 伊東 良輔 氏（内部講師） 

         一般社団法人ぱるむ 代表理事 

【注】新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止。 

総括 （2021年度に向けた課題等） 
(1).認定社会福祉士認証研修は 1 科目開催を企画していた。「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～」は、2019 年度の 1 回目開催時に 65 名もの会員から申し込み
があり、反響の大きさからも 2020年度に 2回目の開催を予定としていた。しかし、新型コロナ
ウイルス感染拡大に伴い 2 回目の緊急事態宣言が発令されたため残念ながら中止を決断した
が、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し今後も認証研修を開催する予
定。 

 
(2). 高齢分野専門研修会「三好春樹先生講演会」を実施した。今回の講演会では、「老い」への
見方を変えれば障がいは乗り越えられることを、豊富な事例を交えながら講演していただいた。
「関係の概念」は、高齢者分野に留まらず障がいや児童などさまざまな分野に応用できるため、
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。 

 
(3). 介護認定審査会委員推薦候補者説明会についても、(1)と同様、新型コロナウイルス感染拡
大を防止するために中止とした。今後は、感染症拡大により開催が危ぶまれることも想定し、
オンラインなど代替手段の活用も視野に入れ、学びの場が減らない委員会活動を行いたい。 

 
  



 
 
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：澤 高明 

２０２０年度事業計画 ２０２０年度事業報告 
独自研修開催 【注】新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止。 

認証研修開催 【注】新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止。 

福岡市精神保健福祉センター
「こころと法律の相談会」相談
員派遣 
 
 
 

こころと法律の相談会 
日 時：2020年 09月 18日（金）開催 

 場 所：あいれふ 
 派遣者：木藤委員、小倉委員 
 
 日 時：2021年 03月 23日（火）開催 
 場 所：あいれふ 
 派遣者：小倉委員、谷尾委員 

自殺予防に関する活動 福岡市精神保健福祉センターの研修、イベントなどへの
協力 
 
福岡大学医学部精神科への研修協力 

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（2020 年 1 月～12 月） 
登録者 14 名 
派遣数 55 件（依頼 61 件、取り下げ 6 件） 

②地検との定期協議会 
 第 1 回 2020 年 07 月 10 日（金） 
 第 2 回 2020 年 12 月 15 日（火） 
 第 3 回 2021 年 03 月 17 日（水）※中止 

書面にて意見交換 
③地検アドバイザー会議（内部事例検討会） 
【注】新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止。 

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」を設置。 

（委員 6名、オブザーバー：地方検察庁他 6機関）。 
②ケース会議等の開催  
 ・ケース会議を月 1回開催（12回） 
 ・マニュアルＷＴを 7月より月 1回開催（9回） 
③モデル事例 
 地方検察庁ルート：19件（新規 12件） 
 弁護士ルート：16件（新規 9件） 
 薬務課ルート：2件（新規 0件） 
 その他：1件（新規 1件） 
④事業成果物 
 ・「再犯防止・入口支援ハンドブック～福岡県立ち直り

サポートセンター実践事例集～」 
・同（簡易版） 

※県ＨＰに掲載 



総括 （2021年度に向けた課題等） 
 地域社会・多文化委員会は、司法福祉、自殺予防、外国人支援の３つを大きなテーマとして取
り扱っている。うち司法福祉、自殺予防は認証研修を行ってきた。コロナ対策を講じつつ、外国
人支援の研修組み立てにも取り組んでいく。他、「カミネ油症」という半世紀前にいわゆる公害病
として北部九州を中心に広まった病気があった。長年、その油症患者の支援に携わり、精通した
会員を委員に迎え、今後、当委員会にある「県民ひとり一人の暮らしや、各地域の独特の文化等
を必要とされる多くの視点から考え、魅力ある社会を提案する」ことに向け、委員会内で十分に
協議していく。 
 また、上記のテーマで司法福祉のように「事業」として取り組んでいるものもあるが、自殺予
防など研修で学習した技術を実際の場面で生かせない、事業的支援を求められても応じられない
ジレンマも抱えている。今後、事務局や他の委員会含め協議の場を持ちたい。 
 司法福祉について、検察庁社会福祉アドバイザーや再犯防止委員会など、この分野における本
会の存在は県内で大きいと言える。今後の更なる飛躍を求め、「司法福祉研究委員会（仮称）」を
立ち上げ、既に事業化しているアドバイザーなどを地域社会・多文化委員会より分離し、委員会
内の整理を図りたい。 

 
 
 
委員会名・事業チーム名：高齢者虐待対応専門職員研修事業推進チーム 担当理事名：石橋 雅子 

２０２０年度事業計画 ２０２０年度事業報告 

養護者による虐待へ対応する市町
村職員対象研修の開催 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
養介護施設従事者等の虐待へ対応
する市町村職員対象研修の開催 

養護者による高齢者虐待対応基礎研修（県委託） 
日 時：2020年 09月 14日（月）9:30～16:30 

          09月 28日（月）9:30～16:35 
場 所：福岡県吉塚合同庁舎 
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：122名 

 
福岡県高齢者虐待防止市町村職員等研修（県委託・応用編） 
【注】新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止。 
 
市町村職員等に対する高齢者虐待対応力向上研修 
（県委託） 
日 時：2020年 10月 05日（月）9:30～16:45  
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対応の基礎知識

と虐待対応の流れについて 
受講者：71名 

総括 （2021年度に向けた課題等） 
（１）地域包括支援センター数は福岡県内でも増加、委託化が続いている。行政職員も異動によ

る新任職員が毎年多数着任するため、虐待防止という高齢者の権利擁護を担う市町村・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
ができるように、基礎研修を充実したカリキュラムで継続する。 

（２）2020年度は養護者支援の研修開始が新型コロナウイルスの感染予防のため、県と全体の研
修時期を再検討することとなり年度後半の実施となったため、当初計画の研修がひとつ開催
できなかった。2021年度は既に県と協議済みで、十分な感染対策のうえで養護者対応の初任
者編・応用編・養介護従事者対応編の３つの研修会を実施していく予定である。 

（３）介護保険改正により「養介護施設従事者等による虐待防止」の強化がはかられ、事業所の
研修必須化が明記されたこともあり、本会としては施設従事者対象の虐待防止研修をプログ
ラミングして県へ提示していく所存である。養介護施設従事者による虐待を現場で予防でき
る仕組みづくりから貢献していきたい。 



 

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：石井 宗仁         
２０２０年度事業計画 ２０２０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：2020年 07月 09日（木）9:30～17:30 
  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：110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（１日目） 
 日 時：2020年 08月 05日（水）9:30～17:30 
  場 所：クローバープラザ 
 内 容：同上 
 受講者：110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（１日目） 
 日 時：2020年 08月 05日（水）9:30～17:30 
  場 所：久留米シティプラザ 
 内 容：同上 
 受講者：100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：2020年 07月 21日（火）9:30～17:30 
            07月 22日（水）9:30～17:30 
 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：48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：2020年 07月 29日（水）9:30～17:30 
            07月 30日（木）9:30～17:30 
 場 所：クローバープラザ 
 内 容：同上 
 受講者：49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：2020年 08月 19日（水）9:30～17:30 
            08月 20日（木）9:30～17:30 
 場 所：クローバープラザ 
 内 容：同上 
 受講者：52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：2020年 08月 19日（水）9:30～17:30 
            08月 20日（木）9:30～17:30 
 場 所：久留米シティプラザ 
 内 容：同上 
 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 08月 26日（水）9:30～17:30 
            08月 27日（木）9:30～17:30 
 場 所：クローバープラザ 
 内 容：同上 
 受講者：51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 08月 26日（水）9:30～17:30 
            08月 27日（木）9:30～17:30 
 場 所：久留米シティプラザ 
 内 容：同上 
 受講者：57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：2020年 11月 23日（月）～11月 27日（金） 

     2020年 12月 21日（月）～12月 25日（金） 

     2021年 01月 18日（月）～01月 22日（金） 

  手 段：e-ラーニングによる遠隔化講義（3回） 

 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 

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：2020年 12月 10日（木）9:30～18：00 

 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：33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：2020年 12月 11日（金）9:30～18：00 

 場 所：クローバープラザ 

 内 容：同上 

 受講者：41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：2020年 12月 22日（火）9:30～18：00 

 場 所：クローバープラザ 

 内 容：同上 

 受講者：41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 12月 23日（水）9:30～18：00 

 場 所：クローバープラザ 

 内 容：同上 

 受講者：42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：2021年 01月 14日（木）9:30～18：00 

 場 所：クローバープラザ 

 内 容：同上 

 受講者：42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：2021年 01月 15日（金）9:30～18：00 

 場 所：クローバープラザ 

 内 容：同上 

 受講者：40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：2021年 01月 26日（火）9:30～18：00 

 場 所：クローバープラザ 

 内 容：同上 

 受講者：42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 8回） 

 日 時：2021年 01月 27日（水）9:30～18：00 

 場 所：クローバープラザ 

 内 容：同上 

 受講者：42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 9回） 

 日 時：2021年 02月 09日（火）9:30～18：00 

 場 所：クローバープラザ 

 内 容：同上 

 受講者：42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 10回） 

 日 時：2021年 02月 10日（水）9:30～18：00 

 場 所：クローバープラザ 

 内 容：同上 受講者：42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 11回） 

 日 時：2021年 02月 25日（木）9:30～18：00 

 場 所：クローバープラザ 

 内 容：同上 

 受講者：41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 12回） 

 日 時：2021年 02月 26日（金）9:30～18：00 

 場 所：クローバープラザ 

 内 容：同上 

 受講者：41名 

  



人材養成研修 
 
 
 

人材養成研修 
 日 時：2020年 07月 18日（土）14:00～17:00 
 場 所：オンライン研修 
 内 容：グループコーディネーターとは 
 受講者：23名 
 
人材養成研修 
 日 時：2020年 08月 22日（土）14:00～17:00 
 場 所：オンライン研修 
 内 容：ティーチングとは 
 受講者：17名 
 
人材養成研修 
 日 時：2020年 09月 26日（土）14:00～17:00 
 場 所：オンライン研修 
 内 容：ファシリテーションとは 
 受講者：16名 
 
人材養成研修 
 日 時：2020年 10月 24日（土）09:00～17:00 
 場 所：クローバープラザ 
 内 容：AM スーパービジョンとは 
     PM 実践研修（GCの体験） 
 受講者：15名 

総括 （2021年度に向けた課題等） 
（１）運営の安定 
  2020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。後期研修では、新型コロナ
ウイルス感染防止対策のため、福岡県障がい福祉課と協議し 2日間の演習日程を 1日に短縮し
て実施した。来年度も演習日程を 1日としたプログラムで開催を予定しているが、感染状況等
の影響によっては大幅な変更も考えられるため、指定元である福岡県と確実な連携を取りた
い。 

（２）実践研修の準備と人材養成 
  2021年度より実践研修が開始される。昨年度に引き続き、プログラムの研究を進めており、
確実に指定を受けられるよう準備を進めていく必要がある。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進めると同時に、
各種研修講師を担える人材を、社会福祉士会の他委員会と協働し、育成したい。 

（３）他団体との連携 
  昨年度に引き続き、研修内容に整合性が取れるよう、保健福祉振興財団と情報交換等を行い、
必要に応じた連携を図る。 

 

  



委員会名・事業チーム名：相談支援従事者初任者研修事業推進チーム  担当理事名：石井 宗仁 
２０２０年度事業計画 ２０２０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：2020年 09月 28日（月）～10月 12日（月） 
 場 所：e-ラーニングによる遠隔化講義 
 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、6日目、7日目）第 1回 
日 時：2020年 10月 21日（水）9:00～17:15 

10月 22日（木）9:00～18:00 
11月 25日（水）9:00～18:10 

2021年 01月 07日（木）9:00～17:15 
 1月 08日（金）9:00～17:30 

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 
 
福岡県相談支援従事者初任者研修 

（3日目、4日目、5日目、6日目、7日目）第 2回 
日 時：2020年 11月 10日（火）9:00～17:15 

11月 11日（水）9:00～18:00 
12月 08日（火）9:00～18:10 

2021年 01月 19日（火）9:00～17:15 
 1月 20日（水）9:00～17:30 

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 640人 
 講義のみコース……537人 
 全日程コース………089人 
 演習のみコース……014人 

総括 （2021年度に向けた課題等） 
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研修プログラム

となった。全日程コースでは 5日間の研修が 7日間へと変更になった。今後も研修プログラムの見直
しと更なる充実を図るため、これまで以上に福岡県障がい福祉課、保健福祉振興財団との連携が必要
となる。 

  
  



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：石橋 雅子     

２０２０年度事業計画 ２０２０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（県委託研修） 
①行政・虐待防止センター職員等コース（施設従事者による虐待）           

日 時：2020年 10月 15日（木）9：20～16：30 
場 所：クローバープラザ 
受講者：35名 

 
行政・虐待防止センター職員等コース（養護者による虐待） 

日 時：2020年 10月 27日（火）9：20～16：30 
場 所：クローバープラザ 
受講者：46名 

 
②障がい福祉サービス事業所管理者等コース 

日 時：2021年 02月 16日（火）9：20～17：00 
2021年 02月 17日（水）9：20～17：00  

場 所：久留米シティプラザ 
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：サービス事業所等の管理者  60名 

サービス管理責任者等    62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 
 
【注】新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止。 

総括 （2021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 
   行政等コースは、２日間で養護者及び施設従事者による虐待対応を学ぶプログラムを再考

し演習時間を確保する等おこなった。受講者の意見等も取り入れながら、実際に行政等虐待
対応担当者がケースに対応できるように研修プログラムの充実を図っていきたい。 

  管理者等コースにおいては 20⒚年度に多くの受講申込みがあり、県との協議のうえ行政等
コースとは別の日程で開催した。2021年度もこの形で実施して、多くの希望者が受講できる
体制をととのえていく所存である。 

（２）施設職員のための障がい者虐待防止研修について 
   2020年度は新型コロナウイルス感染予防のために中止となった。継続して求められる内容

の研修であるので、2021年度は開催方法等を県と協議して開催に向けて企画及び実施を行う。 

 
 

 
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  

２０２０度事業計画 ２０２０年度事業報告 
認定社会福祉士認証研修の開催 
「災害支援活動者養成研修」 
科目名：災害対応・支援 

【注】新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止。 

総括 （2021年度に向けた課題等） 
今年度の認証研修は募集をしたものの、新型コロナウイルスの感染拡大が収まらないためにや

むなく開催を中止した。しかし、こうした状況にあっても熊本県を中心に豪雨災害が発生するな
ど、コロナ禍での避難所運営をはじめとする災害対応の課題が浮き彫りになったといえる。 
来年度は、感染症対策を十分に行いながら、認証研修を開催し、現状に即した災害支援を検討

したいと考える。 



 
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 
２０２０年度事業計画 ２０２０年度事業報告 

福岡県委託事業強度行動障がい支援
者養成研修の開催 
  

基礎研修開催（１回２日間） 
日 時：2020年 12月 12日（土） 

12月 13日（日） 
場 所：クローバープラザ 
受講者：77名 

 
実践研修開催（２回４日間） 
日 時：2020年 12月 23日（水） 

12月 24日（木） 
2020年 12月 26日（土） 

12月 27日（日） 
場 所：クローバープラザ 
受講者：107名 

強度行動障がい支援者養成研修に関
する調査、研究 

【注】新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止。 

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 

【注】新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止。 

総括 （2021年度に向けた課題等） 
 2021年度は、本会主体の「指定研修」と福岡県から本研修を受託し、エキスパートを講師に招
いた「委託研修」の２つに取り組む。そのため、新たな委員体制を組織し、研修の成功に繋げた
い。 

 
 
 
 
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： 安田 征司 

２０２０年度事業計画 ２０２０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 

【注】新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止。 

福岡県独立型社会福祉士連絡協議会との 

連携 

 

【注】新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止。 

独立型社会福祉士親睦会の実施 
 
 

【注】新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止。 

総括 （2021年度に向けた課題等） 
 2020年度は、新型コロナウイルス感染拡大のため初めて、研修等を中止した。 
 2021年度は、更新研修とは別に、2020年度実施することができなかった独立型社会福祉士同
志のネットワークの形成が行えるよう、新型コロナウイルスの状況を見ながら進めていく。 

 
  



委員会名・事業チーム名：福祉関連資格取得支援事業推進チーム     担当理事名：原口 崇 
２０２０年度事業計画 ２０２０年度事業報告 

社会福祉士国家試験受験対策講座 
の開催 
 
 

次のとおり開催した。（全 8日間） 
日 時：2020年 09月 06日（日） 09:30～16:30 

12日（土）  09:30～16:40 
20日（日） 09:30～16:40 
21日（日） 09:30～16:40 
26日（土） 09:30～15:30 
27日（日） 09:30～16:30 

10月 03日（日） 09:30～16:30 
4日（日） 09:30～16:40 

場 所：クローバープラザ 
受講者：25名（一般 24名＋学生 1名） 

 
【注】新型コロナウイルス感染防止のため、ソーシャル

ディスタンスを確保するよう、定員を半減させ 25名
とした他、開催日程を約１か月遅らせて無事開催す
ることができた。 

社会福祉士全国統一模試試験の実施 
 

次のとおり予定通り実施した。 
日 時：2020年 10月 25日（日） 9:30～15:30 
場 所：クローバープラザ 
受験者：47名 ※定員 64名 

 
【注】新型コロナウイルス感染防止のため、ソーシャル

ディスタンスを確保するよう、会場をひとまわり大
きな会場に変更し、なおかつ定員を 80 名から 64 名
に減らして開催した。 

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 58.3％） 

総括 （2021年度に向けた課題等） 
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、受講者数は研修会場の収容定員の半数以下とするよ

う県からの指導を受け、受験対策講座、模擬試験とも定員の設定を半減させた。 
ソーシャルディスタンス確保のため、着席配置も交互に配列させたほか、アルコールによる手

指消毒と換気、講師席にアクリル板を設置する等十分配慮した対応を行った。 
2021年度は、新型コロナウイルスの収束が見通せないため、念のため受講定員を今回と同様の

半数で設定して募集を開始する。また、受講料に関しては、準会員割引を強化（\1,000→2,000）
することにより、合格後の入会に向けた布石を打つ。 

 

  



【 収益事業等／その他の事業（相互扶助事業） 】 
 
 
１．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：向野 公浩 

２０２０年度事業計画 ２０２０年度事業報告 
研修会の開催 
 
 
 

第１回福岡ブロック研修会 
【注】新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止。 

第２回福岡ブロック研修会 
【注】新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止。 

Zoomオンライン交流会 
 日 時：2020年 11月 25日（水）19：30～21：00 
 テーマ：職場でのコロナ対策、コロナが広がったこと 

での変化について 
 参加者：３名 

新人オリエンテーションの開催 
 
 
 

新人オリエンテーション 
【注】新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止。 

新人オリエンテーション後、ミニ活動 
【注】新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止。 

施設見学の実施 
 

施設見学 
【注】新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止。 

総括 （2021年度に向けた課題等） 
新型コロナウィルスの感染拡大防止のため、ほぼ全ての計画を中止したが、そのなかで、Zoom

オンライン交流会を開催し、グループトーク等で会員同士の交流を図ることができた。 
2021年度は、コロナ禍の中であっても研修に参加しやすいように、集合とオンラインを組み合

わせ研修を開催する等、新たな研修方法を確立するとともに、入会に繋がる活動を企画していく。 

 
 
委員会名・事業チーム名：北九州ブロック             担当理事名： 安田 征司 

２０２０年度事業計画 ２０２０年度事業報告 
北九州ブロック研修会の開催 
 
 
 
 

第 1回 北九州ブロック研修会 
 【注】新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止。 
 
第 2回 北九州ブロック研修会 
社会福祉専門職団体合同連絡会「北九州フォーラム」 
日 時：2021年 02月 28日（日）10:00～17:00 
場 所：Zoomにて開催 

総括 （2021年度に向けた課題等） 

昨年度は、北九州ブロック研修会を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。

北九州フォーラムについては、ZOOMにて開催した。 
  今後もブロック等の活動を通じ、入会促進と活動の活性化に向け取り組んでいく。 

また、昨年度同様に、新型コロナウイルスの感染状況を見ながら、会員の健康を第一に考え
活動を進めていく。 

 



 
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  

２０２０年度事業計画 ２０２０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：2021年 03月 06日（土）14：00～16：30 
場 所：イイヅカコミュニティセンター 
テーマ：①新型コロナよもやま話 

②民間精神科単科病院がクラスターになると
いうこと 

講 師：①飯塚市立病院 武富 章 
②見立病院 熊本 勝治 

内 容：講義、グループワーク 
受講者：7名（会員 7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 
【注】新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止。 

総括 （2021年度に向けた課題等） 
今年度は、新型コロナウイルスの感染拡大によって、様々な研修会等が中止、あるいはオンラ

インでの開催となった。 
そうした状況にあって、専門職として「正しく恐れる」ことをいかに実現するかという目的も

あり、感染予防を十分にしたうえで、集合研修を開催した。参加人数は少数ながらも、コロナウ
イルスの最前線で活躍する医師と実際にクラスターとなった医療機関の方の講義は鬼気迫るも
のがあり、充実した研修会であった。 
来年度も研修会の開催をはじめとするブロック活動は、「感染症対策」が大きな課題となること

が予想されることから、本年度の研修は、効果的だったと考えるものである。また、会員活動の
基盤となるのがブロック活動であるため、感染症の見通しがつかない状況ではあるが、創意工夫
しながら実施し、現会員の帰属意識と満足感を高めるとともに新入会員の獲得につなげていきた
い。 

 
 
 
委員会名・事業チーム名：筑後ブロック                   担当理事名：原田 剛 

２０２０年度事業計画 ２０２０年度事業報告 

筑後ブロック主催の研修会の開催 
 
（１）司法書士会筑後支部との勉強会 
（２）家族療法のワークショップ 
（３）ソーシャルワーク理論 

アプローチ研修 
（４）司法書士会との交流会 
（５）新人オリエンテーション 

 
【注】新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止。 

総括 （2021年度に向けた課題等） 
・久留米市介護福祉サービス事業者協議会、司法書士会筑後支部等との連携強化等を継続。 
・ブロック研修については、ブロックの独自性を活かし研修の企画立案を行い、会員のスキルア
ップを支援すると共に研修を通じて非会員の入会促進に繋げていく。 

・筑後ブロック会員の連携強化、及び他職種との連携強化の為、情報交換会や懇親会等を開催し筑後
ブロックの活動を推進していく。 

・新型コロナウィルス感染症対策として幹事会は Zoom等を活用し実施すると共に、研修においても 
Zoom等を導入するかを検討していく。 

・中長期的な視点としてブロックの支部化を視野に入れ幹事会で協議検討を開始する。 



 

 

２．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              

２０２０年度事業計画 ２０２０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。 

（2020年度負担金＝2020年 3月 31日時点の会員数×200円） 
 

総括 （2021年度に向けた課題等） 
すべて計画通り実施した。2021年度も上記同様実施する。 
 

 

  



【 法人運営事業 】                        
２０２０年度事業計画 ２０２０年度事業報告 

社員総会の開催 
 2020年 06月 21日(日) 

社員総会の開催 

 2020年 09月 21日(月／祝) 

理事会の開催 （全 9回） 
①第１回  2020年 04月 19日(日) 
②第 2回  2019年 05月 17日(日) 
③臨  時  2019年 06月 21日(日) 
④臨  時  2019年 07月 05日(日) 
⑤第 3回 2019年 09月 13日(日) 
⑥第 4回  2019年 10月 11日(日) 
⑦第 5回  2019年 12月 06日(日) 
⑧第 6回  2021年 01月 24日(日) 
⑨第 7回  2020年 03月 14日(日) 

 

理事会の開催 （全 12回開催） 
①第１回  2020年 05月 31日(日) 
②第 2回  2017年 06月 21日(日) 
③第 3回  2017年 08月 02日(日) 
④第 4回 2019年 08月 30日(土) 
⑤臨  時  2019年 09月 21日(月) 総会時 
⑥臨  時  2019年 09月 27日(日) 
⑦第 5回         10月 11日(日) 
⑧第 6回  2021年 12月 06日(日) 
⑨臨  時  2020年 12月 20日(日) 
⑩第 7回  2021年 01月 24日(日) 
⑪臨  時  2020年 02月 21日(日) 
⑫第 8回  2021年 03月 14日(日) 

役員の改選 
① 選挙管理委員会の開催 
② 会員理事立候補者の公開 
③ 外部理事・監事候補者の選出 
④ 社員総会にて選任 
⑤ 理事の変更登記、県への届出 

役員の改選 
 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、理
事会及び社員総会の開催日程が大幅に乱れ遅延
が生じたが、無事役員の改選にこぎつけた。 

これに基づき変更登記を行い、県へ届け出た。 

組織強化 
（１）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 
④入会促進ノベルティグッズ作成、
キャンペーンにて頒布 

⑤退会抑止策の検討 
⑥準会員入会促進 

（２）役職員研修会の実施 
①役職員研修会 
②公益法人会計、年末調整セミナー
等への参加 

組織強化 
（１）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 
④入会促進ノベルティグッズ作成、キャンペーンに
て頒布 

⑤退会抑止策の検討 
⑥準会員入会促進 

（２）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、年末調整セミナーへ参加 

その他 令和 2年 7月豪雨災害義援金募集 
会員に災害義援金の募集を呼びかけ、義援金受付総額

145,025円を全額福岡県共同募金会へ寄付した。 

総括 （2021年度に向けた課題等） 
新型コロナウイルスの影響を強く受け多方面で遅延が生じたものの、概ね計画通り遂行できた。 
入会者数目標は例年に無い大幅未達の結果となり、コロナの影響によるとみられる。2020 年度

は、入会促進用にノベルティグッズ（クリアファイル）を作成し、入会者と紹介者等に頒布した。 
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、増員することができた。2021年度では、受験対策講座・全国統一模試の受講
料で準会員割引を拡充し、準会員の入会促進にさらに注力する。 
2021年は会員理事の補充のため追加募集を行う予定であり、そのための準備を万遺漏なく行う。

さらに 2022年度の役員改選に向けて 2022年 2月から選挙管理委員会委員の募集を開始する予定。 

 




