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山口県では、障害を理由とする差別を解消し、県民が、障害の有無によって分け隔てられること

なく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指すことを目的とする「障害

のある人もない人も共に暮らしやすい山口県づくり条例」を令和４年１０月１１日に公布・施行され

たところです。 

このたび、当会は、県より「障害のある人もない人も共に暮らしやすい山口県づくり条例普及啓

発業務」を受託して、広く県民・事業者に条例の周知を図るとともに、障害や障害のある方への理

解を深めていただくことを目的として、令和４年１２月１７日（土）９時３０分から、山口県健康づくり

センター（多目的ホール）において、『共生社会づくり県民フォーラム「障害のある人もない人も共

に暮らしやすい山口県づくり条例」制定記念』を開催いたします。 

道下美里氏（三井住友海上火災保険株式会社 所属/東京 2020 パラリンピック女子マラソン

(視覚障害 T12)金メダリスト）をお招きして、総合司会 高橋裕氏（山口放送アナウンサー）との対

談による講演や障害団体の活動事例及び障害のある人とない人との協働事例発表が行われます。 

 

 

県民フォーラムや条例については、当会ホームページでご覧いただけます。 
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◆ブロック活動のねらい 

山口県社会福祉士会では、山口県内を複数の地区（ブロック）に区分し、そのブロックを単位と

して会員 の組織化と相互交流・研鑽をおし進めることにより、身近な地域で活動できる場を作り、

そのブロックの実情に即した独自の事業を展開し地域福祉サービスの推進と向上に寄与する活

動を実施しています。 

 

◆所属ブロック以外のブロック活動への参加 OK  

本会では、事務管理上、会員の住所地を所属ブロックとしています。所属ブロック以外のブロック

活動にも参加することは出来ますので、興味のある活動内容があれば、参加してください。 

 

◆参加費 

〇山口県社会福祉士会 正会員、賛助会員：無料 

〇非会員：参加費が必要な場合もあります。 

 

◆各ブロックの年間計画 

ブロック活動の年間予定は、下記のとおりです。皆様の積極的な参加をお待ちしています。なお、

ブロック活動の年間計画の内容（開催日、場所、時間、内容等々）は変更する場合があります。また、

未定の内容や詳細については、山口県社会福祉士会ホームページや会員専用メール等にて、お

知らせいたします。 

（2022年 11月 11日現在）（  は終了もしくは中止した活動です。） 

■下関市ブロック 

開催日時 場 所 内 容 

6月 28日(火) 

19:00～20:30 
オンライン 

会活動のオリエンテーション「会員のしおり」より 

説明；社会福祉士 吉村真 

8月 20日（土） 

14:00～21:00 
愛の広場 

「馬関祭り愛の広場」への参加は、コロナウィルス感染者数が増えてい

るため、参加を中止しました。 

9月 9日（金） 

19:00～20:30 
オンライン 

「医療観察制度について」 

講師；山口保護観察所 社会復帰調整官 内田陽祐氏 

12月 9日（金） 

19:00～20:30 
オンライン 

暮らしの応援サービス～身元引受人サービス等について～ 

講師；ケアサービスたんでん   丹田 俊幸氏 

⇒詳しくは、本会報の７ページをご覧ください。 

2月  研修 

  施設見学会 コロナ禍のため、今年度も中止します。 

未定  新入会員歓迎会＆会員交流会 

 

■宇部市ブロック 

開催日時 場所 内容 

2月  研修会 

未定  新入会員歓迎会＆会員交流会 

調整中  会活動のオリエンテーション 

 

2022年度ブロック活動のご案内 



■ 4 ■ 

一般社団法人山口県社会福祉士会 会報 Joy’n第 33号 

 

■山陽小野田市ブロック 

開催日 場所 内容 

10月15日(土) 

10：00～11：30 
山陽総合福祉センター 研修会・情報交換会 

1月１４日(土) 

10：00～11：30 
中央福祉センター 

情報交換会 

LINE機能の活用について 

３月頃 

10：00～11：30 
中央福祉センター 

情報交換会 

次年度の活動について 

未定  新入会員歓迎会＆会員交流会 

調整中  会活動のオリエンテーション 

 

■萩市・長門市・阿武町ブロック 

開催日 場所 内容 

6月9日(木) 

19:00～20:00 
オンライン 

障害者生活支援センター(基幹相談支援センター)の役割について 

講師：金子貴子氏（ほっとすぺーす/管理者） 

12月6日(火) 

18:30～19:30 
オンライン 会活動のオリエンテーション・ブロック会議 

2月  社会福祉士についての紹介 

未定  新入会員歓迎会＆会員交流会 

調整中  研修会 

 

■防府市ブロック 

開催日 場所 内容 

6月21日(火) 

19:00～20:30 
オンライン 

山口市・美祢市ブロックとの合同研修 「福祉インフォーマル～ふくしビジ

ネス起業家の思い」 報告者:松林祐輝(やまぐちケアサポート),川端洋

祐(CC山口,横山修一(山口老人ホーム紹介センター) 進行:渡邊靖志(

マイスタイル,東亜大学医療学部) 

７月22日(金) 

18:30～20:00 

防府市文化

福祉ｾﾝﾀｰ 

（ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄ） 

「独立後の歩み」～今後独立を目指す方へ～ 

講師：社会福祉士 池永泰典  

10月１４日（金） 

18:30～20:00 

防府市文化

福祉ｾﾝﾀｰ 

（ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄ） 

「フリーランス社会福祉士の赤裸々な事実～どんな質問にも答えます～」 

講師：社会福祉士 岩金俊充 

12月上旬 

19:00～20:30 

防府市文化

福祉ｾﾝﾀｰ 

（ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄ） 

多職種との合同研修 

防府市役所の保険年金課の出張講座の予定 

１月調整中 

19:00～20:30 
 

山口市・美祢市ブロックとの合同研修「“学び”の化学反応・広がる

輪～山口県初・山口自主夜間中学～池田新様、八木明歩様」 

未定  新入会員歓迎会＆会員交流会 

調整中  会活動のオリエンテーション 
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■山口市・美祢市ブロック 

開催日 場所 内容 

6月21日(火) 

19:00～20:30 
オンライン 

山口市・美祢市ブロックとの合同研修 「福祉インフォーマル～ふくしビ

ジネス起業家の思い」 報告者:松林祐輝(やまぐちケアサポート),川端

洋祐(CC山口,横山修一(山口老人ホーム紹介センター) 進行:渡邊靖

志(マイスタイル,東亜大学医療学部) 

10月25日(火) 

19:00～20:30 
オンライン 

会員のお仕事紹介（杉山美羽さん、上口優衣さん） 

⇒実施報告を、本会報の９ページに掲載しています。 

１月調整中 

19:00～20:30 
オンライン 

防府ブロックとの合同研修「“学び”の化学反応・広がる輪～山口

県初・山口自主夜間中学～池田新様、八木明歩様」 

２月 

19:00～20:30 
オンライン 会員のお仕事紹介 

未定  新入会員歓迎会＆会員交流会 

調整中  会活動のオリエンテーション 

 

グループ LINE始めました♪※LINE公式アカウントではありません。 

二次元コードを読み取ると「えだ」と表示されます。お友達登録後、名前もしくは 

スタンプ等のメッセージを送って下さい。グループ LINE「山口・美祢ブロック LI 

NE」（仮）から招待させていただきます。グループ LINE登録確認後に「えだ」に 

送られた個人アカウントはブロックさせていただきますので予めご了承下さい。 

 

 

■周南市・下松市・光市ブロック 

開催日 場所 内容 

5月20日(金) 

18:30～20:00 
オンライン 研修会・ブロック会議 

7月28日(金) 

19:00～20:30 
オンライン 

会活動のオリエンテーション（会についての紹介、会員でしかできない社

会福祉士としての活動案内、基礎研修制度など） 

9月22日(木) 

18:30～20:00 
オンライン 

研修会「グリーフサポートを理解する」 

講師：グリーフサポートやまぐち 代表：京井和子氏 

11月17日(木) 

19：00～20：30 
オンライン 

研修会＆ミニお仕事紹介シリーズ 

「生活保護制度についてと市役所の社会福祉士」 

Ｒ5年1月  研修会・ブロック会議 

Ｒ5年3月  研修会・ブロック会議 

未定  新入会員歓迎会＆会員交流会 

 

友だち登録おまちしております♪LINEグループ「YSW周南・下松・光ブロック」 

＊LINE公式アカウントではありません。二次元コードを読み取ると『Ｔｏｍｏ』と表 

示されます。お友達登録後、お名前等のメッセージを送ってください。 

グループＬＩＮＥにご招待させていただきます！ 
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■岩国市・和木町ブロック 

開催日 場所 内容 

06月17日(金) 

19:00～20:30 
オンライン 「11＝Jack」の活動（講師：団長：寺本賢人氏） 

8月19日(金) 

19:00～20:30 
オンライン 「成年後見制度」の活用と中核機関について 

10月21日(金) 

19:00～20:30 
オンライン 「精神障害者の地域移行支援について」 

12月16日(金) 

19:00～20:30 
オンライン 懇親会 

02月17日(金) 

19:00～20:30 
オンライン 災害時のソーシャルワーク（調整中） 

未定  地域貢献活動 

 

■柳井市・周防大島町・田布施町・平生町・上関町ブロック 

開催日 場所 内容 

04月08日(金) 

19:00～21:00 
オンライン 

「地域の居場所作り～食・学・遊の活動を通じて～」 

 講師：中本英宏（やないろ/代表） 

06月10日(金) 

19:00～21:00 
オンライン 

「不登校と発達障害～心理検査を含めた心理的支援について～」 

講師：永冨徹志(鼓ヶ浦こども医療福祉センター/公認心理師) 

8月12日(金) 

19:00～21:00 
オンライン 

「山口県社会福祉事業団の一員として」 

講師：丸林稔夫(特別養護老人ホーム伊保庄園/施設長)  

10月28日(金) 

19:00～20:30 
オンライン 

「救護施設の実際」  

講師：柳克久(救護施設さつきの里/施設長) 

12月09日(金) 

19:00～21:00 
オンライン 

「引きこもり支援・発達障害・8050問題について」  

講師：山根俊恵(山口大学大学院医学系研究科保健学専攻/教授) 

⇒詳しくは、本会報の８ページをご覧ください。 

02月10日(金) 

19:00～21:00 
オンライン 令和５年度のブロック活動計画について 

未定  新入会員歓迎会＆会員交流会 

調整中  会活動のオリエンテーション 

 

 

 

 

ブロック活動のお知らせは、Facebookや公式ラインでも発信しています。 
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令和４年 11 月 11日 

山 口 県 社 会 福 祉 士 会 

下関市ブロック関係各位 

一般社団法人 山口県社会福祉士会 

下関市ブロック長  佐藤  義浩 

 

研修会のお知らせ 

 

立冬のみぎり 皆様におかれましてはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。 

さて、このたび下記のとおり、下関市ブロック研修会を開催します。今回は全国社会 

貢献団体連合会 ケアサービス たんでん の管理者：丹田俊幸氏をお招きして、超高齢化 

社会による老々介護・独居、免許証返納などによる引きこもり、介護保険では利用でき 

ないこと・仕事を持つ家族にもお願いできないことなどの御相談を受けている「暮らし 

応援サービス」の支援内容についてお話し頂きます。 

ご多用の折と存じますが、多くの方のご参加をお願い致します。 

 

日 時：令和 4 年 12 月 9 日（金） 19：00 ～ 20：30 

テ ー マ：『 暮らし応援サービス ～身元引受人サービス等について～ 』 

      講師：ケアサービス たんでん 管理者 丹田俊幸 氏 

 

形 式：Zoom ミーティング 

本研修は、オンラインシステム「 Zoom 」を使用いたします。オンライン関わる 

通信機器や通信環境の費用は自己負担となります。Zoom インストールなどを起因と 

する通信機器のトラブルなどは、保証しかねますので自己責任のもとご使用・ご参加 

ください。 

 

参加対象者：山口県社会福祉士会員、または、内容に興味のある方。 

参 加 費：山口県社会福祉士正会員・賛助会員 無料 

       非会員 1000 円(納付方法については参加希望の方に別途お知らせいたします。) 

 

申込方法：掲載している二次元コード 

もしくはＵＲＬからお申し込みください。 

【申込 URL】https://ws.formzu.net/dist/S34048835/ 

 

申込締切：令和 4 年 12 月 7日（水）12時まで 

事前に質問があれば、是非お願いいたします。 
【申込二次元コード】 

 

https://ws.formzu.net/dist/S34048835/


 

山口県社会福祉士会 

柳井市・周防大島町・田布施町・平生町・上関町ブロック研修会 
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１２月「しゃべり BAR inサザンセト」 
 

【テーマ】 ひきこもり支援の実際 

【日 時】 2022 年12 月9 日（金）19：00～20：30 

【形 式】 Zoom 会議室（オンライン） 

【対象者】 支援に興味があるすべての方 

【参加費】 山口県社会福祉士会会員：無料 ／ 非会員：100 円 
※お振込み先は別途お知らせいたします。手数料は申込者負担となります。 

【期 日】 2022 年 12 月 7 日（水）12：00 までにお申し込みください。 

 

 

 

 

【申込方法】 下記二次元コードにてフォームに沿ってお申し込みください。 

       申込締切後にミーティング ID 等を、ご登録いただいたメール 

アドレスに連絡いたします。 
 

https://ws.formzu.net/dist/S2044162/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山口大学大学院医学系研究科保健学専攻教授 

NPO 法人ふらっとコミュニティ理事長 山根俊恵 先生 

【担当者】 

山口県社会福祉士会 柳井市・周防大島町・田布施町・平生町・上関町ブロック 
ブロック長 亀山雄樹 （０８０－５２３７－８１０１） 

https://ws.formzu.net/dist/S2044162/
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▼テーマ：お仕事紹介▼講師：上口優衣会員と 

杉山美羽会員▼日時：10月 26日（火）１９時 

～２０時３０分▼方法：オンライン▼参加者：12名 

（内、社会福祉士会正会員 12名） 

▼報告者：野原徹（ブロック長） 

 

▼報告：今年度最初のお仕事紹介は、山口市・美祢市ブロック会員の上口優衣さんと杉山美羽さ

んに日ごろ従事されているお仕事について紹介していただきました。 

上口さんは、社会福祉法人 南風荘 セルプときわ（生活介護）で生活指導員をされています。セル

プときわの生活介護では障害支援区分 5・6 の方が登録者の約 70%を占めており、重度の方が

通っておられるのが特徴とのことでした。利用者さんの家族としては 16 時以降の利用を希望され

る方もおられ、ニーズにどのように向き合うかという課題もあるようです。仕事をしていて辛いと感じ

ることは、本人は一人暮らしがしたい、親はこの子には難しいといった相違があったときに、支援員

としての辛さがあるそうです。上口さんは子育て中で、お仕事も忙しいなかでの発表でしたが、ハツ

ラツととても爽やかな発表をしていただきました。 

杉山さんは、「NPO をフィールドとする流しの SW」と自らを表現されるように様々な仕事に従事さ

れています。その最初のきっかけとなったのが、下関市から山口市に転居され、知り合いのいない

土地での育児疲れを経験したことだったそうです。近所の公園に 1 年 300 日通い、そこで知り合

った同じ育児の悩みを持つ人たちと交流し、サークルを作り、イベントの企画をし、輪を広げていっ

たとのことです。アウトリーチ、ソーシャルアクションという福祉的なアプローチを感じますが、この時

点では社会福祉士ではなく、福祉のこともよく分からなかったそうです。とにかく必要なものを作る、

実践する、発表を聞いてその姿勢に圧倒されました。 

今回のお二人の発表にとても良い刺激を受けました。今後も会員の交流の場として、お仕事紹介

を企画していきたいと思います。 

 

活動実施報告 

 ブロック活動部 山口市・美祢市ブロック 

『お仕事紹介』 
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当会では、第一期中期計画（2020～2024年度）にスーパービジョン体制の構築を掲げ、

2020年度より検討を行い、今年度、８月２１日に開催しました第２回通常理事会で、「スー

パービジョン実施規程第４２号」が制定しました。 

つきましては、スーパービジョン委員会の運営を担っていただける委員さんを募集します。 

本会の事業推進にご尽力いただける方は、下記の事項をご覧の上、お申し込みください。多

くの方のご参加をお待ちしております。 

１  委員会名 

スーパービジョン委員会 

２  委員会委員の主な役割 

（１）バイザー名簿の作成及びバイジーへのバイザー情報提供 

（２）スーパービジョン仮申し込み及び本申し込み受付 

（３）バイザーとバイジーのマッチング 

（４）スーパービジョンに係る経費の請求・受領及び支払、受講管理 

（５）スーパービジョンの進捗状況の把握 

（６）バイザー、バイジーの相談及び苦情対応 

（７）バイザー、バイジーへの助言・指導 

（８）バイザーのスキルアップ 

（９）バイザー、バイジーのフォローアップ体制の構築 

（10）その他バイザー及びバイジーからの申し出に対する事務処理等 

（11）認定社会福祉士の資格取得支援の推進 

（12）その他当規程の目的に合致する事項 

３  応募要件 

スーパービジョン委員会委員の要件は、次のいずれかに該当している者となります。 

（１）機構のスーパーバイザー登録者 

（２）認定社会福祉士取得者 

（３）基礎研修修了者 

４  申込方法 

以下に掲載している二次元コードもしくはＵＲＬから、申込フォームにアクセスし、必要事項

を入力してください。※ お預かりした個人情報は、本事業の運営目的以外では使用いたし

ません。 

【企画チーム・委員会委員申込フォーム URL】 

https://ws.formzu.net/dist/S87264934/ 

５  申込〆切 

2022年 12月 7日（水）12時まで 

６  活動費の支払い 

委員の方には、6,000円分のクオカードをプレゼントします。 

委員会の委員募集 
 

https://ws.formzu.net/dist/S87264934/
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当会では、関係機関などから、委員会や協議

会などの委員に社会福祉士を推薦してほしい

という依頼を受け、当会所属の会員を委員とし

て推薦しています。 

 

どんな委員に就任してい

ますか？ 

介護認定審査会、障害者自立支援認定審査

会、いじめ問題調査委員会、地域包括支援セ

ンター運営協議会、地域密着型サービス運営

協議会、成年後見制度利用促進協議会、虐待

防止ネットワーク会議などです。 

 

委員に推薦にあたっての

選考基準はありますか？ 
当会の規程に基づき、専門分野・職種・経験年

数だけでなく、生涯研修制度及び認定社会福

祉士制度の履歴状況やぱあとなあ名簿登録

及びスーパーバイザー登録状況などを参考

に、社会福祉士取得後の自己研鑽をより積み

重ねているものを優先しています。 

そして、本会の事業推進にあたり、当会の役

員、委員会運営委員・協力員及びブロック構

成員（ブロック長、幹事など）に就任し、ご尽力

いただいている者や本会の事業に積極的に参

加している者（総会への出席状況）を優先して

います。 

また、生涯研修制度及び認定社会福祉士制

度の履歴状況やぱあとなあ名簿登録及びスー

パーバイザー登録状況などを参考に、社会福

祉士取得後の自己研鑽をより積み重ねている

ものを優先しています。 

 

 

 

 

 

 

 

申し込みの際に留意する

ことはありますか？ 
次の点にご留意ください。 

①現任委員の方で継続希望される場合も、必 

ず申込みしてください。 

②委員候補者の推薦は、申込書に基づき選考 

させていただきますので、記入漏れがないよ 

うにご注意ください。 

③推薦された方は６月定時総会でご報告いた 

します。 

④委員候補者に推薦されても、委員は市長が 

任命しますのでご承知おきください。 

⑤市町職員は、原則として委員になることがで 

きません。 

⑥同一市町で各種委員を兼務することは基本 

的にできないとお考えください。 

⑦委員の任期は、原則として連続して２期まで 

です。 

現在、募集している委員

はありますか？ 
あります。 

下関市介護認定審査会委員 

▶推薦枠：５名  ▶申込要件：会員であれば申

込できますが、下関市在住または下関市内に

勤務の方を優先  ▶申込期限：2022年 12

月 1日（木）12時まで 

 

山口市介護認定審査会委員 

▶推薦枠：７名  ▶申込要件 会員であれば申

込できますが、山口市に住所地がある方を優

先  ▶申込期限 2022年 12月 12日（月）

12時まで 

 

 

 

 

 

協議会などの委員推薦について 

詳しくは、当会ホームページの専用ぺージをご確認ください。 

https://www.yamaguchicsw.com/suisen/suisen.html 

  

 

https://www.yamaguchicsw.com/suisen/suisen.html
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公益社団法人日本社会福祉士会では、e‐ラ

ーニング講座を開講しています。講座は「基礎

研修関連講義」、「制度等の動向」、「生涯研

修」、「情報提供等」に分かれていて、新しい講

座が増えています。当会では、基礎研修の受講

(一部)にあたり、e-ラーニング講座を導入して

います。 

e-ラーニングってなんですか？ 
eラーニングとは、パソコンやモバイル端末など

の電子機器やネットワークを利用することによ

って、場所や時間、学習内容を問わず自分の

ペースでスキルアップを行うことができる学習

システムです。 

e-ラーニングのメリットは？ 
○効率的に学習することができるなどのメリッ

トがあります。 

・ 時間や場所を選ばず学習できるので、自分

の都合に合わせやすいです。 

・ もう一度聞きたい、続きは次回に、といった

感じで、自分のペースで学べます。 

・ 講座の中には課題が設定されているものも

あるので、理解度を確認できます。 

視聴するにはお金がかかります

か？ 
山口県社会福祉士会では、所属正会員のみ

なさまに、より多くの学びの機会を提供するた

め、本会が視聴料を負担していますので、一講

座約 2,200円必要なところ、 無料！！ でご利

用いただけます。 

但し、一部の有料講座の視聴料は自己負担と

なります。また、サイト閲覧するための通信料金

は各自でご負担いただきますようお願いいたし

ます。 

視聴するには？ 
日本社会福祉士会ホームページの e-

Learningログイン画面はこちらから 

https://jacsw.informationstar.jp/ 

 

 

最新のコンテンツの紹介 

■「倫理綱領の理解を深めるために」 

2022年 10月 25日 配信開始 

受講料：\0 

 

■「司法に関する基礎的知識」 

2022年 10月 24日 配信開始 

受講料:\1,100 

 

■「倫理綱領の必要性」 

2022年 10月 25日 配信開始 

受講料：\0 

 

■「被害者支援について」 

2022年 10月 24日 配信開始 

受講料:\1,100 

 

（マクロソーシャルワーク研修の講義） 

■「求められるソーシャルワーク機能の現状

と課題（認証研修）」 

2022年 09月 27日 配信開始 

受講料:\550 

 

■「マクロソーシャルワーク概論Ⅰ（認証研

修）」 

2022年 09月 27日 配信開始 

受講料:\1,100 

 

■「事例を通して考えるマクロソーシャルワ

ークの過程と展開（認証研修）」 

2022年 09月 27日 配信開始 

受講料:\1,100 

 

■事例を通して考えるソーシャルワーク機能

（認証研修） 

2022年 09月 27日 配信開始 

受講料:\550 

e-ラーニング講座開催中！ 

https://jacsw.informationstar.jp/
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「顔の見えるつながり、顔の見える社会福祉士

会」を目指し、2014 年度より「山口県社会福

祉士会ネットワークリスト」を作成しております。 

登録すると、毎年自動継続更新され、年１回（６

月末締め）最新情報のリストが配布されます。 

ぜひ、本取り組みを活用して、社会福祉士の仲

間との顔の見えるネットワークを築きましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害支援活動協力員登録制度は、万が一、大

規模災害が起こったときに、当会として迅速か

つ円滑に災害支援活動を行えるよう、平時に

おいてあらかじめ災害支援活動に協力できる

者を登録する当会独自の登録制度です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 社会福祉士人材バンク名簿登録の目的 

（１）社会的認知の拡大 

社会福祉士人材バンク名簿登録者をホームペ

ージ等で公開することによって、社会福祉士の

存在を社会に周知することができます。これは、

社会福祉士の社会的理解を広めることに寄与

します。 

（２）社会福祉士へのアクセスの向上 

社会福祉士という名称は知っていても、どこに

いるのか、何を担っているのか、どのように相談

すればよいのか知らない人が多いのが現状で

す。専門的支援を必要としているご本人や親

族の方々、地域の人々、専門職、行政等が、社

会福祉士に直接アクセスできる環境を整えま

す。 

（３）ネットワーク構築 

社会福祉士がどこでどのような活動をしてい

るのかがわかることによって、社会福祉士同士

及び他職種や異業種とのネットワークを構築

できる環境を整えます。 

２ 人材バンク登録要件 

山口県社会福祉士会の会員であり、人材バン

ク登録者名簿の公開に同意した者。 

３ 人材バンク登録者名簿情報の公開 

・人材バンク登録者の名簿情報は、本会ホーム

ページ等にて一般公開します。 

・公開用の情報は、様式第１号「社会福祉士お

よび事業所の概要」を活用します。 

４ 様式 

〇会員専用ホームページ → コンテンツ「社

会福祉士人材バンク登録」のページから 

〇Google ドライブからはこちら URLから 

登録募集中！ 

 ネットワークリスト 

 災害支援協力員 

 社会福祉士人材バンク 

https://ws.formzu.net/dist/S48878852/ 

【申し込み URL、二次元コード】 

https://ws.formzu.net/dist/S58865458/ 

【申し込み URL、二次元コード】 

https://drive.google.com/file/d/1GSIB4GtBM

PADzMcnKM4wCh-bVzAlfpCY/view?usp=sha

ring 

https://ws.formzu.net/dist/S48878852/
https://ws.formzu.net/dist/S58865458/
https://drive.google.com/file/d/1GSIB4GtBMPADzMcnKM4wCh-bVzAlfpCY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GSIB4GtBMPADzMcnKM4wCh-bVzAlfpCY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GSIB4GtBMPADzMcnKM4wCh-bVzAlfpCY/view?usp=sharing
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・当会を構成する一員になれます。 

・日本社会福祉士会にも所属する。 

・社会福祉士の実践の拠り所は、倫理綱領

です。 

・福祉専門職としての社会的認知度を高め

られます。 

・自律への支援が得られます。 

 

 

 

 

・福祉の最新情報が入手できます。  

・専門性や資質向上の機会が得られ  

ます。  

・より身近な地域で自己研鑚の機会  

が得られます。  

 

 

 

 

・共通の価値観を有する仲間と出会える機

会が得られます。 

・成長できる機会が得られます。 

・広い視野を持てる機会が得られます。 

・自分を振り返る機会が得られます。 

・顔の見えるネットワークを築く機会が得

られます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・委員会の委員として  

・企画チームの委員として  

・市町行政及び関係団体の委員として  

・後見活動として  

・スクールソーシャルワーカーとして  

・独立型社会福祉士として  

・障害者・高齢者権利擁護支援専門職

チームとして  

・山口県障害者権利擁護センター相談

窓口職員として  

 

 

 

・会費 

・変更手続き 

・退会手続き 

・お問い合わせ 

 

 

 

・社会福祉士の倫理綱領・行動規範 

・山口県社会福祉士会規程類 

 

 

『 会員のしおり～入会するメリットとは～ 』 
 

会員のしおり（Google ドライブよりダウンロード） 

https://drive.google.com/file/d/1siUAURuuHoLAs-

Hgs5fDY9YZ-_Y7MT5J/view?usp=sharing 

メリット１ 

職能団体組織に所属する‼ 

 メリット４ 

会活動を通して 

社会福祉士としての実践‼ 

メリット２ 

自分磨き（自己研鑽） !! 

『 会員のしおり 』は、山口県社会福祉士会の活動をお知らせするとともに、山口県社会福祉

士会に入ることで得られるメリットを紹介する冊子になっています。山口県社会福祉士会の活

動を通じて、自分自身の立ち位置や自分なりのメリットも見い出だしていただければ幸いです。 

そして、山口県社会福祉士会・社会福祉士を社会に広くアピールしていきましょう。 

『こんなこと知りたい』、『これを伝えたい』などお聞かせください。メール、お問い合わせフォー

ムからお寄せください。一緒に「会員のしおり」をバージョンアップしていきましょう。 

 

 

メリット３ 

仲間との出会い‼ 

事務手続きに関すること  

参考資料 

会員のしおり二次元コードはこちら↑ 

https://drive.google.com/file/d/1siUAURuuHoLAs-Hgs5fDY9YZ-_Y7MT5J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1siUAURuuHoLAs-Hgs5fDY9YZ-_Y7MT5J/view?usp=sharing
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最新情報を入手しましょう！ 

当会の情報発信ツールです。 

●ホームページ 

https://www.yamaguchicsw.com/ 

●公式ライン（友だち追加してください。） 

https://lin.ee/8jQBxIt 

●会員専用メール（登録が必要です） 

https://ws.formzu.net/dist/S26490835/ 

●フェイスブック 

https://www.facebook.com/csw.yamaguchi 

●Googleカレンダー

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=yamaguchicsw20090202%40gm

ail.com&ctz=Asia%2FTokyo 

https://www.yamaguchicsw.com/
https://lin.ee/8jQBxIt
https://ws.formzu.net/dist/S26490835/
https://www.facebook.com/csw.yamaguchi
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=yamaguchicsw20090202%40gmail.com&ctz=Asia%2FTokyo
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=yamaguchicsw20090202%40gmail.com&ctz=Asia%2FTokyo
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お届けいただいている、住所、氏名、電話番号、勤務先、電子メールアドレス、などの「会員情報」に変更がありま

したら、お手数ですが、山口県社会福祉士会へ変更のお手続きを行ってください。 

 

■ ヤマト DM 便は、転送されませんよ！ 

本会からの通信は、経費削減のため、主にヤマト DM 便にて皆様へ発送しております。 

郵便局が取り扱う郵便物は、お引越しの際に、郵便局の窓口に転居届を出すと、1 年間、旧住所あての郵便 

物等を新住所に無料で転送していただけますが、ヤマト運輸のヤマト DM 便は転送されません。ご転居の際に 

は、本会に住所変更届をご提出ください。 

 

■ 勤務先が変わった時も変更届を！ 

市町等から審査会や協議会の委員等の推薦依頼があり、勤務地限定で委員募集の案内をお届けする場合

もあります。また、勤務先種別、職種の統計データを参考に事業内容を検討することもあります。勤務先の変

更の際には、本会に勤務先変更届をご提出ください。 

 

■ 変更届の様式！ 

以下に掲載している二次元コードもしくはＵＲＬから、入退会（所属の変更）・変更届／会員証再発行申

込フォームにアクセスし、必要事項を入力してください。申込フォームでの受付後、入力いただきましたメールアド

レスに申込受付メールが自動返信されます。 

※ 上記方法での申出が難しい場合には『当会ホームページ＞会員の皆様へページ内＞変更届』に掲載して

いる所定の「入退会（所属の変更）・変更届／会員証再発行申込書」をダウンロードし、必要事項をご記入

後、FAXにて送信ください。 

※ お預かりした個人情報は、本会事業の運営目的以外では使用いたしません。 

 

【 入退会（所属の変更）・変更届／会員証再発行申込フォーム URL】

https://ws.formzu.net/dist/S65491866/ 

 

住所・氏名・勤務先の変更

届 

https://ws.formzu.net/dist/S65491866/
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一般社団法人山口県社会福祉士会 会報 Joy’n第 33号 

 

 

■全国会員数 44,864名   ■ブロック別会員数 

 

■本会の会員数 

７１5名 

 

■今年度新入会累計 

29名 

 

■今年度賛助会員数 

法人 3団体 

  個人１名 

 

 

 

12月 01日（木） ぱあとなあ山口下関圏域勉強会 

12月 03日（土） 子どもアドボカシー実践講座(1日目) 

12月 03日（土） 第３回ぱあとなあ山口全体会議、弁護士会との連絡協議会 

12月 04日（日） 子どもアドボカシー実践講座(2日目) 

12月 06日（火） キャリア教育推進委員会（至誠館大学で社会福祉士・本会の PR活動） 

12月 09日（金） 柳井市・周防大島町・田布施町・平生町・上関町ブロック活動 

→ 詳しくは、本会報８ページをご覧ください。 

12月 09日（金） 下関市ブロック活動 → 詳しくは、本会報７ページをご覧ください。 

12月 10日（土） 基礎研修Ⅲ 

12月 10日（土） ふくしの寺子屋オンライン授業→ 詳しくは、本会報 10ページをご覧ください。 

12月 12日（月） 第３回通常業務執行理事会議 

12月 14日（水） 令和４年度山口県高齢者虐待対応関係者研修会 

12月 16日（金） 岩国市・和木町ブロック活動 

12月 17日（土） 共生社会づくり県民フォーラム → 詳しくは、本会報２ページをご覧ください。 

12月 17日（土） 基礎研修Ⅱ 

12月 18日（日） 第３回通常理事会 

12月 21日（水） 第４回障害者権利擁護センター委員会委員会議 

12月 21日（水） 第２回高齢者・障害者虐待対応専門職チーム連絡協議会 

01月 10日（火） 第３回総合企画部担当理事会議 

01月 18日（水） 第５回障害者権利擁護センター委員会委員会議 

01月 21日（土） 基礎研修Ⅲ 

01月 22日（土） 基礎研修Ⅱ 

01月 28日（土） 第４回ぱあとなあ山口全体会議、名簿登録更新研修 

01月 30日（月） 第４回通常業務執行理事会議 

01月 31日（火） 会報 Joy’n第３４号発行 

ブロック名 会員数 

岩国市・和木町  60 

柳井市・周防大島町・田布施町・平生町・上関町  55 

周南市・下松市・光市 125 

山口市・美祢市 160 

防府市  56 

宇部市  61 

山陽小野田市  38 

萩市・長門市・阿武町  51 

下関市 108 

会員入会状況（2022年 10月末現在） 

 

行事予定（1２月～１月） 

 


