２０１６年度

一般社団法人愛知県社会福祉士会

事業計画

基本方針
今日、私たちを取り巻く社会環境や社会福祉を巡る情勢は大きく変動しています。貧困・介護・障がい・
児童養護・保育・医療・司法・地域・成年後見・スクールソーシャルワーク等様々な福祉分野で、分野を
越えて問題が相互に絡み合い、新たな貧困に見られるようなさまざまな生活問題に顕在化しています。ま
さに複雑で混沌としています。さらに生活困窮者等自立支援を初めとする支援を必要としている人々の権
利擁護に対し、我々は一体何ができるのかを自らに問い続けていかなければなりません。「社会的包摂」・
「人間の福利（ウェルビーング）」は具体的方法に裏打ちされなければただのお題目になってしまいます。
その中で私たち一人一人の社会福祉士はそれぞれの位置で、日々実践しています。ある者は職業として
社会福祉実践に従事し、ある者はボランティアとして自身の生活の場で社会福祉実践を行っています。今
まさに私たちは、ジェネラルな視点を持ったスペシフィックな一人のソーシャルワーカー（社会福祉士）
として、「ソーシャルワークの定義」（国際ソーシャルワーカー連盟）を実践の拠り所としています。
２０１５年度は６月に事務所を移転し、事務局体制を強化しました。２月には会員名簿を発行すること
ができました。
日本社会福祉士会は全国の都道府県社会福祉士会の連合体となり、会員情報や会費徴収の全国一元管理
から各都道府県管理へと順次移行することになっています。基礎研修や成年後見人養成研修なども、日本
社会福祉士会の委託研修から都道府県社会福祉士会の自己開催研修へと移行してまいります。また愛知県
内における社会的要請から当会に求められる任務も大きくなってまいりました。当会としては、これらに
応えるためにも事務局職員の増員の必要に迫られています。
それらの財源確保のために会費の値上げを提案したいと思います。当会の会費は全国で一番安い会費で
す。全国平均水準までの会費の値上げを２０１６年定時社員総会で提案し、２０１７年度会費より実施し
たいと考えています。
２０１６年度予算については、長年積み上げてきた繰越収支差額から一定金額を積立金として設定して
固定資産化し、財政基盤の安定強化を図ってまいります。
２０１６年度は第２次中長期目標（５か年目標２０１５－２０１９）の２年目となります。２０１５年
度の活動を受け継いでさらに進めてまいります。会員の資質向上の意欲に応える研修や、ソーシャルワー
クの意義と社会的信頼に応える様々な活動も引き続き行ってまいります。それらについては各論でご提案
申し上げるとともに、三つの中長期目標を実現する為に、以下に新年度の短期目標と事業部別重点目標を
掲げ、２０１６年度事業計画の基本方針と致します。
このように一つ一つできることから実行して会員の皆様の拠り所となれる会運営を目指して参りますの
で、ご理解を賜りますようお願い申し上げるとともに、今後とも当会の活動に益々皆様方のお力添えを賜
りますようお願い申し上げます。
中長期目標（5 か年目標２０１５－２０１
９）
組織強化と運営基盤の安定

会員の拠り所となる

ソーシャルワークの意義と社会的信頼に応
える

短期目標（２０１６年度目標）
① 日本社会福祉士会及び近隣県社会福祉
士会との連携
② 日本社会福祉士会より愛知県社会福祉
士会への事務移行の準備
③ 財政基盤及び事務局機能の強化
④ 理事会・委員会・支部の編成強化
⑤ 新入会員の拡大と後継者育成
① 県本部支部連係の充実
② 研修の強化充実
③ HP・広報・メルマガの充実
① 社会的支援事業の充実
② 他機関・他団体との連携推進
③ 県民・学生への啓発と情報発信

２０１６年度各事業部別重点目標
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総務部

① 理事・事務局体制の強化
② 財政基盤の安定

生涯研修センター

① 生涯研修制度の確立
② 各種研修事業の充実
③ スーパービジョン体制の構築

愛知ぱあとなあセンター

① 成年後見制度の適切な利用促進と成年
後見人の質の向上
② 「権利擁護」理念の啓発と活動の充実

生活支援相談ほっとセンター

①
②

持続可能な事業内容の確立
他機関・他団体との連携・協働

福祉・介護サービス情報調査センター

①
③

公正・中立な立場での評価の徹底
評価調査員の養成と資質の向上
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事業
１ 総務部
１） 総会・理事会等
【目的】総会：一般社団法人としての決算報告をするとともに、会員の意見交換・交流を図り職能団体と
しての意識を高め、研鑽する機会とする。
理事会：職能団体としての会の運営全般や諸規程改訂について協議し、事業の円滑な遂行を図る。
【計画】総会 ：６月４日（土）に開催。３月には意見交換・実践報告会を開催。
理事会：原則２か月に１回開催。
２） 広報委員会
【目的】本会の活動内容や関係団体等について、会員や福祉関係者等に情報提供する場を設けることによ
り、本会および関係団体の活動や事業の活性化に資する事を目的とする。
【計画】① 会報の発行（隔月発行）
会員及び社会福祉関係機関・大学・専門学校等への配布。
② ホームページ更新
社会福祉に関する情報提供、研修会・各種事業の紹介、福祉相談コーナー及び求職コーナー
等の運営と、会運営の情報開示。
３）災害支援対策委員会
【目的】大規模災害時に専門職としての支援ができるよう支部と連携して体制を整える。
【計画】① 災害支援体制の整備
・災害発生時には、状況に応じボランティア派遣、募金活動等を実施する。
・災害対応ガイドライン、マニュアルの検討
② 愛知県災害福祉広域支援推進協議会に会として参加し、専門職団体として協力する。
４）会員支援事業
【目的】支部活動の活性化により地域貢献活動および、会員社会福祉士の地域ネットワークの構築、相互
研鑽を図ることを目的とする。
【計画】支部運営規程（仮称）,支部支援規程（仮称）の整備、支部活動費の支給。
５）関係機関への協力
【計画】関係機関からの依頼により、講師等の派遣協力、委員の推薦等を行う（随時）。
６）ソーシャルワーカーデー企画実行委員会
【目的】福祉専門職能団体と福祉専門職養成校団体との協力により、多様化するソーシャルワークのあり
方と将来を担う人材育成について考え、福祉従事者、福祉系学生、一般市民にアピールする機会
とする。
【計画】福祉専門職能団体や福祉専門職養成校団体で構成する愛知ソーシャルワーカーデー実行委員会へ委
員を派遣し企画・運営に携わる。７月１０日（日）にソーシャルワーカーデーイベントを開催す
る。
７)特命事業
【目的】社会情勢等により会に求められている役割を果たすことができるよう、特命委員会を設置し、
事業の実施や体制整備を図る。
【計画】滞日外国人ソーシャルワーク研修実施について検討する。

２ 生涯研修センター
１） 生涯研修委員会
【目的】職能団体の責務として、会員社会福祉士の研鑽と能力向上を図ること、各々の職域を越えて幅
広く交流する機会を提供することを目的とする。
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【計画】
事業名

実施時期

参加者・対象者

基礎研修Ⅰ

集合研修は10月、2月 社会福祉士

基礎研修Ⅱ

集合研修は5月～翌2月 社会福祉士

備 考
生涯研修制度に基づく研修

（計2回）
生涯研修制度に基づく研修

（毎月1回開催）
基礎研修Ⅲ

集合研修は5月～翌2月 社会福祉士

生涯研修制度に基づく研修

（毎月1回開催）
ピアスーパービジョンによる事例

7月、10月、2月（予定 社会福祉士

分野（高齢者・障害・児童・生活困

検討会

、年3回）

窮者等）

２） 地域包括支援センター研修委員会
【目的】地域包括支援センター職員（特に社会福祉士、社会福祉士資格を持つ主任介護支援専門員）のソ
ーシャルワーク技術、総合相談、ケアマネジメントを担える専門的力量の向上をはかる。地域包
括ケアの中心となる機関として、地域ケア会議の開催、運営ができる力を身につけていく。また、
地域の介護支援専門員などの保健・医療・福祉分野の専門職と連携を図り、地域福祉実践をすす
めていくことができるようにする。
【計画】
事業名

実施時期

地域包括支援センター総合研修会

２月（予定、半日

参加者・対象者

備 考

会員、非会員合わせて30名
地域包括支援センター職員、
担当行政職員、居宅介護支援
３月（予定、一日 事業所職員
会員、非会員合わせて30名
）
）

地域包括支援センター事例検討会
（地域ケア会議）

３） 介護支援専門員養成支援委員会
【目的】職能団体の責務として、本会会員であるか否かを問わず、社会福祉士及び関連する資格（介護支
援専門員）取得者、社会福祉領域で相談援助に携わる者全体の専門的力量の向上をはかることを
目的とする。社会福祉士会方式のアセスメント手法を広め、質の高い介護支援専門員を養成する。
【計画】
事業名
介護支援専門員質の向上のための

実施時期

参加者・対象者

２月（予定）

介護支援専門員実務従事者

日本社会福祉士会方式アセスメン

１月（予定、5会場

介護支援専門員実務研修受講者

ト手法研修

）

介護支援専門員実務能力強化研修

６月・３月（予定

備 考

研修会

介護支援専門員実務研修受講者

、年2回）

４） 後継者育成研修委員会
【目的】社会福祉の職場での実習生受け入れをすすめるため、職能団体として社会福祉士実習指導者を養
成する。また、現に相談援助実習に携わっている実習指導者のより一層のスキルアップと情報交
換を目的としてフォローアップ研修を開催する。
【計画】
事業名
実習指導者講習会
相談援助実習指導者
フォローアップ研修会

実施時期

参加者・対象者

備 考

11月（予定）

社会福祉士

定員 80 名

11月（予定）

実習指導者講習会修了者

定員 10 名

５） スクールソーシャルワーク委員会
【目的】 社会福祉士の活躍の場としてのスクールソーシャルワーカーの普及啓発を更に推進し、愛知県内
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での恒常的な配置拡大を目指す。
また、現任スクールソーシャルワーカー並びに、配置準備中のスクールソーシャルワーカーのブ
ラッシュアップを図る。
【計画】
事業名

スクールソーシャルワーカー養 6～10月
成研修講座
スクールソーシャルワーカー

参加者・対象者

実施時期

年3回

社会福祉士・精神保健福祉士・
教育関係者

備 考

社会福祉士認証研修を含む

現任スクールソーシャルワーカー

スタンダード研修

（配置準備中を含む）

スクールソーシャルワーカーの 随時

県・市町村の担当者

広報ＤＶＤ・チラシの活用

普及啓発

６）スーパービジョン委員会
【目的】認定社会福祉士を目指す社会福祉士のためのスーパービジョン体制の構築。
【計画】①年 2 回（９月・1 月）スーパーバイザー会議（仮称）を開催。
②スーパービジョン実施体制に向けての要項の整備。

３ 愛知ぱあとなあセンター
【目的】社会福祉士の援助を必要とする人々の生活と権利を擁護するため、権利擁護に関する事業を実
施すること
１） 成年後見研修委員会・成年後見活動委員会
【目的】成年後見人候補者の養成を行う。
成年後見人として活動する、もしくは活動しようとする会員の質の向上を図る。
家庭裁判所等からの成年後見人候補者推薦依頼に対し、適切なぱあとなあ登録会員を推薦するこ
とにより、成年後見人受任を円滑に行う。
【計画】
事業名
成年後見受任者活動報告チェ

実施時期
4月

ック会議
受任・調整会議

成年後見人等受任報告書提出
者
あ登録者

年2回（名古屋・尾張、 成年後見人等受任者、ぱあとな
三河）

ぱあとなあ会議

備 考

毎月1回（名古屋・尾張 成年後見人等受任者、ぱあとな
、三河）

事例検討会

参加者・対象者

あ登録者

年3回（名古屋・尾張、 成年後見人等受任者、ぱあとな
三河）

あ登録者

成年後見研修委員会

5月、10月、3月

成年後見研修委員

成年後見活動委員会

5月、8月、10月

成年後見活動委員

成年後見活用講座

7月23日

会員・福祉関係者

市町村、福祉関係者のための成 10月12日

市町村、地域包括支援センター 愛知県弁護士会と共催

年後見講座パート13

、障害者相談支援機関職員など
9月17日・10月22日・

成年後見人養成研修

11月12日・12月3日・

社会福祉士認証研修
会員 約30名

2017年1月14日
成年後見人実務基礎研修

3月

成年後見人養成研修修了者

成年後見受任者継続研修会

2月

ぱあとなあ登録者・会員

成年後見人受任者推薦

随時

ぱあとなあ登録者

家庭裁判所等からの依頼によ
る（2015年度約50事案）
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ぱあとなあ登録者名簿を家庭

6月

ぱあとなあ登録者

随時

成年後見委員会委員など

裁判所へ提出
都道府県ぱあとなあ担当者会

2～3名

議への参加
名古屋家庭裁判所協議会への

随時

成年後見委員会委員2～3名

家庭裁判所依頼による

成年後見制度相談会への参加

随時

成年後見活動委員会等各2名

自治体などの依頼による

愛知県弁護士会アイズとの定

年8回程度

会員、弁護士

愛知県弁護士会と協働

参加

例会
高齢者問題専門職ネットワ

3か月に1回

ーク勉強会
高齢者問題専門職ネットワー

3か月に1回

ク幹事会
業務監査委員会

年１回

愛知県弁護士会を中心とした

愛知県弁護士会を中心とし

関係団体会員

た関係団体と合同で実施

愛知県弁護士会を中心とした

愛知県弁護士会を中心とし

関係団体役員

た関係団体と合同で実施

業務監査委員

２） リーガルソーシャルワーク委員会
【目的】罪を犯した人たちのなかには、福祉的支援を必要としている高齢者や障害者等が存在し、これら
の人たちへの社会復帰に向けた支援が重要である。罪を犯した人たちが再び地域の一員として生活
を再構築していくため刑事司法分野の支援者と共通認識を持ち協力して支援を行う。そして福祉職
の役割と支援の実際、関係者との連携のあり方等を学ぶ。
【計画】
事業名

実施時期

参加者・対象者

備

考

会員・福祉関係者・司法

リーガルソーシャルワーク研修会

8月～9月

更生保護関係機関見学

2月

会員限定

司法関係機関協議会等への出席

随時

当会役員等

司法関係機関からの依頼による

名古屋保護観察所特別調整対象者選定

随時

当会役員等

名古屋保護観察所からの依頼による

随時

当会役員等

愛知県警からの依頼による

関係者

会議への出席
犯罪被害者連絡協議会

３） 高齢者・障害者虐待対応委員会
【目的】行政や地域包括支援センター等を対象として高齢者虐待対応に関する研修会を実施し、高齢者虐
待対応の理解を深め実践力を高めるとともに、愛知県弁護士会と協働して高齢者虐待対応専門職
チームを結成し、市町村に派遣することにより、地域での高齢者虐待対応の力量の向上を目的と
する。
施設内虐待及び障害者虐待にも対応できるよう体制整備を図る。
【計画】
事業名
高齢者虐待対応現任者標準研修

実施時期
２月（予定、3
日間）

参加者・対象者

11月（予定、1 高齢者虐待対応に関わっている市町

研修

日）

村職員、直営包括等

虐待対応専門職チーム派遣事業

随時

県内市町村

愛知県弁護士会アイズとの定例会

３月（予定、半
日）
年8回程度

考

高齢者虐待対応に関わっている者

養介護施設従事者等による虐待対応

障害者虐待対応研修会

備

愛知県弁護士会と協働

障害者虐待対応に関心のある者
会員、弁護士

- 6 -

成年後見委員会と合同

４ 生活支援相談ほっとセンター
1) 生活支援相談
【目的】社会福祉士の本旨である「福祉に関する相談援助」活動を職能団体の公益活動として位置付け、
これを推進し、相談や援助を必要とする県民の課題解決の支援を行う。
【計画】
事業名
生活支援相談

実施時期
通年

参加者・対象者
県民・生活困窮者等

備

考

当会事務所内に生活支援相談コー
ナーを設置
生活困窮者自立支援事業の実施へ
の協力等

進学相談、資格相談会への参加

随時

福祉系大学・専門学校への進 資格等相談コーナーへの参加協力
学希望者及び保護者、福祉分
野に就職を希望する学生、一

福祉の相談Ｑ＆Ａの掲載

般県民
一般県民

ホームページの内容更新

12月（予定） 県民、福祉関係者、会員

愛知県との共催（予定）

随時

（本会ホームページにて実施）
愛知県ホームレス問題講演会＆愛知
県社会福祉士会権利擁護セミナー

２）自殺ハイリスク者対策事業
【目的】様々な生活上の困難を抱え、自殺のリスクが高い状態にある方々への支援について、支援担当者
が知識と技術を獲得することを目的とした研修の実施によって、実効性のある支援の実現に貢献す
る。
【計画】
事業名
自殺ハイリスク者対策事業

実施時期
10月（予定）

参加者・対象者

備

考

支援担当者および関心のある

自殺リスクの高い方に対する支援

者

に関する研修を実施する。

５ 福祉・介護サービス情報調査センター
１） 福祉サービス第三者評価事業
【目的】福祉サービス等利用者の権利擁護を推進するため、社会福祉法人の提供する福祉サービスの質を
公正・中立かつ客観的な立場から評価を行うことのできる専門職団体として愛知県福祉サービス
第三者評価推進センターによる認証を受け事業を実施する。
【計画】年間２件程度の評価を実施
全国社会福祉協議会の社会的養護施設の評価調査者養成研修の受講推進。
高齢、障害、保育各分野の業務経歴者の、愛知県社会福祉協議会の評価調査者養成研修への受講
勧奨（調査者確保）

６ 支部活動
【目的】支部選出理事や支部長を中心に、支部会員の拠り所となる活動を行う。
【計画】① 日常的諸活動を実施する。
② 県内の三河、尾張、名古屋・知多を巡回する意見交換会時に同時開催される実践報告会を、そ
れぞれの地域の支部が担当する。

７ 会員拡大
【目的】社会福祉士資格取得者の入会を促進することにより、会の組織基盤の強化と社会福祉士の社会的
認知を高めることを目的とする。
【計画】社会福祉士養成校へ入会案内チラシ配布を依頼する。
各種研修等の機会に入会案内のチラシを配布する。
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