
一般社団法人 山口県社会福祉士会 

2020 年度 事業報告 

 

 2020 年度事業計画に対応させ、2020 年 4 月 1 日～2021 年 3 月 31 日までの本会の運営及

び事業の実施状況を報告する。 

 

１ 組織の状況 

 会員の加入状況 

 【正会員】 ２０２１年３月３１日現在 ６８７名（新入会員２７名） 

       ２０２０年４月 １日現在 ６８８名 

【賛助会員】 ２０２０年度賛助会員数 ２法人，個人１名 

 

２ 活動 

（１）役員会等の開催報告 

① 総会報告           

第 21 回・22 回定時社員総会 2020 年 6 月 27 日 山口県身体障害者福祉センター 

○議案事項 

議案第 1 号 第一期中期計画 

議案第 2 号 2020 年度事業計画 

議案第 3 号 2020 年度収支予算 

議案第 4 号 2019 年度事業報告 

議案第 5 号 2019 年度決算報告 

○報告連絡事項 

報告連絡第 1 号 諸規程類の改正（規程第 17 号ぱあとなあ山口会費に関する規定） 

第 23 回定時社員総会 2021 年 3 月 27 日 山口県教育会館 

○議案事項 

議案第 1 号 2021 年度事業計画 

議案第 2 号 2021 年度収支予算 

議案第 3 号 諸規程類の改正(役員選出規則第 5 号) 

○報告連絡事項 

報告連絡第 1 号 諸規程類の制定・改正 

② 理事会報告  

第 1 回理事会 2020 年 5 月 9 日 オンライン会議 

○議案事項 

議案第 1 号 2019 年度事業報告 

議案第 2 号 2019 年度決算報告 

議案第 3 号 新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応 

議案第 4 号 SSW 委員会委員の選任 

○報告連絡事項 



報告連絡第 1 号 新規正会員・賛助会員・都道府県士会変更による入会及び 

退会申出による退会の報告 

報告連絡第 2 号 会員数状況及び入退会数の報告 

報告連絡第 3 号 市町の認定審査会や協議会等委員の推薦者の報告 

報告連絡第 4 号 後援承諾の報告 

第 2 回理事会 2020 年 8 月 29 日 オンライン会議 

○議案事項  

議案第 1 号 諸規程類の制定及び改正 

議案第 2 号 委員会・企画チームの委員の選任 

○協議事項  

協議第 1 号 新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応について 

○報告連絡事項 

報告連絡第 1 号 部・委員会の活動報告 

報告連絡第 2 号 新規正会員・賛助会員・都道府県士会変更による入会及び 

退会申出による退会の報告 

報告連絡第 3 号 市町の認定審査会や協議会等委員の推薦者の報告 

報告連絡第 4 号 各種研修受講推薦者の報告 

報告連絡第 5 号 関係団体等の会議・協議会等への参画の報告 

第 3 回理事会 2020 年 12 月 19 日 オンライン会議 

○議案事項 

議案第 1 号 第 23 回定時社員総会の日時及び場所並びに議案事項 

議案第 2 号 日本社会福祉士会理事選出に伴う投票 

○報告連絡事項 

報告連絡第 1 号 部・委員会の活動報告 

報告連絡第 2 号 新規正会員・賛助会員・都道府県士会変更による入会及び 

退会申出による退会の報告 

報告連絡第 3 号 市町の認定審査会や協議会等委員の推薦者の報告 

報告連絡第 4 号 各種研修受講推薦者の報告 

報告連絡第 5 号 関係団体等の会議・協議会等への参画の報告 

報告連絡第 6 号 関係団体等からの講師派遣依頼の報告 

報告連絡第 7 号 総合企画部＆ブロック活動部合同会議の報告 

報告連絡第 8 号 次期役員選出スケジュールの報告 

第 4 回理事会 2021 年 2 月 6 日 オンライン会議 

○議案事項 

議案第 1 号 2021 年度事業計画議案第 2 号 2020 年度事業計画案 

議案第 2 号 2021 年度収支予算議案第 4 号 諸規程類の改正 

議案第 3 号 諸規程類の改正 

議案第 4 号 第 23 回定時社員総会の議案事項追加 

議案第 5 号 役員選出に係る選挙管理委員の任命 



○報告連絡事項 

報告連絡第 1 号 新規正会員・賛助会員・都道府県士会変更による入会及び 

        退会申出による退会の報告 

報告連絡第 2 号 市町の認定審査会や協議会等委員の推薦者の報告 

報告連絡第 3 号 各種研修受講推薦者の報告 

報告連絡第 4 号 関係団体等の会議・協議会等への参画の報告 

報告連絡第 5 号 関係団体等からの講師派遣依頼の報告 

報告連絡第 6 号 2021 年度年間スケジュール変更の報告 

報告連絡第 7 号 2020 年度事業報告及び収支決算 

第 1 回臨時理事会 2020 年 4 月 18 日 オンライン会議 

○議案事項 

議案第 1 号 基礎研修Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの取り組み方針について 

議案第 2 号 今年度の本会の事業方針について 

第 2 回臨時理事会 2020 年 6 月 30 日 オンライン会議 

○議案事項  

議案第 1 号 子ども権利擁護推進事業の実施体制について 

議案第 2 号 実習指導者講習会の中止（案）について 

④2019 年度監査報告 

○監査内容  2019 年度事業報告・決算報告 

○開催日   2020 年 4 月 27 日 

○開催方法  電磁的方法 

○監査人   辻中浩司、上野綾乃 

⑤ブロック長＆総合企画部担当理事合同会議報告 

第 1 回ブロック長＆総合企画部担当理事合同会議 

○開催日  2020 年 12 月 7 日 

○開催場所 オンライン会議 

○内容   ブロック活動部の活性化に向けた具体的な取組について 

・理事の選出方法を見直してみよう 

・総合企画部の企画チームの企画運営をブロック活動として行う 

 

（２）委託事業部 

事業方針にもとづき、委託事業部は次の事業を行う。 

■委員会名：障害者権利擁護センター委員会  

○担当理事兼委員長：河内裕子 

○委員  ：磯地美香、岡本英樹、伊藤孝司、山田妙子、平岡龍一郎、原田和夫、 

岡崎千恵美、佐藤正昭、河口鈴佳、荒川奈津枝、石津育幸、石川智子、 

安光洋平 

 



【委員会設置目的】 

社会福祉の援助を必要とする山口県民の生活と権利を擁護するため、障害者虐待の未然防止

や早期発見、迅速な対応、その後の適切な支援を行うため、関係機関等の協力体制の整備や支

援体制の強化を図る権利擁護等に関する事業を行う。 

【基本方針】 

○ 障害者虐待防止法の周知啓発を図る。 

○ 障害者虐待防止について、研修会、派遣活動等を通じて適切な支援を行う。 

【重点目標】 

障害者虐待防止法の一層の周知啓発を図るとともに、市町虐待防止センターのニーズ把握等を

通して活用しやすい関係性を構築していく。 

2020 年度事業計画 2020 年度事業報告 

１．使用者による障

害者虐待に関する

通報又は届出の受

理 

１．山口県社会福祉士会事務局内に、「山口県障害者権利擁護センタ

ー」を設置し、平日の 9 時から 17 時まで、社会福祉士が電話対応。 

２．障害者虐待を受

けた障害者に関す

る各般の問題及び

養護者に対する支

援に関する相談対

応又は関係機関の

紹介 

１．山口県社会福祉士会事務局内に、「山口県障害者権利擁護センタ

ー」を設置し、平日の 9 時から 17 時まで、社会福祉士が電話対応。  

３．障害者虐待を受

けた障害者及び養

護者に対する支援

のための情報提

供、助言、関係機関

との連絡調整その

他援助 

１．山口県社会福祉士会事務局内に、「山口県障害者権利擁護センター」

を設置し、平日の 9 時から 17 時まで、社会福祉士が電話対応。 

４．障害者虐待の防

止及び養護者に対

する支援に関する

情報収集、分析、提

供 

１．第 1 回事例分析検討会 

○内 容：養護者虐待事例、事業所虐待事例 

○開催日：7 月 1 日（水） 

○場 所：山口県社会福祉会館 

○参加数：社会福祉士 10 名、弁護士 5 名 

５．関係機関等に対

する普及啓発及び

研修 

 

１．市町虐待防止センター職員対象に研修を実施した。 

（１）令和 2 年度障害者虐待防止権利擁護研修会 

（市町虐待防止センター職員対象） 

○開催日：6 月 25 日（木） 

○場 所：山口県セミナーパーク  



○参加数：13 名 

○内 容：障害者虐待対応状況調査の結果 

○講 師：田村祐輔（山口県障害者支援課/主任）  

○内 容：市町の役割と責務～行政行為と裁量権～ 

○講 師：島田直行 （島田法律事務所/代表弁護士） 

○内 容：養護者による障害者虐待における対応の流れ  

○講 師：山中将嗣（山口市障がい者基幹相談支援ｾﾝﾀｰ） 

○内 容：事実確認の際の聞き取りのポイント  

○講 師：磯地美香（委員会委員）  

○内 容：山口県障害者権利擁護センターについて  

○講 師：河内裕子（委員会委員長）  

2．障害者福祉施設等職員対象に研修を実施した。 

（１）令和 2 年度障害者虐待防止権利擁護研修会 

（障害者福祉施設等設置者・管理者と虐待防止ﾏﾈｰｼﾞｬｰ対象） 

○開催日：11 月 5 日（木） 

○場 所：山口県総合保健会館 

○参加数：175 名 

○内 容：障害者虐待防止・権利擁護研修のポイント 

○講 師：田村祐輔（山口県障害者支援課/主任） 

○内 容：障害者の権利擁護と虐待防止法の理解  

○講 師：橘康彦（障害者支援施設なでしこ園/副施設長） 

○内 容：障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の防止  

○講 師：磯地美香（委員会委員）  

○内 容：心理的虐待、放棄・放置の防止  

○講 師：石津育幸（委員会委員）  

○内 容：当事者、家族の声を聞く  

○講 師：新田圭子（自閉症児を育てるママたちの会ママかん/代表）  

○内 容：職員のメンタルヘルス 

○講 師：小柳朋治（日本アンガーマネジメント協会公認/アンガー

マネジメントファシリテーターTM）  

3．市町虐待防止センター職員対象に研修を実施した。 

（１）令和 2 年度障害者虐待防止権利擁護研修会 

（市町虐待防止センター職員対象） 

○開催日：11 月 9 日（月） 

○場 所：山口県セミナーパーク  

○参加数：7 名 

○内 容：障害者虐待防止・権利擁護研修のポイント  

○講 師：田村祐輔（山口県障害者支援課/主任）  

○内 容：養護者による虐待事案への対応と支援～弁護士の立場から  



○講 師：山口正之（萩・山口法律事務所/弁護士）  

○内 容：当事者、家族の声を聞く   

○講 師：新田圭子（自閉症児を育てるママたちの会ママかん/代表）  

○内 容：事実確認調査における情報収集と面接手法   

○講 師：豊嶋則子（相談窓口担当者）  

○内 容：障害者福祉施設従事者による虐待通報への事実確認調査の

ポイント   

○講 師：山中将嗣（山口市障がい者基幹相談支援ｾﾝﾀｰ）  

4．障害者福祉施設等職員対象に研修を実施した。 

（１）令和 2 年度障害者虐待防止権利擁護研修会 

（障害者福祉施設等設置者対象） 

○開催日：11 月 11 日（水）・16 日（月） 

○場 所： 山口県社会福祉会館 

○参加数：38 名・40 名 

○内 容：当事者向けの虐待防止研修について～障害者虐待防止法ワ

ークショップ～ 

○講 師：平岡龍一郎（委員会委員）荒川奈津枝（委員会委員） 

○内 容：施設・事業所における権利擁護・虐待防止体制の整備 

○講 師：橘康彦（障害者支援施設なでしこ園/副施設長） 

5．障害者福祉施設等職員対象に研修を実施した。 

（１）令和 2 年度障害者虐待防止権利擁護研修会 

（障害者福祉施設 虐待防止マネージャー対象） 

○開催日：11 月 24 日（火）・27 日（金）・30 日（月） 

○場 所：山口県社会福祉会館 

○参加数：32 名・31 名・30 名 

○内 容：当事者向けの虐待防止研修について～障害者虐待防止法ワ

ークショップ～ 

○講 師：荒川奈津枝（委員会委員） 

○内 容：施設・事業所における虐待防止研修の進め方  

○講 師：平岡龍一郎（委員会委員） 

6．障害者虐待防止に係るパンフレットを作成し、関係機関に配布した。 

６．権利擁護専門チ

ーム派遣 

１．市町虐待防止センターへ権利擁護専門チームを派遣した。 

７．障害者虐待事例

の対応に関する事

例集の事例追加。 

１．7 月 1 日に事例検討会を実施し、事例集は現在作成中。  

８．関係機関等との

協働による当事者向

けの研修開催 

１．総合支援学校での開催を準備していたが、新型コロナウイルス感染症

拡大のため学校担当者と相談の上、中止となった。  



９．障害者差別解消

法の相談窓口の設置 

１．山口県社会福祉士会事務局内に、「山口県障害者権利擁護センター」

を設置し、平日の 9 時から 17 時まで、社会福祉士が電話対応を行った。 

10.山口県医療的ケ

ア児等支援者養成研

修及び医療的ケア児

等コーディネーター

養成研修会の開催 

１．今年度より新たに「医療的ケア児等支援者養成研修及び医療的ケア児

等コーディネーター養成研修事業」を県より受託した。 

２．実行委員会の設置及び実行委員会の開催 

 医療的ケア児等の方への支援経験が豊富な人を中心とした検討チーム

で、地域の事例に則した演習内容等を検討するなど、主体的に研修の企

画・運営を行う実行委員会を設置した。 

 【実行委員）野上明子（副会長）、小寺美帆（社会福祉法人じねんじ

ょ/相談支援専門員）、岡村恭子（山口県相談支援専門員協会/副会

長）、宮野直樹（山口県相談支援専門員協会/会長）、部坂佳生（社会

福祉法人青藍会/理事） 

（１）１回目 

○内 容:研修会の打ち合わせ 

○開催日：7 月 17 日（金） 

○場 所：オンライン（Zoom） 

○参加数：実行委員 5 名、事務局１名 

（２）２回目 

○内 容:研修会の打ち合わせ 

○開催日：9 月 2 日（水） 

○場 所：オンライン（Zoom） 

○参加数：実行委員 5 名、事務局 1 名 

３．山口県医療的ケア児等支援者養成研修及び医療的ケア児等コーディネ

ーター養成研修会の開催 

（１）山口県医療的ケア児等支援者養成研修 

○開催日：11 月 28 日（土）、29 日（日） 

○場 所：山口県教育会館 

○参加数：59 名受講修了 

○内 容：医療的ケア児等の地域生活を支えるために、     医療

的ケア児等コーディネーターに求められる資質と役割、支援

の基本的枠組み 

○講 師：金原洋治（社会福祉法人じねんじょ/理事長、かねはら小児

科/院長） 

○内 容：遊び・保育、家族支援 

○講 師：足立宏子（社会福祉法人じねんじょ/児童発達事業「むくっ

こ」/児童発達管理責任者） 

     石川芙美子（社会福祉法人じねんじょ/放課後等デイサービ

ス「むく」/児童発達管理責任者） 

○内 容：福祉の制度 



○講 師：金子誠一（山口県障害者支援課/主査） 

○内 容：各ライフステージにおける相談支援に必要な視点、NICU か

らの在宅移行支援、児童期における支援、学齢期における支

援、成人期における支援、医療的ケアの必要性が高い子ども

への支援、支援チーム作りと支援体制整備/支援チームを育

てる、支援体制整備事例、医療・福祉・教育の連携、地域の

資源開拓・創出方法、虐待 

○講 師：中原京子（（一社）バンビーノ福祉会/代表理事） 

○内 容：障害のある子どもの成長と発達の特徴、疾患の特徴、生理、

日常生活における支援、救急時の対応 

○講 師：綿野友美（山口県小児科医会/理事、よしとみクリニック/院

長） 

○内 容：訪問看護の仕組み 

○講 師：柴崎恵子（山口県訪問看護ステーション協議会/会長） 

○内 容：本人・家族の思い 

○講 師：藤本恵子（山口県重症心身障害児（者）を守る会/会員） 

○内 容：意思決定支援、ニーズアセスメント、ニーズ把握事例 

○講 師：小寺美帆（社会福祉法人じねんじょ/相談支援事業所じねん

じょ/管理者） 

○内 容：演習に向けた計画作成のポイント 

○講 師：岡村恭子（相談支援事業所 Reika/代表） 

（２）山口県医療的ケア児等コーディネーター養成研修 

○開催日：12 月 10 日（木）、11 日（金） 

○場 所：山口県庁内 

○参加数：18 名受講修了 

○内 容：演習（オリエンテーション） 

○講 師：小寺美帆（社会福祉法人じねんじょ/相談支援事業所じねん

じょ/管理者） 

○内 容：発達支援・療育支援の現場から（実践報告） 

○講 師：小寺美帆（社会福祉法人じねんじょ/相談支援事業所じねん

じょ/管理者） 

○実践報告者：白石俊則（鼓ヶ浦こども医療福祉センターリハビリテー

ション部/副部長） 

       松本ゆかり（山口県立総合医療センター 

山口県 NICU 入院児支援コーディネーター/小児科外来

看護師）  

       平岡ひでみ（山口県立宇部総合支援学校美祢分教室/高

等部教諭）  

○内 容：演習（計画作成・事例検討） 



○講 師：小寺美帆（社会福祉法人じねんじょ/相談支援事業所じねん

じょ/管理者） 

○ファシリテーター：岡村恭子（相談支援事業所 Reika/代表） 

          松谷依子（（有）どれみらいふサービス訪問看護

ステーションどれみらいふ周南） 

11.委員会を開催  １．委員会を実施 

（１）第１回委員会 

○内 容：部活動の報告と今年度の取り組みについて 

○開催日：5 月 30 日（土） 

○場 所：オンライン（Zoom） 

○参加数：5 名 

（2）第 2 回委員会 

○内 容：山口県障害者虐待防止・権利擁護研修会の打ち合わせ 

○開催日：9 月 8 日（火） 

○場 所：オンライン（Zoom） 

○参加数：7 名 

■総括 

・障害者虐待防止権利擁護研修会をコロナ感染症対策として 1 回の参加人数を制限し複数回開催

した。研修効果などを検討し次年度の開催の準備を行う。また、感染状況等を確認し WEB で

の開催の可能性も考慮し準備等を行う。 

・関係機関等に対する普及啓発を通して、山口県障害者権利擁護センターの役割等を広報し活用

していただく。 

・今年度より新たに「医療的ケア児等支援者養成研修及び医療的ケア児等コーディネーター養成

研修事業」を県より受託し、当委員会とは別に、医療的ケア児等の方への支援経験が豊富な人

を中心としたメンバーで実行委員会を設置し、研修の企画運営を行った。初年度ということで、

基本的に従来通りのプログラムとなったが、来年度以降は山口県の実情に則したプログラム内

容で開催するなどの取り組みを考えている。 

 

■委員会名：高齢者権利擁護推進委員会  

○担当理事名：吉村直美 

○委員長名 ：佐藤奈津子 

○委員名  ：長岡佐都子、内藤誠、赤﨑敦子、川口里美、安光洋平  

【委員会設置目的】 

権利擁護業務等について社会福祉士としての専門性を発揮することができるように、また、社会

福祉士間のネットワークづくりや個々のスキルアップを図ることを目的として研修等を開催し、

地域包括支援センターに従事する社会福祉士を支援する。 

【基本方針】 

○ 地域包括支援センターにおいて対応の苦慮することが多い「高齢者虐待対応」についての研

修会や情報交換をおこなう機会をつくることで、県内における各包括支援センターの「質の標



準化」を図り、権利擁護等についての社会福祉士の専門性向上を支援する。 

○ 各圏域の地域包括支援センターが抱える悩みを圏域に所属する地域包括支援センター支援

員が身近な相談者となり、地域包括支援センター支援員間のネットワークを活用し、悩みが解

決できるようにする 

【重点目標】 

県内における各包括支援センターの「質の標準化」を図り、権利擁護等についての社会福祉士の

専門性向上を支援する。 
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１．高齢者権利擁護事業① 

相談調整窓口の設置② 権利

擁護支援専門職チームの派遣 

③ 高齢者虐待対応等の権利

擁護に関する事例検討会及び

業務についての悩みやストレ

スの解消につながる研修会や

情報交換会の開催。 

１．山口県から高齢者権利擁護推進事業を受託し、次の事業を実

施した。 

（１）専門的な業務相談 

・相談受付及び相談窓口の設置 

・権利擁護支援専門チームの派遣 

○ 派遣回数 7 回、相談件数 7 件 

（２）高齢者虐待対応関係者研修会の開催 

 ○内容：高齢者虐待防止法に基づく通報受理、その対応におけ

る専門的視点及び技術の習得し、事例検討を行い、実

践力の向上を図る。また、各市町の高齢者虐待対応関

係者と情報交換し、ネットワーク形成の構築を図る。 

 ○開催日：11 月 2 日（月）10:00～16:30 

 ○場 所：山口県健康づくりセンター第一研修室 

 ○参加者：31 名（着任３年未満の地域包括支援センター職員

及び市町行政職員等虐待対応関係者） 

 テーマ：山口県の高齢者虐待対応状況調査の結果【講義】 

 講 師：塚本敬太郎（山口県健康福祉部長寿社会課／主任） 

 テーマ：高齢者虐待防止法・虐待対応について【講義】 

講 師：佐藤奈津子（高齢者権利擁護推進委員会/委員長）  

 テーマ：ネットワークの形成について【演習】 

講 師：長岡佐都子（高齢者権利擁護推進委員会／委員） 

 テーマ：事例検討 【演習】 

 講 師：内藤誠（徳山医師会地域包括支援センター/社会福祉

士） 

 テーマ：支援専門職チームの活用について【講義】 

 講 師：安光洋平（高齢者権利擁護推進委員会/委員、 

     権利擁護センターぱあとなあ山口委員会/委員長） 

２．地域包括ケア専門職派遣

システム構築事業①相談調整

窓口の設置 ②地域包括支援

センター等への専門職や学識

１．山口県から地域包括ケア専門職派遣システム構築事業を受託

し、専門職派遣のための人材バンクの構築、相談及び専門職派

遣調整窓口の設置、地域包括支援センター等からの要請に基づ

く専門職を派遣した。 



経験者派遣  ○ 専門職の派遣依頼：24 件 

３．委員会を年 3 回開催 

 上記の事業の遂行にあたり

年 3 回委員会を定期開催す

るとともに、必要に応じて

随時開催する。 

１．委員会を実施 

（１）第１回委員会 

○内 容：研修会の打ち合わせ 

○開催日：6 月 28 日（日） 

○場 所：オンライン（Zoom） 

○参加数：6 名 

（２）第 2 回委員会 

○内 容:研修会の打ち合わせ 

○開催日：8 月 1 日（土） 

○場 所：オンライン（Zoom） 

○参加数：6 名 

（３）第 3 回委員会 

○内 容：研修会の打ち合わせ 

○開催日：9 月 26 日（土） 

○場 所：オンライン（Zoom） 

○参加者：５名 

（４）第４回委員会 

○内 容：研修会の打ち合わせ 

○開催日：10 月 25 日（日） 

○場 所：オンライン（Zoom） 

○参加者：６名 

（５）第５回委員会 

○内 容：研修会の反省と次年度の取り組みについて 

○開催日：1１月 2１日（土） 

○場 所：オンライン（Zoom） 

○参加者：６名 

■総括 

○高齢者権利擁護事業について 

今年度は、地域包括支援センター等に着任３年未満の職員に対し、高齢者虐待防止法の理解や

高齢者虐待対応における専門的視点、技術の習得、実践力の向上を図る研修会を行った。 

今後も高齢者虐待対応関係者研修会の講義や演習をとおして、高齢者権利擁護の推進を図る必

要性がある。 

○地域包括ケア専門職派遣システム構築事業について 

近年、相談や派遣依頼件数が減少している。引き続き、高齢者虐待対応関係者に事業の活用に

ついて周知を図る。 

新型コロナウイルス感染症拡大に配慮し、研修会を開催した。今後も、新型コロナ感染拡大予

防に努めながら、高齢者権利擁護事業及び、地域包括ケア専門職派遣システム構築事業を行う。 



■委員会名：子ども権利擁護推進委員会  

○委員：梅木幹司、杉山美羽、讃井康一、中村幸一郎、岩金俊充、藤井あゆみ、中村あゆみ、 

    森永真里子、橋本達哉、山根千絵 

【委員会設置目的】 

子どもの権利擁護巡回・訪問事業を受託し、子どもの権利を保障するため、県が設置する社

会福祉審議会等を活用し、社会的養護の状況下にある子どもたちが意見を表明でき、安心・安

全に生活できることを目的に事業推進を行う。 

【基本方針】 

社会的養護の状況下にある子どもたちへの支援のため、次の事業を行う。 

○ 子どもからの意見を聞く機会をつくるため、意見表明支援員が定期的に児童養護施設や里

親等を訪問し、子どもの相談等を受けることのできる関係を構築する。 

〇 子どもから、電話や手紙、関係職員等を通じて意見表明があった場合、意見表明支援員と

権利擁護調査員が連携して、子どもに対する意見の聴取や事実関係の確認等を進め、定期的

に社会福祉審議会に報告する。 

【重点目標】 

〇 セルフアドボカシーに向けた関係構築。 

〇 権利擁護訪問相談 

〇 報告書作成 

〇 子ども並びに関係機関への周知・啓発 
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1．委員会を開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．委員会を実施 

 〇開催回数：全１８回 

 〇参加者：委員、アドバイザー、山口県こども家庭課担当者 

 〇内容： 

・県との打ち合わせ 

・課題と論点整理 

・子どもアドボカシーサービスの仕組みづくり 

  ・訪問準備会議 

 ・訪問型アドボカシー評価会議 

 ・事業報告書の作成 

２．訪問型アドボカシー

の実施 

 訪問型アドボカシーの実施として、児童養護施設に意見表明支援

員が訪問し、職員・子どもへのアドボカシーの説明、訪問、個別面

談を実施し、振り返り会議を実施した。 

〇訪問回数：7 回 

 〇訪問者：委員 2 名、アドバイザー1 名 

３．一時保護者への見学  県中央児童相談所を訪問し、一時保護についての概要説明を受

け、一時保護所の見学を実施した。 

〇開催日：3 月 25 日 

〇参加者：委員 4 名 



４．アドボカシー基礎講

座の受講 

 子ども NPO センター福岡主催のアドボカシー基礎講座全 6 回分

の動画を購入、委員それぞれが受講した。 

５．講演会の開催  アドボカシーの周知・啓発及びアドボケイト養成に向けた取り組

みとして講演会を開催。 

〇テーマ：子どもアドボカシーの理念と枠組みおよびその種類と 

     役割 

〇講師：栄留里美（大分大学福祉健康学部助教） 

〇開催日：3 月 27 日（土）13：00～15：00 

〇参加者：37 名 

６．委託契約締結  11 月 5 日付けで「子どもの権利擁護のための相談体制事業」の業

務委託契約締結。 

■総括 

 本委託事業を推進するにあたり、当会所属会員で学識経験者・児童福祉関係従事者・認定社

会福祉士・スクールソーシャルワーカーの計１０名で構成する『子どもの権利擁護推進委員会』

を設置した。 

 委託契約締結が 11 月であったことから、5 か月間での実施と成果が求められる中、既存の枠

や流れがない状況、ゼロベースから、子どものアドボカシーサービス体制の構築に向け、週１

回ペースで委員会を開催しながら、訪問型アドボカシーの実施など行い、山口県における今後

の方策の提案を含めた事業報告書を県に提出した。 

 

（３）公益事業部 

事業方針にもとづき、公益事業部は次の事業を行う。 

■委員会名：権利擁護センターぱあとなあ山口委員会  

○担当理事兼委員長：安光洋平 

○副委員長：山本孝博、讃井康一 

○委員  ：上田克典、平本康喜、藤本稔、鬼木泰子、蓮住さつき、野原徹、池本恭子、 

豊嶋典子、頃末能宏、佐藤義浩 

【委員会設置目的】 

社会福祉の援助を必要とする山口県民が地域で自立した生活を送ることができるように、権利

擁護並びに成年後見制度等に関する事業を行う。 

【基本方針】 

○ 地域住民が抱える課題解決やニーズに応えるため、社会福祉士が身近な存在となるよう、社

会福祉士の活動を広く地域住民に周知していくことができるように努める。 

○ 専門職として質の高い援助が提供できるよう、倫理意識の向上及び対人援助技術等の向上を

目指す。 

○ 各圏域の活動を活性化し、会員同士の顔が見える関係をつくることで、相互に協力し支え合

う組織づくりを目指す。 

○弁護士会等他の職能団体や関係機関との協同、連携の強化に努める。 

 



【重点目標】 

１．倫理綱領、行動規範を意識した活動の実践。 

２．成年後見制度利用促進に向けた体制整備への参画及びぱあとなあ山口体制の検討。 
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１．権利擁護に関する相

談事業  

(1)本会事務局に相談

窓口を設置 

(2)成年後見等無料相

談会の開催 

(3)高齢者・障害者出張

相談へのスタッフ派遣 

１．権利擁護に関する相談事業を下記のとおり実施中。 

（１）本会事務局に相談窓口を設置 

本会事務局に相談窓口を設置し相談対応。 

（２）尾崎邦子氏寄付金活用事業として成年後見等無料相談会を防

府、周南地区で定期開催。 

【防府会場】 

○日時：毎月第 3 水曜日 13：00～17：30 

その他相談者の都合による日時 

○場所：合同会社結い後見事務所，相談者宅，福祉施設，行政機

関等 

○主な相談内容 

   ・生活上の問題に関する相談 

   ・権利擁護（成年後見、任意後見、財産管理委任契約、虐待）

に関する相談 

   ・福祉サービスの利用に関する相談 

○相談件数 

4 月 2 件、5 月 5 件、6 月 2 件、7 月 6 件 

8 月 1 件、9 月 2 件、10 月 2 件、11 月 1 件、 

12 月 5 件、1 月 2 件、2 月 2 件、3 月 3 件  計 33 件 

 【周南会場】 

○日時：毎月第 1 火曜日（5 月、1 月は第 2 火曜日）10:00～ 

    15:00 

○場所：ゆめプラザ熊毛第 5 会議室（4 月から 6 月コロナ感染症対

策のため閉館） 

○主な相談内容 

 ・成年後見制度について、申し立てまでの一般的な流れの概要 

 ・成年後見制度において、後見人等のできる、できないこと 

 ・個別ケース支援における関連福祉制度と成年後見人の制度の 

  効果の検討など 

○相談件数 

4 月 0 件、5 月 0 件、6 月 0 件、7 月 1 件 

8 月 0 件、9 月 1 件、10 月 0 件、11 月 0 件、 

12 月 1 件、1 月 1 件、2 月 0 件、3 月 0 件  計 4 件 

（３）高齢者・障害者出張相談へスタッフを派遣している。 

   ○社会福祉士同行件数：0 件 



２．成年後見人等候補者

の推薦に関する事業 

(1)成年後見人等の推薦 

(2)成年後見人等受任者

の支援  (3)ぱあとなあ

名簿登録審査  (4)ぱあ

となあ活動報告チェック 

(5)業務監査委員会の開

催（年 2 回） (6)本会事

務局に相談・苦情受付窓

口を設置 

１．成年後見人等候補者の推薦に関する事業を実施。 

（１）家裁より推薦依頼を受けた後、委員会において候補者を調整し

適任者があれば推薦。 

・推薦依頼件数件 91 件・受任件数 559 件 

（２）圏域委員により随時支援を実施。 

（３）名簿登録審査は、2 月活動報告書チェック時に実施予定。 

（４）ぱあとなあ活動報告チェックを年 2 回実施予定。 

 ①8 月定期報告書チェック 

○開催日：11 月 13 日（金）19：00～21：00 

○場 所：オンライン（Zoom） 

（５）業務監査委員会 

  新型コロナウイルス感染症拡大予防の観点から未実施。 

（６）本会事務局に相談・苦情受付窓口を設置して対応。 

３．未成年後見人等候補

者の推薦に関する事業 

１．未成年後見人等候補者の推薦に関する事業を実施。 

（１）未成年後見等の推薦は、実績なし。 

（２）未成年後見等受任者の支援は、実績なし。 

（３）本会事務局に相談・苦情受付窓口を設置。 

４．研修等に関する事業

(1)成年後見人材育成研

修 へ の受 講 者の 推薦 

(2)名簿登録研修の開催 

(3)名簿登録更新研修の

開催  (4)圏域ごとに勉

強会の開催  (5)ぱあと

なあ全体会議で事例検討

や勉強会の実施（年 4 回） 

１．研修等に関する事業を下記のとおり実施。 

（１）令和 2 年度成年後見人材育成研修（支部委託研修：広島）は新

型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止。 

（２）名簿登録研修 

  受講対象者不在のため、開催せず。 

（３）名簿登録更新研修 

 ○開催日：圏域ごとに開催 

   宇部圏域：11 月 18 日（水）下関圏域：11 月 19 日（木） 

   岩国圏域：11 月 26 日（木）山口圏域：12 月 02 日（水） 

   周南圏域：12 月 12 日（土） 

○内 容：「災害発生時における対応について」 

（４）県内 5 圏域に分かれ、圏域ごとに勉強会 

 【下関圏域】 

①1 回目 

○内 容：今後の研修方法・研修テーマ 

○開催日：7 月 21 日（火） 

○場 所：寿海荘デイサービス 

○参加数：社会福祉士 4 名 

②2 回目 

○内 容：Zoom を体験 

○開催日：8 月 17 日（月） 

○場 所：オンライン（Zoom） 



○参加数：社会福祉士 8 名 

③3 回目 

○内 容：「施設・病院の選び方、相談の仕方、費用の考え方」

「コロナ感染拡大防止と面会・本人の状況確認」 

○開催日：8 月 28 日（金） 

○場 所：オンライン（Zoom） 

○参加数：社会福祉士 9 名、弁護士 1 名 

④4 回目 

○内 容：「災害時の対応について」「個別ケースについて 

     の相談について」 

○開催日：12 月 14 日（月） 

○場 所：オンライン（Zoom） 

○参加数：社会福祉士 11 名、弁護士 1 名 

【宇部圏域】 

①1 回目 

 ○内 容：Zoom を体験 

 ○開催日：8 月 19 日（水） 

 ○場 所：オンライン（Zoom） 

 ○参加数：社会福祉士 5 名 

【山口圏域】 

①1 回目：新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から中止  

②2 回目 

○内 容：相続放棄・死後業務 講師：鶴弁護士 

○開催日：7 月 18 日（土） 

○場 所：オンライン（Zoom） 

○参加数：社会福祉士 5 名、弁護士 1 名 

③3 回目 

○内 容：「介護施設サービスとその現状」 

    ：講師 辻野高廣社会福祉士 

○開催日：11 月 21 日（土） 

○場 所：オンライン（Zoom） 

○参加数：社会福祉士 11 名、弁護士 1 名 

【周南圏域】 

①1 回目 

○内 容：意思決定支援について考えよう 

○開催日：7 月 31 日（金） 

○場 所：オンライン（Zoom） 

○参加数：社会福祉士 18 名、弁護士 2 名 

②2 回目 



○内 容：意思決定支援について考えよう Part2 

○開催日：9 月 30 日（水） 

○場 所：オンライン（Zoom） 

○参加数：社会福祉士 17 名、弁護士 2 名 

【岩国圏域】 

①1 回目 

○内 容：「はじめての Zoom、体験しよう、繋がろう‼」 

○開催日：10 月 17 日（土） 

○場 所：オンライン（Zoom） 

○参加数：社会福祉士 9 名 

（５）ぱあとなあ全体会議を年 4 回開催。 

①第１回全体会議 

 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止。 

②第２回全体会議 

○内 容：規程類の改正 

○開催日：8 月 22 日（土） 

○場 所：オンライン（Zoom）  

○参加数：35 名 

③第３回全体会議 

  〇内 容：意思決定支援ガイドラインの説明 

  〇開催日：12 月 5 日（土） 

  〇場 所：オンライン（Zoom） 

  〇参加数：46 名 

④第４回全体会議 

  ○内 容：議案事項）2021 年度事業計画、2021 年度収支予算 

       書、2021 年度寄付金活用事業 

  ○開催日：1 月 30 日（土） 

  ○場 所：オンライン 

  ○参加数：40 名 

５．啓発事業に関する事

業 

１．啓発事業に関する事業の成年後見制度活用セミナーは、新型コロ

ナウイルス感染症拡大防止の観点から中止。 

６．権利擁護に関する専

門職団体、関係機関との

連携に関する事業 

（1）日本社会福祉士会権

利擁護センターぱあとな

あとの連携 

（2）山口県弁護士会との

合同勉強・協議会の開催

１．権利擁護に関する専門職団体、関係機関との連携に関する事業は

下記のとおり実施。 

（１）日本社会福祉士会権利擁護センターぱあとなあとの連携を図っ

た。都道府県ぱあとなあ連絡会議は、新型コロナウイルス感染症

拡大防止の観点から中止。 

（２）弁護士会との連絡協議会を開催。 

①第 1 回合同勉強会・協議会 

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から中止。 



(年 3 回) 

（3）法テラス地方協議会

への出席 

（４）山口県地域福祉権

利擁護事業契約締結審査

会への委員派遣 

②第 2 回合同勉強会・協議会 

○内 容：事例検討、感染拡大を防止するためのさまざまな対

応が求められる中での後見活動について意見交換。 

○開催日：8 月 22 日（土） 

○場 所：オンライン（Zoom） 

○参加数：社会福祉士 24 名、弁護士 6 名 

③第 3 回合同勉強会・協議会 

○開催日：12 月 5 日（土） 

   〇内 容：成年後見制度利用促進計画、中核機関について 

○場 所：オンライン（Zoom） 

○参加数：社会福祉士 42 名、弁護士６名 

（３）法テラス地方協議会への出席 

   新型コロナウイルス感染症拡大予防のため、書面開催。 

（４）成年後見制度利用促進基本計画協議会への委員派遣。 

   〇下関市：森清珠実、福本由美 

   〇長門市：森清珠実 

   〇宇部市：安光洋平 

   〇萩市：伊藤孝司、中村幸一郎、堀明代 

   〇防府市：讃井康一、蓮住さつき 

   〇和木町：上田克典 

７．成年後見制度利用促

進に向けた体制整備への

参画及びぱあとなあ山口

体制の検討 

１．成年後見制度利用促進に向けた体制整備への参画及びぱあとなあ

山口体制の検討。 

（１）三士会及び家庭裁判所との連絡協議会に出席。 

   ○開催日：7 月 14 日（火） 

   ○場 所：山口家庭裁判所本庁 

   ○参加者：安光洋平・讃井康一 

（２）利用促進チームを構成し、市町の成年後見制度利用促進に向け

た体制整備へ参画。 

○チームメンバー：安光洋平、讃井康一、森淸珠実、豊嶋則子、

池永泰典、藤井哲治、蓮住さつき、室本好重、金江浩子、平本

康喜、山本孝博、上田克典 

８．「意思決定支援の実践

に向けた研修」開催 

１．「意思決定支援の実践に向けた研修（仮題）」の開催に向け、検

討したが、ファシリテーターの養成や研修は未実施。 

９．本会の他委員会と

の協働・連携 

１．山口県から高齢者権利擁護推進事業を受託し、権利擁護支援専門

職チーム派遣に協力した。○ 派遣回数 5 回、相談件数 5 件 

10．運営委員会の開催(年

4 回) 

 

１．委員会を開催した。 

（１）第１回委員会 

○内 容：今年度事業の実施方法についてなど 

○開催日：6 月 7 日（日） 



○場 所：オンライン（Zoom）  

○参加数：12 名 

（２）第２回委員会を開催 

○内 容：全体会議における議案事項 など 

○開催日：8 月 22 日（土） 

○場 所：オンライン（Zoom）  

○参加数：11 名 

（４）第３回委員会を開催 

  〇内 容：時期体制移行へのスケジュールなど 

  〇開催日：12 月 5 日（土） 

  〇場 所：オンライン（Zoom）  

  〇参加数：13 名 

（５）第４回委員会を開催 

  ○内 容：活動報告、ぱあとなあ活動報告書 IT 化に 

       かかる意向など 

  ○開催日：1 月 30 日（土） 

  ○場 所： オンライン（Zoom） 

  ○参加数：11 名 

10．その他、権利擁護に

関すること 

１．その他、権利擁護に関すること 

実績なし。 

■総括 

 新型コロナウイルス感染症拡大により、全体会議や圏域勉強会に関しては、年度当初控えてい

たが、オンラインシステムを使用することで、当会会員向けの会議、勉強会や研修を実施するこ

とができた。また、活動報告書チェックに関しても、オンラインシステムを駆使することで、実

施することができた。しかし、業務監査、成年後見活用セミナーの開催や意思決定支援に関する

取り組みについては未実施となってしまう。 

 成年後見等の推薦紹介に関しては、依頼件数は増加しており、それに伴い受任件数も増加して

いる。そうした中、利用者に適した受任者のマッチングについて、関係機関等とも調整を図りな

がら取り組むことができた。 

 

■委員会名：スクールソーシャルワーク委員会 

○担当理事：杉山美羽 

○委員長 ：中村幸一郎  

○委員  ：藤井あゆみ、道中朋子、中村あゆみ、藤田和博、森永真里子 

【委員会設置目的】 

社会福祉の援助を必要とする山口県民の生活と権利を擁護するため、スクールソーシャルワー

クに関する事業を行う。 

【基本方針】 

○県のＦＲアドバイザーに登録される社会福祉士（ＳＳＷ）の推薦をする。 



○各市町教育委員会が雇用するＳＳＷの推薦要請があった場合に、対応可能な社会福祉士（ＳＳ

Ｗ）を推薦する。 

○県内のいじめ問題に関する協議会や対策委員会、調査委員会、検証委員会等に会員を推薦する。 

○ＳＳＷの資質向上のための、①SSW 研修会（必須研修）、②新規 SSW 研修（基礎研修）、③

スキルアップ研修（いじめの内容を含める）、④市町 SSW リーダー研修を県精神保健福祉士

協会と共同で開催する。また勉強会として⑤SSW 未来塾を年 2 回実施する。 

○県市町教育委員会と協働しながら、県市町での事業評価（年間目標の設定とモニタリング）と、

SSW の資質向上を行う。 

○フードバンク山口と連携して、貧困家庭への支援を展開する。 

○スクールソーシャルワークの実践を通して、子どもやその家族へ最善の支援を行っていく。 

【重点目標】 

１．会員の支援上の困り感に素早く対応して、バーンアウトの防止と資質向上に努める。 

２．子ども、保護者、学校、教育委員会など関係機関からのクレームに対して早期に対応し、不

適切な支援についての指導とスキル向上のための支援を行い、関係の改善と信用の向上に努め

る。 

３．理論に基づいたスクールソーシャルワーク実践と資質向上のため、運営委員が「SSW 運営委

員用 SV シート」を使用し、会員に対して年間、原則 1 回以上の SV を行う。 

４．フードバンク山口と連携し、貧困家庭への支援の実績を積む。 

2020 年度事業計画 2020 年度事業報告 

１．現任者への相談・支援 １．なし。 

２．現任者への研修の企

画・運営 

 

１．現任者への研修の企画・運営を下記のとおり実施。 

（１）SSW 未来塾 

①1 回目 

○テーマ：Zoom を体験する 

○講 師：中村幸一郎 

○開催日：6 月 23 日（火）10：00～11：30 

○場 所：オンライン（Zoom） 

○参加数：4 名 

①2 回目 

○テーマ：Zoomを活用して講師体験をする 

○講 師：中村幸一郎 

○開催日：9 月 13 日（日）9：30～11：30 

○場 所：オンライン（Zoom） 

○参加数：6 名 

（２）県教主催「県 FR・SSW 連絡会議（県教委との共同企画） 

○開催日：中止 

（３）SSW 研修 

 〇テーマ：SSW の役割やルーブリックについて深く学ぶ 

 〇開催日：2 月 27 日（土）9：00～15：30 



 〇場所：オンライン（Zoom） 

 〇講師：山口県立大学 准教授 横山順一先生 

     帝京平成大学 講師  米川和雄先生 

     子どもと親のサポートセンター 中村幸一郎 

 〇参加者：県内 SSW19 名、学生 6 名 

３．現任者への資質の維

持・向上のための制度や

マニュアル作りと運営 

１．なし。 

４．苦情・要望の受付窓口 １．なし。 

５．SSW の名簿登録推薦条

件策定 

１．来年度より委員会からの推薦は行わない方針である。 

６．SSW 希望者の選考・決

定 

１．社会福祉士会からの推薦をしない点について、学校安全体育

課へ方針を伝えた。 

７．県との制度や待遇につ

いての交渉 

１．子どもと親のサポートセンターで、毎月 1 回行われる県教委と

の協議会にて交渉した。 

８．精神保健福祉士協会の

SSW 担当部局との連携 

１．研修は県精神保健福祉士協会との共催。山口県 SSW メーリン

グリストにて、SSW 名簿を共有した。 

９. その他、SSW 事業に関

わること 

1．第 1 回運営委員会を開催 

 〇内容：外部団体との連携やオンライン研修について 

 〇開催日：6 月 18 日 

 〇場所：zoom 上（オンライン） 

 〇参加者数：5 名 

2．第 2 回運営委員会を開催 

 〇内容：市町教育委員会への推薦や規程について 

 〇開催日：1 月 9 日 

 〇場所：zoom 上（オンライン） 

 〇参加者数：6 名 

3．第 1 回スクールソーシャルワーク委員会（全体会議） 

 〇内容：市町教育委員会への推薦や規程について 

 〇開催日：2 月 27 日 

 〇場所：zoom 上（オンライン） 

 〇参加者数：17 名 

■総括 

 今年度については、コロナ禍のため活動の制限があり、個別 SV などの実施はできなかった。

研修についてはオンラインを活用したが、運営委員も慣れておらず、研修開催回数は勉強会を含

めて 3 回であった。講師についても運営委員だけで講師を担うことは困難であるため、大学の協

力を得て 2 月に研修を開催した。 

 これまでスクールソーシャルワーク委員会では、市町教育委員会へ SSW の推薦を行い、苦情

対応や研修会の開催について、職能団体としての役割を越えて果たしてきたところである。しか



し雇用主である教育委員会との兼ね合いや運営委員への大きい負担もあり、今後は市町教育委員

会への推薦は行わない方針である。推薦を行わないため、会費徴収も見直し、徴収しない予定。

会費を主に使用していた研修会については、年 2 回程度にしていく。これらについてはスクール

ソーシャルワーク委員会の全体会議を行い、会員へ説明し、了承を得た。 

 今後についてはコロナ禍の中でも研修機会の確保が必要である。回数は少なくするが、質を高

めていく予定。 

 

■委員会名：キャリア教育推進委員会  

○担当理事：尾中未来、山本孝博、讃井康一 

○委員長 ：尾中未来 

○副委員長：山中将嗣 

○委員  ：則近あゆみ、山中将嗣、森尾憲嗣、佐伯美由紀 

【委員会設置目的】 

次世代・後継者育成の強化等に関する事業を行う。 

【基本方針】 

〇 次世代育成の取組み強化として、①子どもへの働きかけ推進、②養成施設への働きかけ・連

携の強化、③資格取得支援の推進を行う。 

〇 後継者育成の強化として、社会福祉士実習指導者の養成・支援を行う。 

【重点目標】 

「キャリア教育推進委員会」を設置するとともに、今年度実施予定の事業の推進を図る。 

2020 年度事業計画 2020 年度事業報告 

１．公益事業部内に、「キ

ャリア教育推進委員会」を

設置する。 

１．公益事業部内に、キャリア教育推進員会を設置した。 

 〇担当理事：尾中未来、山本孝博、讃井康一 

 〇委  員：則近あゆみ、山中将嗣、森尾憲嗣、佐伯美由紀 

２．子どもへの働きかけを推

進している他団体等の取り

組みを参考に、社会福祉士を

目指す子どもたちを増やす

取り組みを検討する。 

１．今年度は次期以降実施可能な活動内容について検討を行った。 

  ＊対象は小中高生とする。 

 ①社会福祉士の仕事を寸劇にし、動画で撮り会のホームページ

にのせる。ブロックのイベントで上映してもらう。寸劇の作

成は学生の協力を得る。 

 ②社会福祉士の仕事がイメージできるようなパンフレットを漫

画で作成する。キャラクター作成。 

 ③主に地域での普及となるため、①②の他にもブロックにて子

どもへの働きかけを推進できるような素材を提供する。 

例：職業体験、職業の話をする場を企画、イベントでチラシ

の配布など。 

  ブロックごとの特性もあることから、地域での展開について

どのようにしたらよいかブロック長と相談していく。   

３．山口県立大学、YIC 介護

福祉専門学校にて、会の意

山口県立大学、YIC 介護福祉専門学校にて、会の意義・入会の意

義・会の魅力やソーシャルワークの実践事例を発信した。 



義・入会の意義・会の魅力や

ソーシャルワークの実践事

例を発信する。 

 ①山口県立大学への PR 

○開催日：10 月７日（水） 

○場 所：山口県立大学 

○対象者：山口県立大学社会福祉学科 2 年生 

○参加数：102 名 

○内 容：「ソーシャルワーク専門職団体に属する意義～社

会福祉士の責務～」「ソーシャルワーク実践事例報告～専門

性とは何か、専門性の向上には～」 

○対応者：梅木会長、橘副会長（障害）、中村幸一郎（児童） 

②YIC 看護福祉専門学校 

本会への入会案内を送付。 

４．山口県立大学の実習連絡

会議へ出席。 

１．山口県立大学の実習連絡会議へ出席 

→ 中止 

５．社会福祉士実習指導者講

習会の開催。 

１．新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止。 

６．社会福祉士全国統一模擬

試験の実施 

１．社会福祉士全国統一模擬試験の実施 

○開催日：10 月 3 日（土） 

○場 所：会場受験から在宅受験へ変更 

○参加者：78 名 

７．委員会の開催 （1）第 1 回委員会を開催 

  ○内 容：顔合わせ、今後の事業展開について  

  ○開催日：9 月 17 日（木） 

  ○場 所： Zoom 

  ○参加数：4 名 

（1）第 2 回委員会を開催 

  ○内 容：PR の振り返り、今後の取り組みについて 

  ○開催日：11 月 27 日（金） 

  ○場 所： Zoom 

  ○参加数：5 名 

■総括 

 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、社会福祉士実習指導者講習会は中止したが社

会福祉士全国統一模擬試験は在宅受験、山口県立大学への PR は Zoom にて遠隔授業内で実施し

た。今後も実施可能な方法で活動を展開していく。新しく検討した子どもへの働きかけについて

は、地域ごとの展開が必要となるため、ブロック長との連携をおこなっていく。 

 

 

 

 

 



（４）総合企画部 

事業方針にもとづき、総合企画部は次の事業を行う。 

○部会長 ：橘康彦 

○担当理事：藤本真樹、尾中未来、杉山美羽、遠藤嵩大、山本孝博、讃井康一、 

服部恭弥、安田風明 

【委員会設置目的】 

社会情勢の変化に伴い社会福祉及び介護を取り巻く状況の変化に応じて、職能団体として取り

組むべき課題を抽出し必要な事業を推進することで、社会福祉士としての専門性の維持・向上を図

り、また倫理綱領に基づいた相談援助活動が行えるように必要な知識、技術の専門性と倫理性を常

に向上させるとともに、社会福祉の援助を必要とする県民の生活と権利の擁護及び社会福祉の増

進に寄与する。 

【基本方針】 

〇 第一期中期計画の基本方針に基づき、目標の達成を見据えた事業展開を行う。 

【重点目標】 

本年度は、中長期計画の初年度にあたることから、第一期中期計画の目標の達成を見据え、一つ

一つできることから取り組むとともに、実施状況の評価を行う。 

2020 年度事業計画 2020 年度事業報告 

１ 組織基盤の整備・強化 

（１）第一期中期計画の実施

状況の評価を行う。新  

（２）会員数 750 名を目標

に、ブロック活動部の協力を

得て新入会員の拡大を図る。

新（３）次の 8 つの事業につ

いて、企画や運営を担う会員

を募集し、企画チームを立ち

上げる。新  

①四会連絡協議会＆刑事司法

ソーシャルワーカー養成の検

討 

②第 22 回定時社員総会時の講

演会 

③第 23 回定時社員総会時の講

演会 

④理論とアプローチに関する

研修会 

⑤独立型社会福祉士実践報告

会 

１．組織基盤の整備・強化に取り組む。 

（１）第一期中期計画の実施状況の評価を行う。 

○開催日：1 月 13 日 

○場 所：オンライン（Zoom） 

（２）会員数 750 名を目標に、ブロック活動部に協力依頼を行っ

た。 

（３）次の 8 つの事業について、企画や運営を担う会員を募集

し、企画チームを立ち上げた。 

①四会連絡協議会＆刑事司法ソーシャルワーカー養成の検討

を行った。 

○担当理事：遠藤嵩大、尾中未来  

○企画委員：富海隆、讃井康一 

 １）委員会 

【1 回目】 

○内 容：司法ソーシャルワーカーの養成の在り方の 

     検討、四会連携運営会議など 

○開催日：9 月 11 日（金） 

○場 所：オンライン会議室（Zoom） 

○参加数：4 名 

【2 回目】 

○内 容：司法ソーシャルワーカーの養成の在り方の 

     検討、四会連携運営会議など  



⑥専門職としての価値・知

識・技術の向上を図る研修会 

⑦広報の検討 

⑧基礎研修の当日スタッフ 

（４）2021 年 6 月役員改選に

向け、本会体制の強化につい

て検討を行う。新  

（５）新たな収入を確保する

ため、収益事業につき模索を

はじめる。新  

（６）本会独自の綱紀案件対

応システムの構築を検討する

ため、他都道府県士会の状況

について情報収集を行う。新  

（７）本会規程第 13 号「会員

に対する支援の実施規程」の

周知を図り、スーパーバイズ

機関の存在を知らせ、活用を

促す。新  

○開催日：11 月 6 日（金） 

○場 所：オンライン会議室（Zoom） 

○参加数：4 名 

【３回目】 

○内 容：司法ソーシャルワーカーの養成の在り方の 

     検討、四会連携運営会議など  

○開催日：11 月 25 日（水） 

○場 所：オンライン会議室（Zoom） 

○参加数：4 名 

２）本会、山口県弁護士会、山口県精神保健福祉士協会、山

口県地域生活定着支援センター(山口県社会福祉協議会)

の四会連絡協議会に出席。 

  【第 1 回四会連携運営会議】 

○開催日：11 月 12 日（木） 

   ○場 所：山口県社会福祉会館 

   ○内 容：今年度の取り組みについて 

   ○出席者：遠藤理事、尾中理事 

  【第２回四会連携運営会議】 

○開催日：12 月 10 日（木） 

   ○場 所：山口県社会福祉会館 

   ○内 容：『罪に問われた高齢者，障害者の刑事弁護にお

ける司法と福祉の連携のための令和２年度四

会合同研修』開催に向けた準備 

   ○出席者：遠藤理事、尾中理事 

【第３回四会連携運営会議】 

○開催日：1 月 28 日（木） 

   ○場 所：山口県社会福祉会館 

   ○内 容：『罪に問われた高齢者，障害者の刑事弁護にお

ける司法と福祉の連携のための令和２年度四

会合同研修』開催に向けた準備    

○出席者：遠藤理事、尾中理事 

【第４回四会連携運営会議】 

○開催日：3 月 2 日（火） 

   ○場 所：山口県社会福祉会館 

   ○内 容：『罪に問われた高齢者，障害者の刑事弁護にお

ける司法と福祉の連携のための令和２年度四

会合同研修』開催に向けた準備    

○出席者：遠藤理事、尾中理事 

  【四会合同研修の開催】 



   ※コロナウィルス感染症の拡大状況に伴い、延期 

   〇名 称：『罪に問われた高齢者，障害者の刑事弁護にお

ける司法と福祉の連携のための令和２年度四

会合同研修』 

   〇日 時：３月１３日（土） 

○場 所：山口県社会福祉会館 

 ②第 22 回定時社員総会時の講演会 

・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止。 

③第 23 回定時社員総会時の講演会 

○テーマ：『子どもアドボカシーの理念と枠組及びその種類

と役割』 

○講 師：栄留里美（大分大学福祉健康科学部/助教） 

○開催日：3 月 27 日 

○場 所：オンライン（Zoom） 

○参加数：32 名（内、社会福祉士会員 21 名） 

④理論とアプローチに関する研修会→未実施。 

⑤独立型社会福祉士実践報告会 

○テーマ：独立型社会福祉士実践報告会＆情報交換 

○講 師：橋本達哉（福祉士事務所 You（ゆう）） 

○開催日：3 月 21 日 

○場 所：オンライン（Zoom）  

○担当理事：山本孝博、讃井康一、杉山美羽 

○参加数：15 名（内、会員 15 名） 

⑥専門職としての価値・知識・技術の向上を図る研修会 

→未実施。 

⑦広報の検討 

○担当理事：藤本真樹、遠藤嵩大 

〇内 容：本会会員の人材バンク登録制度の検討 

⑧基礎研修の当日スタッフ 

・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、基礎研修Ⅱ・Ⅲ

は中止。基礎研修Ⅰ及び 2019 年度未実施分の基礎研修Ⅰと

Ⅲについては事務局で対応。 

（４）2021 年 6 月役員改選に向け、本会体制の強化について 

  検討を行った。 

  【1 回目】 

   〇会議名：第 3 回総合企画部会議 

   〇開催日：10 月 28 日（水） 

   〇出席数：6 名 

  【2 回目】 



   〇会議名：第 1 回総合企画部＆ブロック活動部合同会議 

   〇開催日：12 月 7 日（月） 

   〇方 法：Zoom 

   〇出席数：総合企画部 7 名、ブロック長 8 名 

（５）新たな収入を確保するため、収益事業につき模索→未実施。 

（６）本会独自の綱紀案件対応システムの構築を検討するた 

  め、他都道府県士会の状況について情報収集。→未実施。 

（７）本会規程第 13 号「会員に対する支援の実施規程」につき、

ホームページ及び会報に掲載し周知を図り、スーパーバイズ

機関の存在を周知した。 

２ 次世代・後継者育成の強化 

 

１．公益事業部内に、キャリア教育推進員会を設置した。 

（活動内容は、キャリア教育推進委員会参照） 

３ 権利擁護及び地域福祉の

増進 

（１）ブロック活動部と協力

し、次の事業を進める。新  

①全ブロックにて、新入会員歓

迎会の開催。 

②全ブロックにて、オリエンテ

ーションの開催。 

（内容：会活動、認定社会福祉

士制度、e-ラーニングなど） 

③各ブロックで新入会員の目

標数を設定して、会員数 750 名

を目指す。 

（２）罪を犯した高齢者・障害

者への支援に関する事業の推

進を図るため、他都道府県士会

の状況について情報収集を行

うとともに、2019年度に実施し

た「福祉的支援を必要とする罪

を犯した人の支援状況調査」の

調査結果をもとに取り組みの

検討を行う。新  

（３）災害支援事業の推進を図

るため、他都道府県士会の活動

事例について情報収集を行う

とともに、災害支援協力員の募

集を継続する。 

１．ブロック活動部と協力し、次の事業を進める。 

（１）全ブロックにて、新入会員歓迎会の開催。 

・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止。 

（２）全ブロックにて、オリエンテーションの開催。→未実施 

（３）各ブロックで新入会員の目標数を設定して、会員数 750 名

を目指す。→未実施 

（４）総合企画部と合同会議を開催して、ブロック活動の活 

  性化について検討した。 

  〇開催日：12 月 7 日（月） 

  〇方 法：Zoom 

  〇出席数：総合企画部 7 名、ブロック長 8 名 

  〇内 容：「理事の選出方法の見直し、中長期計画に基づ 

       いたブロック活動活性化について、キャリア 

       教育推進委員会との協働事業について 

２．罪を犯した高齢者・障害者への支援に関する事業の推進 

 を図るため、四会連絡協議会＆刑事司法ソーシャルワーカ 

 ー養成の検討を担う企画チームで取り組む。 

（詳細は１－（３）－8 をご覧ください。） 

３．災害支援活動協力員を募集し、名簿登録者専用のメーリング

リストを設置し、災害支援に関する情報を提供した。 

（１）災害支援活動協力員登録者 

○登録者数：5 名 

（２）名簿登録者専用のメーリングリストを設置して情報提 

   供・共有を図った。 

（３）都道府県社会福祉士会災害担当者会議に出席 

   ○開催日：10 月 24 日（土） 

   ○場 所：オンライン会議室（Zoom） 



（４）社会福祉士の専門性を発

揮させるため新たな委託事業

の獲得に向け模索する。 

   ○内 容：報告「これまでの日本社会福祉士会の取り 

        組み」「2019年度アンケート結果報告」 

       「都道府県士会福祉士会からの災害支援報 

       告」、意見交換 

   ○出席者：藤本真樹理事 

        中嶋克成災害支援活動協力員 

４．社会福祉士の専門性を発揮させるため新たな委託事業を獲得

した。 

  ① 子ども権利擁護推進事業 

  ② 医療的ケア児等コーディネーター等養成研修 

４ 専門性の向上 

（１）研修受講のメリットや研

修案内の標記を工夫する。新  

（２）次の 5 つの研修などを開

催する。新①第 22 回定時社員

総会（6 月）時の講演会 ②第

23 回定時社員総会（3 月）時の

講演会 ③理論とアプローチ

に関する研修会 ④独立型社

会福祉士実践報告会 ⑤専門

職としての価値・知識・技術の

向上を図る研修会 

（３）日本社会福祉士会の e‐

ラーニング事業にかかる本会

に所属する正会員が視聴する

際の費用を本会が負担する。 

（４）基礎研修の促進・充実を

図るため、次の事業を行う。 

①基礎研修Ⅱ・Ⅲ科目別受講②

基礎研修Ⅰ 新規入会者限定

キャンペーンの実施 新③基

礎研修に係るファシリテータ

ー要請･育成 新  

（５）スーパービジョン意見交

換会の開催 新  

（６）認定社会福祉士の資格取

得支援の推進のため、次の事業

を行う。①基礎研修Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

１．研修受講のメリットや研修案内の標記を工夫する。 

 新型コロナウイルスにより、オンラインを活用した委員会活動

やブロック活動の推進を図った。 

２．専門性の向上に向けた次の研修を開催。 

（１）第 23 回定時社員総会時の講演会 

（２）独立型社会福祉士実践報告会 

3．日本社会福祉士会の e‐ラーニング事業にかかる本会に所属

する正会員が視聴する際の費用を本会が負担し、会員に自己研

鑽の機会を提供した。 

４．基礎研修の促進・充実を図るため、次の事業を行う。 

（１）基礎研修Ⅱ・Ⅲ科目別受講 

・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、基礎研修Ⅱ・Ⅲ

中止。 

（２）基礎研修Ⅰの受講料を 2019 年度以降入会者につき 5000

円引きで設定した。 

（３）基礎研修に係るファシリテーター要請･育成 

・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止。 

５．スーパービジョン意見交換会の開催→未実施 

６．認定社会福祉士の資格取得支援の推進のため、次の事業を行

う。 

（１）オンラインを使用して基礎研修Ⅰは実施。基礎研修Ⅱ・Ⅲ

は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止。 

（２）スーパービジョン準備実施研修 

・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、基礎研修Ⅱ・Ⅲ

中止により中止。 



の開催 ②スーパービジョン

準備実施研修 

５ 発信力の強化 

（１）広報検討の企画チームを

設置して、パンフレットの作成

やホームページ、会員専用メー

ル、会報 Joy’n など情報発信の

内容などを検討。新  

（２）定期的に情報発信 

（３）本会会員の人材バンク登

録制度の導入。 新  

１．広報検討の企画チームを設置した。 

 社会福祉士登録制度に関する規程を制定させた。 

２．定期的に情報発信として、会報 Joy’n を年 5 回（5 月末、7

月末、9 月末、11 月末、2 月末）発行し、会活動の周知とと

もに、会員の会活動への参加促進を図った。 

   ①会報 Joy’n 第 20 号（05 月 25 日発行） 

   ②会報 Joy’n 第 21 号（07 月 29 日発行） 

   ③会報 Joy’n 第 22 号（10 月 01 日発行） 

④会報 Joy’n 第 23 号（11 月 25 日発行） 

⑤会報 Joy’n 第 24 号（02 月 22 日発行） 

３．本会会員の人材バンク登録制度を導入した。 

  〇登録者数：2 名 

６ ネットワークの構築・強化 

（１）ネットワークリストの普

及・拡大を行う。 

（２）各種委員等へ会員の推

薦。 

（３）山口県ソーシャルワーカ

ー連盟との連携強化を図るた

め、次の事業を行う。 

①年2回山口県ソーシャルワー

カー連盟会議に参画②ソーシ

ャルワーカーデーイベントの

共催 

（４）四会連絡協議会との連携

強化を図るため、次の事業を行

う。 

①四会連絡協議会に出席する。

②罪に問われた高齢者、障害者

の刑事弁護における司法と福

祉の連携のための四会合同研

修会（年 2 回）の開催 

（５）研修開催においては、積

極的に後援申請を行う。 

（６）本会として事業推進が必

要と思われる日本社会福祉士

会主催研修等へ受講者推薦を

１．ネットワークリストの普及・拡大のため、会報やホームペー

ジで周知を図った。 

２．各種委員等へ会員を推薦。 

同事業報告内「県市町行政及び関係団体への委員推薦一覧」

を参照 

３．山口県ソーシャルワーカー連盟との連携強化を図るため、次

の事業を行った。 

（１）年 2 回山口県ソーシャルワーカー連盟会議に参画 

 〇開催日：12 月 20 日（日） 

 〇方 法：Zoom 

 〇参加者：当会 1 名、精神保健福祉士協会 3 名、医療ソ 

      ーシャルワーカー協会 2 名 

 〇内 容：来年度の連携事業についてなど 

（２）ソーシャルワーカーデーイベントの共催 

・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止。 

４．四会連絡協議会との連携強化を図るため、四会連絡協議会＆

刑事司法ソーシャルワーカー養成の検討企画チームが取り

組む。（詳細は１－（３）－8 をご覧ください。） 

５．研修開催においては、積極的に後援申請を行った。 

同事業報告内「県市町行政及び関係団体への委員推薦一覧」

を参照 

６．本会として事業推進が必要と思われる日本社会福祉士会主催

研修等へ受講者推薦を行った。 

（１）スクールソーシャルワーク意見交換会 

 ○開催日：8 月 23 日 



行うとともに、研修終了後は本

会にて伝達研修等を行う。 

（７）公益社団法人日本社会福

祉士会が主催で委員会の組織・

スーパーバイズ体制強化等を

図る目的で開催される研修等

に正会員を派遣し、次世代の人

材育成を図る。 

（８）日本社会福祉士会の生涯

研修センター及び各種委員会

等との連携・協力を図る。 

（９）綱紀案件事務委託契約の

締結。 

（10）中国ブロック県士会との

連携強化を図るため、次の事業

を行う。 

①年2回中国ブロック会議に出

席する。②協定に基づき、基礎

研修ⅠⅡⅢ振替受講の受け入

れを行う。 

（11）都道府県社会福祉士会と

の連携強化を図るため、次の事

業を行う 

① 福岡県社会福祉士会への

基礎研修ⅠⅡⅢの振替受講の

申し入れを行う。② 福岡県社

会福祉士会との意見交換を行

う場の設定。 

 ○場 所：オンライン（Zoom） 

 ○内 容：『スクールソーシャルワーク実践ガイドライン』（案）

の概要説明』、グループ討議 

 ○派遣会員：中村幸一郎（ＳＳＷ委員会/委員長） 

７．公益社団法人日本社会福祉士会が主催で委員会の組織・スー

パーバイズ体制強化等を図る目的で開催される研修等に正会

員を派遣し、次世代の人材育成を図った。 

（１）スーパーバイザー養成研修 

 ○開催日：9 月 5 日（土）～6 日（日） 

○場 所：オンライン 

○会 員：讃井康一  

（２）第 4 回「虐待対応専門職チーム」経験交流会 

 ○開催日：2 月 20 日 

○場 所：オンライン 

○会 員：山本孝博、磯地美香 

８．日本社会福祉士会の生涯研修センター及び各種委員会等との

連携・協力を図った。 

（１）権利擁護センターぱあとなあとの連携を図った。 

（詳細は、ぱあとなあ山口委員会報告を参照。） 

（２）全国生涯研修委員会議に出席。 

   ○開催日：10 月 17 日（土） 

   ○場 所：オンライン（Zoom）  

   ○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 

   ○出席者：吉村真事務局次長 

（３）日本社会福祉士会の各種委員会等との連携・協力として、

アンケート調査への協力を行った。 

１)虐待対応にかかる標準研修及び専門職チームに関する

実績報告 

２)新型コロナウィルス感染症拡大対策に係る後見実務 

３）事務局体制についてのアンケート 

９．綱紀案件事務委託契約を締結した。 

10．中国ブロック県士会とは、研修開催状況などメールにて情報

共有を図った。 

11.都道府県社会福祉士会との連携強化→実績なし 

■総括 

 第一期中期計画の初年度は、新型コロナウイルス感染症拡大により、取り組める範囲での事業実

施となり、評価は「目標達成・ある程度成果は得られたが継続的な取組が必要」が全体の 31％に

とどまり、「実施したが成果は得られなかった・計画したが未実施」が 38％（2020 年度の事業計



画には盛り込まれていない事業計画は 30％）という結果となった。 

 新型コロナウイルス感染症拡大により、目標達成率が低くなってしまったが、ブロック活動部と

の合同会議の開催、オンラインシステムを導入した研修や会議の開催、新たな委託事業の実施、事

業実施の評価など、新たな取り組みを実施することができた。 

 

（５）ブロック活動部 

■岩国市・和木町ブロック 

○ブロック長名：平岡龍一郎   

○3 月末ブロック会員数：52 名 

【重点目標】 

岩国市・和木町ブロックの活性化と地域福祉の充実を重点に置く。ブロックの活性化として、他領

域の専門職や組織団体と共同した研修を図ることで、相互の専門性の拡大と連携強化を深め,地域

の福祉ニーズに即した、包括ケアの充実へと繋げることを目標とする。 
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①定例会 

（偶数月第 3 金曜日） 

１．定例会、研修会を開催 ※コロナ感染予防のため中止 

①〇テーマ：地域福祉の包括的な取組活動／由宇町社会福 

  祉協議会実践報告  

○開催日：4 月 17 日（金） 

〇講 師：由宇町社会福協議会 

 ②○テーマ：職能団体との共同研修計画 

○開催日：6 月 19 日（金） 

③○テーマ：８０５０運動への理解と対応 

 ○開催日：10 月 

②メーリングリストの普及と有

効活用 

１．岩国ブロックメーリングリストの啓発・普及活動実施 

登録者 86 名（内、会員 24 名）） 

③仲間と絆を深めよう会（懇親会、

忘年会） 

１．懇親会を開催 ※コロナ感染予防のため中止 

○開催日：8 月頃 

○場 所：破天荒酒場 

２．忘年会を開催 ※コロナ感染予防のため中止 

○開催日：1 月頃 

○場 所：破天荒酒場 

④社会貢献活動（地域で社会福祉

士ができること） 

１．社会貢献活動 

コロナ感染予防のため計画中止 

⑤個別地域ケア会議への参加 １．岩国市個別地域ケア会議（各 1 名 5 圏域出席） 

⑥いわくに住環境・福祉機器研究

会の出席 

１．いわくに住環境・福祉機器研究会（7 月、10 月、11 月） 

⑦岩国市地域包括ケア推進協議会

の出席（圏域各 1 名） 

１．岩国市地域包括ケア推進協議会（8 月、9 月、11 月、3 月） 

・医療部会（2 月、5 月） 

・日常生活圏域部会（7 月、12 月） 



・住まい部会（10 月、11 月、12 月、1 月） 

  ・認知症対策部会（12 月） 

⑧介護認定・障害支援区分審査会

の委員委嘱 

１．介護認定審査会 4 名 

２．障害支援区分審査会 2 名 

⑨ｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰデーin やまぐち 新型コロナウイルス感染症拡大予防の観点から、開催中止。 

⑩オリエンテーションの開催 新型コロナウイルス感染症拡大予防の観点から、開催中止。 

⑪新入会員の目標数を設定して、

目標達成を目指して取り組む。 

新入会員の増加に向けた具体的な取り組みはできなかった。 

■総括 

年度当初、重点目標に沿って研修計画をさせて頂いていたが、コロナウイルス感染拡大の状況を踏

まえ、計画していた集合研修は全て中止とさせて頂いた。例年、集合研修や懇親会を通じて、ブロ

ック活動が活性化していた反面、長期による集合形式の中止は、再生に不安が残る年度であった。

次年度はコロナウイルス感染予防体制も整えながら、集合形式の模索、そして、WEB 形式による

研修を計画したいと考える。 

 

■柳井市・周防大島町・田布施町・平生町・上関町ブロック 

○ブロック長名：亀山雄樹 

○3 月末ブロック会員数：55 名 

【重点目標】 

・講義形式での研修会開催にてスキルアップ 

・情報交換にて、会員同士のネットワーク強化 
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①定例会「しゃべり BAR in

サザンセト」 

１．定例会を開催(Zoom 開催) 

①テーマ 『視覚障害がある方の理解に向けて』   

開催日 10 月 9 日（金） 

講 師 吉原和子（平生町在住） 

参加者 8 名 

②テーマ『障害がある方の高齢化に伴う現状と課題』   

開催日 12 月 11 日（金） 

事例提供 中山英美（障害者支援施設城南学園/生活支援員） 

参加者 9 名 

③テーマ『今後におけるブロック活動の展望と次年度計画』 

開催日 2 月 19 日（金） 

参加者 11 名 

※４月、６月、８月は新型コロナウイルス感染症予防対策により

開催を自粛した。 

②会員への情報伝達、会員の

確保 

１．ML（１２月まで）、県事務局 HP を活用して、事前に次回

研修内容及びブロック会議開催の案内を円滑に行えた。 

２．研修会や親睦会開催時に、非会員に入会を呼びかけた。 



③ｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰデーin やまぐち 新型コロナウイルス感染症拡大予防の観点から、開催中止。 

④オリエンテーションの開催 新型コロナウイルス感染症拡大予防の観点から、開催中止。 

■総括  

〇年度当初はブロック活動を自粛せざるを得ない状況が続いたが、１０月から Zoom 形式で研修

会を開催した。 

〇移動に係る時間が短縮でき、リモートながら双方向で意見交換や質疑応答を行うことが 

 でき、非常に有意義な活動につながったと評価している。 

○来年度もこの形式で研修会や勉強会、意見交換会が行えたらと考えている。 

 

■周南市・下松市・光市ブロック 

○ブロック長名：白井智寛 

○幹事名：廣石順丈 

○会計名：渡辺奈津子 

○３月末ブロック会員数：118 名 

【重点目標】 

社会福祉士としての意識の向上・スキルアップを図れるよう、ブロック活動を充実させ参加者を増

やす。また、顔が見える関係づくりを行い、会員相互だけでなく多職種での円滑な連携が図れるよ

うにする。 
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①ブロック会議の開催 １．ブロック会議を開催 

○下松地区 9 月 16 日（水） 

職場における新型コロナウイルス関係対策や変化等の情 

報交換 

＊新型コロナウイルス感染症拡大予防の観点から、下記日程

は開催中止 

10 月 21 日（水）、12 月 16 日（水）、Ｒ3. 1 月 19 日（火）、

3 月 16 日（火） 

②研修会の開催 ①研修会 11 月 17 日（火）  

*新型コロナウイルス感染症拡大予防の観点から、開催中止 

②オンライン（Ｚｏｏｍ）を活用した研修会 

社会福祉士が担う役割についての研修会 

Ｒ3 年 3 月 13 日（土）10：00～11：15 

【第１部】 講演会 

  『社会福祉士として期待されるもの』 

  講師：山口県社会福祉士会 梅木幹司会長 

【第２部】 今後のブロック活動について 

テーマ：成年後見制度利用促進に向けた取り組みなど 

  説明：白井智寛 

≪参加者≫ 12 名 



③新入会員歓迎会＆会員交流会 新型コロナウイルス感染症拡大予防の観点から、開催中止。 

④成年後見制度の利用に関する相

談会 

１．相談会を毎月第１火曜日に周南市会場で開催 

（＊ぱあとなあ山口の事業の一環） 

⑤情報提供サービスの実 

施と活用 

１．県士会ＨＰやＬＩＮＥ（ブロックのグループＬＩＮＥ）な

どを活用し情報提供実施 

⑥他団体との連携 １．開催なし 

⑦ｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰデーin やまぐち 新型コロナウイルス感染症拡大予防の観点から、開催中止。 

⑧オリエンテーションの開催 新型コロナウイルス感染症拡大予防の観点から、開催中止。 

⑨新入会員の目標数を設定して、

目標達成を目指して取り組む。 

新入会員の増加に向けた具体的な取り組みはできなかった。 

■総括 

 今年度は新型コロナウイルス感染症の関係で、当初予定していたブロック活動への取り組みの多

くができなかった。しかしながら、オンライン形式での研修会の開催を行い、従来とは違った形で

の活動展開できたことは、今後のブロック活動にも生かすことができると思う。ＬＩＮＥグループ

を整備したことで、会員には様々な情報の周知が行いやすい環境となっただけでなく、新たな会員

同士が繋がることもできた。今後も会員の参加者や新規入会者の増加に向け、新たな方法を積極的

に取り入れながら魅力があり活発なブロック活動の展開に努めたい。 

 

■山口市・美祢市ブロック 

○ブロック長名：野原徹 

○3 月末ブロック会員数：155 名 

【重点目標】 

・研修参加を通して会員としての意識を高める。 

・会員同士のネットワークを作り、顔の見える関係づくりを目指す。 

・ネットワークを活かし、制度の狭間の問題に対して取り組む。 
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①研修会の実施 １．研修会を実施 

①○テーマ：「工賃 6 万円達成！あたり前の生活を目指し 

      て！」 

○開催日：2 月 9 日（火）18:30～20:00 

○場 所：Zoom によるオンライン 

○発表者：野原徹（ふしのエコ事業所） 

〇参加者：10 名 

②○テーマ：「山口市・美祢市ブロック意見交換会」 

〇開催日：3 月 30 日（土）18:30～19:30 

〇場 所：Zoom によるオンライン 

〇参加者：ブロック会員 5 名 

②地域課題への対応 １．地域課題への対応なし 

③他団体との連携 １．他団体との連携なし 



④オリエンテーションの開催 新型コロナウイルス感染症拡大予防の観点から、開催中止。 

⑤新入会員の目標数を設定して、

目標達成を目指して取り組む。 

新入会員の増加に向けた具体的な取り組みはできなかった。 

■総括 

今年度はコロナ禍でオンラインでの研修を 1 回と意見交換会を 1 回行った。いずれも年度末の

開催で参加者も限られていたが、もう少し早めに周知するなどすれば参加しやすかったのではな

いかと思われる。 

意見交換会では、定期的なブロック会議の開催、ブロック理事との連携、副ブロック長の配置

などの意見が出ており、2021 年度に向けて取り組んでいきたいと考えている。 

目標に掲げていた制度の狭間に対する問題について具体的な取り組みができていないため、会

員同士でネットワークを作り、ブロック会議で話し合っていきたい。 

 

■防府市ブロック 

○ブロック長名：越智尚史 

○副ブロック長：伊勢本彩那 

○会計名：瀧口コヅエ 

○３月末ブロック会員数：58 名 

【重点目標】 

・未加入者を勧誘して新しい会員を増やす。 

・「多職種」・「他職種」連携が図れるような仕組みを作る。 

・社会福祉士会会員同士のネットワークを作る。 
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①2 か月に 1 回、勉強会

及び情報交換会を実施 

以下、新型コロナウイルス感染症拡大予防の観点から、開催中止。 

１．研修会の実施 

２．親睦会の開催：ブロック会員による交流会 

３．情報交換会の実施 

②他団体と合同で研修

会 

１．防府薬剤師会と合同で研修会の実施 

①○テーマ：「知っておきたい高齢者の口腔」 

○開催日：11 月 26 日（木） 

○場 所：防府市文化福祉会館 

○講 師：深野源太氏（あい歯科クリニック院長） 

○参加者：会場参加と Zoom 参加を合わせて 30 名 

②○テーマ：「認知症患者のための成年後見制度について」 

○開催日：1 月 29 日（金） 

○場 所：防府市文化福祉会館 

○講 師：山口正之弁護士（萩・山口法律事務所） 

○参加者：会場参加と Zoom 参加を合わせて 20 名 

③テーマ：「感情のマネージメント(仮)」 

○開催日：3 月 12 日（金） 



○場 所：防府市文化福祉会館 

○講 師：上野和禎氏（コーチ・オンリーワン代表） 

○参加者：新型コロナウイルス感染症拡大予防の観点から、開催中止。 

③メーリングリストを

整備して活用する。 

LINE グループを整備して活用。 

④親睦会（顔の見え 

る関係作り）を開催。 

新型コロナウイルス感染症拡大予防の観点から、開催中止。 

⑤オリエンテーシ 

ョンの開催 

新型コロナウイルス感染症拡大予防の観点から、開催中止。 

⑥新入会員の目標数を

設定して、目標達成を目

指して取り組む。 

防府市ブロックでの新入会員の目標数は 5 名。社会福祉士の資格を持っ

ている方がおられれば、社会福祉士会に入会するように声をかける。 

■総括 （令和 3 年度に向けた課題等） 

2020度は新型コロナウイルスのため防府市ブロック単体での研修会を行うことが出来なかった。

同時に懇親会や情報交換会の開催を中止した。そのため、顔の見える関係作りは出来なかった。今

後もまん延防止等重点措置や緊急事態宣言がいつ発動するかわからない状況、住んでいる地域で新

型コロナウイルス感染症の患者が出ると対面での研修会は中止しないといけない状況では対面で

の研修会の設定も難しい。オンライン研修等も検討しているがオンライン環境が整っていない会員

もおられ、会員全員が社会福祉士会に入会しているという恩恵が得られる（感じられる）環境を整

備しないといけないと考えている。 

連絡先がわかる範囲で研修会や情報交換会など声かけを行っているが、連絡先がわからない会員

や社会福祉士には声をかけていない現状がある。LINE グループを整備したので LINE グループで

はさまざまな呼びかけや研修案内をしている。ただ、LINE をされていない会員もいるため、全会

員に対してのイベント告知の方法等は要検討だと思う。 

2021 年度も新型コロナウイルス感染症の様子をみながら勉強会が開催できたら良いと思う。情

報交換会や交流会に関しては、新規会員の開拓のためにも必要なイベントだと思われるが、現状で

は開催が 2021 年度も難しいと考えている。 

 

■宇部市ブロック 

○ブロック長名：安光洋平 

○3 月末ブロック会員数：59 名 

【重点目標】 

・会員間の相互のつながりの強化 

・会員数の増加 

・会員が参加したいと思える研修の開催 
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①定例会 

研修会の実施 

１．研修会の実施 

 未実施 

②新入会員歓迎会＆会員交流会 新型コロナウイルス感染症拡大予防の観点から、開催中止。 



③審査会等への会員の推薦 １．宇部市介護保険審査会委員を調整。 

２．宇部市障害者自立支援審査会委員を調整。 

④オリエンテーションの開催 新型コロナウイルス感染症拡大予防の観点から、開催中止。 

⑤新入会員の目標数を設定して、

目標達成を目指して取り組む。 

新型コロナウイルスにより研修等の開催が難しく取り組みが

行えなかった 

■総括  

 2020 年度はブロック活動が行えなかったため、2021 年度は実施していきたい。 

 

■山陽小野田市ブロック 

○ブロック長名：植木亨 

○３月末ブロック会員数：35 名 

【重点目標】 

・ブロック会員のネットワークづくり。 

・ブロック会員による他機関とのつながりを強化。 

・社会福祉士資格の活かし方と活動について、協議検討。 
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①研修会の開催 

年に 4 回程度の研修会開催 

新型コロナウイルス感染症拡大予防の観点から、開催中止。 

②親睦会の開催 新型コロナウイルス感染症拡大予防の観点から、開催中止。 

③他団体との連携  新型コロナウイルス感染症拡大予防の観点から、開催中止。 

④メーリングリストを整備して活

用する。 

未実施 

⑤オリエンテーションの開催 新型コロナウイルス感染症拡大予防の観点から、開催中止。 

⑥新入会員の目標数を設定して、

目標達成を目指して取り組む。 

新入会員の増加に向けた具体的な取り組みはできなかった。 

■総括 

新型コロナ感染拡大予防から研修等の開催ができなかったことが反省すべき点である。 

次年度に関しては、オンラインシステム等の活用について検討を行い、会員同士の交流や連携

が図れる体制を構築していきたい。 

 

■萩市・長門市・阿武町ブロック 

○ブロック長名：山中翔平  

○３月末ブロック会員数：53 名 

【重点目標】 

・会員の興味のある研修会や親睦会の開催により、ブロック活動への参加人数を増やす。 

・メーリングリストで情報を発信していく。 
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①メーリングリストの整 

備、情報発信 

１．メーリングリストについては、継続して整備している。 



②年 2 回研修会の開催 １．研修会を開催 

①○テーマ：オンラインシステムを活用した研修 

「ズームを体験しよう」  

○開催日：6 月 26 日（金） 

○場所：オンライン 

○講師：中村幸一郎 

○参加者：7 名 

②○テーマ：今後のブロック活動のあり方と、ブロック選出理

事及びブロック長選出について 

○開催日：2 月 24 日（水） 

  〇場所：オンライン 

  〇参加者：7 名 

③参加者同士の親睦を深める

機会を設ける。 

１．親睦会を開催 

→新型コロナウイルス感染症のため中止 

④オリエンテーションの開催 新型コロナウイルス感染症拡大予防の観点から、開催中止。 

⑤新入会員の目標数を設定し

て、目標達成を目指して取り

組む。 

オリエンテーションや親睦会等を通し、ブロック活動の魅力を発

信できたらと思うが、新型コロナウィルスの影響で実施できてい

ない状況である。オンライン等による発信方法を検討し、入会す

ることのメリット、魅力を伝えていくことができるよう取り組ん

でいきたい。 

■総括 

今年度は通常の研修を行うことが困難な中、6 月に「ズームを体験しよう」ということで、ズー

ムの活用方法について研修を行った。ブッロク活動として、オンラインを活用した研修という初め

ての試みであったが、長門・萩・阿武ブロック会員だけでなく他のブッロクからも参加していただ

くことができた。新しい生活様式がうたわれているが、今後ブロック活動の新たな形として積極的

に活用し、少しずつ会員にも発信していきたい。それを踏まえ、ブロック活動や研修会等について

の情報提供や周知については、これまでと同様メーリングリストを活用していくが、同時に LINE

グループを整備し活用していければと思う。LINE グループに参加することで会員が責任感を持

ち、活動に積極的に参加できればと思う。 

 

■下関市ブロック 

○ブロック長名：佐藤義浩 

○幹 事 名：執行部 桝田智寛（副ブロック長）石塚忠志、花貫一博、 

            田中英之、矢野千春 

○会 計 名：事務局（事務担当及び会計担当を執行部から選出する） 

○３月末ブロック会員数：108 名 

【重点目標】 

・複雑且つ多様な社会環境の変化にともない、変化する福祉課題について研究をする。 

・勉強会、研究を通じて、関係機関・団体等と交流をはかり、地域のネットワークの環境整備を



する。 

・定例勉強会、ミニ座談会、福祉啓蒙活動を通じて、会員同士のつながりを図る。また、新規加入

掘り起こしをする。 

・県事務局のホームページを活用して、各活動の案内等の周知を図る。 
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①研修会の実施 １．第１回ブロック研修会 

○テーマ：「SSW の役割について」 

○講 師：吉村直美（社会福祉士、SSW） 

○開催日：12 月 11 日（金） 

○形 式：オンライン  

○参加者：12 名（内、会員 12 名） 

2．第 2 回ブロック研修会 

○テーマ：「事例検討会（SSW の内容）」 

○事例提供者：中村幸一郎（社会福祉士、SSW） 

○司会・進行：道中朋子（社会福祉士、SSW） 

○開催日：2 月 19 日（金） 

○形 式：オンライン  

○参加者：7 名（内、会員 7 名） 

②地域活動への参加 新型コロナウイルス感染症拡大予防の観点から、活動中止。 

③新入会員歓迎会＆会員交流会 新型コロナウイルス感染症拡大予防の観点から、開催中止。 

④他団体との連携 1．山口県介護福祉士会下関ブロック共催による研修会 

○テーマ：「知るって？」 

○講 師：松谷法史（山口県介護支援専門員協会 副会長） 

○開催日：9 月 17 日（木） 

○場 所：川中公民館 

 ※新型コロナウイルス感染症拡大予防の観点から、開催中止。 

⑤オリエンテーションの開催 新型コロナウイルス感染症拡大予防の観点から、開催中止。 

6 新入会員の目標数を設定して、

目標達成を目指して取り組む。 

新入会員の増加に向けた具体的な取り組みはできなかった。 

■総括 

新型コロナウィルス感染症の影響もあり、計画をしていた研修や地域活動、新人歓迎会が実施で

きなかった。 

ズームを使用しＳＳＷについての役割を知り、事例検討を通した実際の活動内容等を学ぶこと

ができました。 

今年度よりあらたに、下関市介護保険審査会委員の調整をおこなうことができた。 

現状、会員数が伸び悩んでいるので、次年度も会員同士の交流や連携を対面やオンラインを含め

て行い活動の活性化と共に、会員の魅力を発信しつつ、会員増を目指していきたい。 

 



2020年度講師派遣依頼一覧

依頼元 研修名・内容 紹介会員

山口県視聴覚障害者情報センター 令和2年山口県要約筆記者養成講座
植木伸彦

淺川恵美
独立行政法人地域医療機能推進機構

下関医療センター
高齢者虐待の早期発見と予防 吉村直美

豊北地区民生児童委員協議会 障害者福祉について 佐藤正昭

山口市役所　高齢福祉課

施設従事者向けの研修会

・虐待に陥りやすい状況や対応策について

・職員間の連携、職場内の環境整備について

・ストレスケア（マネジメント）について

上野綾乃

宇部市

施設従事者向けの研修会

・事例を基に、認知症ケアと高齢者虐待防止

について

上野綾乃

2020年度協議会等派遣依頼一覧

依頼元 研修名・内容 派遣会員

DV被害者自立支援ネットワーク DV被害者自立支援ネットワーク理事会総会 杉山美羽

(公財）介護労働安定センター山口支部 2020年度第1回山口県介護労働懇談会 梅木幹司

山口県教育庁学校安全・体育課
令和2年度山口県いじめ問題対策協議会

「ネットワーク会議」
中村幸一郎

公益財団法人山口県国際交流協会

やまぐち外国人総合相談センター

令和２年度「やまぐち外国人相談支援ネット

ワーク会議」
橘康彦

山口県教育庁学校安全・体育課 令和2年度山口県いじめ問題対策協議会 中村幸一郎

山口県 成年後見制度利用促進体制整備研修会 安光洋平

山口県司法書士会
成年後見制度利用促進のための意見交換会in

山口

安光洋平

讃井康一

(公財）介護労働安定センター山口支部 2020年度第2回山口県介護労働懇談会 橘康彦

山口県 山口県介護人材確保対策協議会 梅木幹司

山口県
令和２年度「山口県障害のある人もない人も

共に暮らしやすい
河内裕子

柳井市
成年後見制度利用促進協議会の設置に向けた

準備会
金江浩子



推薦者名

藤永紘子

杉山美羽

梅木幹司

梅木幹司

讃井康一

池永泰典

大神尚子

安光洋平

豊嶋則子

山本孝博

野上明子

柳　祥江

岡崎裕美

石津育幸

森清珠実

福本由美

秋田 将利

山田妙子

森淸珠実

河内裕子

安光洋平

安光洋平

伊藤孝司

中村幸一郎

堀明代

上田克典

讃井康一

2020年度市町行政や関係団体からの行事等の後援承諾一覧

機関・団体名

特定認定NPO法人とりで

一般社団法人山口県会議支援専門員協会

特定非営利活動法人山口せわやきネットワーク

2020年度県市町行政及び関係団体への委員推薦一覧

NPO法人とりで第４回子育て講演会

第17回山口県ケアマネジメント研究大会

下関市成年後見制度利用促進協議会

周防大島町いじめ問題調査委員会

長門市自殺対策推進協議会

成年後見制度利用促進協議会

宇部市高齢者福祉計画審議会

宇部市地域包括支援センター運営協議会及び宇部市地域密着型サービス運営委員会

宇部市成年後見制度利用促進基本計画協議会

萩市成年後見制度利用促進協議会

和木町成年後見制度利用促進体制整備協議会

山口県立育成学校苦情解決第三者委員

山口こども応援ミーティング２０２１

行事・イベント等名

委員会・協議会等名

山口県介護保険研究大会実行委員会

山口県いじめ問題調査委員会

山口県介護人材確保対策協議会

山口県福祉サービス運営適正化委員会

山口県地域再犯防止推進モデル事業推進チーム会議

山口市高齢者虐待防止ネットワーク推進会議

山陽小野田市障害者自立支援認定審査会委員

山陽小野田市成年後見制度利用促進基本計画策定委員会

岩国市社協成年後見サポートセンター運営委員会

岩国市地域福祉計画策定等委員会

周南市地域包括支援センター運営協議会及び周南市地域密着型サービス運営委員会

周南市地域自立支援協議会定例協議会

下関市自立支援協議会


