【２０１７年度総括】
２０１７年度事業報告の全体総括を申し上げます。愛知県内で想定される大規模災害被災者支援、生活困窮者
等支援、成年後見、高齢者福祉、障害者福祉、児童福祉、司法福祉、地域福祉を初めとする社会福祉の諸課題に
現われる社会情勢の中で、職能団体として本会に寄せられた社会的信頼とソーシャルワークの意義に応え、会員
一人ひとりの皆様の拠り所となれるように、１年間の活動を行ってまいりました。
６月には定時社員総会を開催し、役員改選をご承認いただきました。７月のソーシャルワーカーデーは愛知県
内の社会福祉専門職能３団体や社会福祉専門職養成団体等と共催して開催し、学生や市民、ソーシャルワーカー
の参加者を得ました。３月には名古屋支部の協力を得て名古屋市内で意見交換会・実践報告会を開催しました。
東海四県社会福祉士会連絡会も継続して開催し、連携を深めることができました。
日本社会福祉士会へは多くの委員を派遣し、各都道府県社会福祉士会と連携して日本社会福祉士会の一員とし
ての活動を行いました。
対外的な活動として、行政機関や社会福祉協議会の要請により各種会議への参加や委員等の推薦等を継続的に
行ってまいりました。
２０１７年度は、新たに２つの事業を県から委託を受けて実施しました。事業としては以下の活動を行いまし
た。総務部では、法人の安定した運営を目指し日々の業務を行い、広報活動の推進、災害対策の検討を行いまし
た。生涯研修センターでは、会員の資質向上を目的とした各種研修事業や、福祉事業従事者等を対象とした各種
研修事業を行いました。愛知ぱあとなあセンターでは、自身の権利を行使することが困難になった方への成年後
見に取り組み、新たに県からの委託を受け、高齢者虐待防止対応人材養成研修を開催しました。生活支援相談ほ
っとセンターでは、生活全般に関わる相談支援事業や、県委託事業として自殺予防対策研修事業を行い、２０１
７年度から県の委託で、生活困窮者自立支援制度の従事者養成研修を開催しました。福祉・介護サービス情報調
査センターでは、保育所と障害者支援施設の第三者評価調査を行いました。
会計では、支出削減に努め黒字決算とすることができました。新しい収入の方法を探り、さらに支出削減に努
めてまいります。
一般社団法人となり、周辺諸規程の整備に努めて参りましたが、今後とも順次整備して参りますので、ご理解
くださいますようお願い申し上げます。
１，３００人を超える大きな会となりましたが、まだまだ足腰の弱い会であります。運営基盤の強化を目指し、
一人ひとりの会員の拠り所となれるように、そして職能団体としての社会的信頼に応えられるような本会の活動
をしてまいります。
会員の皆様のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。以上を全体総括とさせていただきます。

中長期目標（５か年目標２０１５－２０１９）

短期目標（２０１７年度目標）

組織強化と運営基盤の安定

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 綱紀委員会の発足
⑥ 新入会員の拡大と後継者育成

会員の拠り所となる

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

ソーシャルワークの意義と社会的信頼に応える

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

２０１７年度各事業部別重点目標

総務部

① 理事・事務局体制の強化
② 財政基盤の安定
③ ホームページのリニューアル

生涯研修センター

① 生涯研修制度に沿った研修体制の構築
② 各種研修事業の充実

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
③ 「権利擁護」に関する研究活動の準備

生活支援相談ほっとセンター

① 人材の育成
② 他機関・他団体からの支援要請に応えられる体制
の強化

福祉・介護サービス情報調査センター

① 公正・中立な立場での評価の徹底
② 評価調査員の養成と資質の向上

事業
１． 総務部
（１） 本会の運営に関わる会議等
１） 総会・理事会等
小括：定時社員総会、三役会議、事業部長会、理事会とも予定通り開催し、会の事業運営について審議すること
ができた。一般社団法人移行に伴う諸規程の整備を進めた。
事業名
２０１７年度定時社員総会

実施日
6/18

参加者・対象者

備 考

愛知県社会福祉士会会員

於：日本福祉大学名古屋

講演会

（正会員1,368名）

キャンパス

講師：下山久之氏

出席者692名（出席者51名、

一般社団法人愛知県介護福祉士会会長、

書面表決提出出席者221名、

同朋大学教授

委任状提出出席者420名）
5/26 7/18 9/29

三役会議

会長・副会長・事務局長

於：愛知県社会福祉士会事務局

8/5 10/14 12/17

会長・副会長・事務局長

於：愛知県社会福祉士会事務局

2018/3/24

事業部長

4/22 6/24 8/5

顧問・監事・理事

於：愛知県社会福祉士会事務局

11/5 11/11 11/12

会長・副会長・事務局長・

於：愛知県社会福祉士会事務局

11/19 11/26

事業担当理事・委員長

事務局会議

11/17 2018/2/9

事務局長・副会長・事務局職員 於：愛知県社会福祉士会事務局

東海四県社会福祉士会

7/29

会長・副会長

於：静岡県社会福祉士会事務局

会長・災害対策担当者連絡会

12/10

会長・副会長・事務局長

於：愛知県社会福祉士会事務局

綱紀委員会委員選考委員会

12/3

綱紀委員会委員選考委員

於：愛知県社会福祉士会事務局

11/24 2018/1/26
3/11
事業部長会
理事会

10/14 12/17
2018/2/3 3/24
２０１８年度予算ヒアリング

２）日本社会福祉士会の会議
事業名
２０１７年度都道府県社会福祉士会

実施日
9/2・3

参加者・対象者
会長

備 考
於：アットビジネスセンター

会長会議

東京八重洲通り

公益社団法人日本社会福祉士会

6/17

会長

於：鉄鋼会館

通常総会
公益社団法人日本社会福祉士会
臨時総会
事務局職員情報交流連絡会

2018/3/17

会長

於：鉄鋼会館

2018/2/24

天野幸恵

於：新宿区立新宿歴史博物館

（２） 支部支援事業
小括：支部役員会・総会等に会長が出席し、意見交換を行った。
事業名

実施日
2018/3/3

名古屋支部

参加者・対象者
会長・参加者31名

備 考
於：日本福祉大学中央福祉
専門学校

2018/3/25

尾張支部

会長・参加者31名

於：ウィルあいち

（３） 関係機関への協力
小括：関係機関からの要請に応じて、講師等の派遣を行い、協力関係の推進に努めた。
事業名
地域包括ケア相談体制整備事業

実施日

参加者・対象者

備 考

7/25

平澤恵美

於：名古屋市医師会館

11/18

近藤芳江

於：愛知県司法書士会館

12/12

纐纈光幸

於：春日井市総合福祉センター

第１回情報収集型研修会講師
成年後見センター・リーガルサポート
支部研修講師
春日井市社会福祉協議会
権利擁護サポーター養成講座講師

春日井市社会福祉協議会

12/19

工藤明人・近藤芳江

於：春日井市総合福祉センター

11/18 11/25 12/19

宮崎靖・近藤芳江

於：名古屋市総合社会福祉会館

2018/1/12

近藤芳江

於：中川区休日急病診療所

2018/1/20

宮崎靖

於：愛知県社会保険労務士会館

2018/1/25

葛間雅由

於：愛西市役所

2018/1/28

纐纈光幸・近藤芳江

於：豊川市勤労福祉会館

2018/2/9

葛間雅由・伊里みゆき・

於：愛知県司法書士会館

市民後見人フォローアップ研修講師
名古屋市社会福祉協議会
第６期「市民後見人候補者養成研修」講師
中川区介護保険関連事業者連絡会
研修会講師
社労士成年後見センター愛知
成年後見人養成研修講師
愛西市役所
障害者総合支援法における地域生活
支援事業講演会講師
認定ＮＰＯ法人東三河後見センター
第３回市民後見人フォローアップ講座
愛知県司法書士会
自殺対策研修アドバイザー
尾張東部成年後見センター

中村教子
2018/2/21 3/3

近藤芳江・工藤明人

於：尾張旭市中央公民館等

第２期市民後見人養成研修
（基礎講習）の講師

（４） 広報委員会
小括：年 6 回（隔月）の会報発行により、会員や福祉関係者等への情報提供を行った。今年度の課題であったホ
ームページのリニューアルは、委員の不足等により実施できていない。
事業名

実施日

参加者・対象者

備 考

広報委員会

8/10 10/6

広報委員・協力者

会報「社会福祉士会ニュース」の発行

隔月

会員及び社会福祉関係機関・

4-5月号、6-7月号、8-9月号、

大学・専門学校等への配布

10-11月号、12-1月号、2-3月号
掲載記事の確認

ホームページ運営管理

随時更新

ホームページ閲覧者

メールマガジンの配信

随時更新

メールマガジン配信希望会員

（５） ソーシャルワーカーデー企画実行委員会
小括：愛知県内の社会福祉専門職能３団体や社会福祉専門職養成団体等が参加するソーシャルワーカーデーｉｎ
あいち実行委員会に２名の会員を派遣して、実行委員会の事務局機能を務めて企画・運営に携わり、以下の事業
を行った。
事業名
ソーシャルワーカーデー実行委員会

実施日

参加者・対象者

備 考

4/21 9/29 11/21

對馬幸司 ・火口弥生・

於：日本福祉大学名古屋

2018/1/15 3/2

葛間雅由

キャンパス等

学生・一般県民

於：同朋大学

ソーシャルワーカーデー２０１７inあいち 7/2

（６） 災害支援対策委員会
小括：昨年度に作成した愛知県社会福祉士会版のガイドライン・マニュアルの活用について検討を行った。
事業名
災害支援対策委員会

実施日
11/24

参加者・対象者
災害支援対策委員

備 考
於：愛知県社会福祉士会事務局

（７） 特命事業
１）多文化ソーシャルワークチーム
小括：多文化ソーシャルワークチームの初年度の取り組みとして、公益財団法人愛知県国際交流協会と共催して
外国人支援についての研修会を開催した。
事業名
多文化ソーシャルワークチーム会議
多文化ソーシャルワーク研修会

実施日

参加者・対象者

5/19 6/8 7/10 9/22 多文化ソーシャルワーク

備 考
於:あいち国際プラザ

11/24 2018/2/2

チーム員

8/19

社会福祉士・福祉関係者・

共催：愛知県国際交流協会

外国人相談担当者

於：愛知県国際交流協会

参加者36名

２）障がい者生活支援チーム
小括：障がい者生活支援チームの立ち上げの年であり、丁寧な会議を重ねながら目標とした初めての研修会を厚
労省の相談支援専門官を招いて開催した。
事業名
障がい者生活支援チーム会議

実施日
8/9 9/9 10/27

参加者・対象者
障がい者生活支援チーム員

11/27 2018/2/7

備 考
於：愛知県社会福祉士会
事務局等

2/19
障がい者生活支援チーム研修会

2018/2/24

・改正障害者総合支援法と社会福祉士

社会福祉士・福祉関係者・

於：日本福祉大学中央福祉

その他興味がある方

専門学校

参加者36名

（８） 会員数
２０１７年３月末会員数 １，３６８名
２０１８年３月末会員数 １，３７７名
２０１７年度の入会者数
９７名
退会者数
８３名
転入者数
8名
転出者数
13 名

２． 生涯研修センター
（１） 会員支援事業
１） 生涯研修委員会
小括：生涯研修ならびに認定社会福祉士の申請のための研修として以下の研修事業を実施した。
また、認定社会福祉士取得を目指す支援内容について検討することができた。
事業名
基礎研修Ⅰ（集合研修1）
（集合研修2）
基礎研修Ⅱ（集合研修）

実施日

参加者・対象者

10/8

社会福祉士（新入会員向け）

於：同朋大学

2018/2/11

修了者41名

於：ウイルあいち

5/14 6/11 7/9 8/6

社会福祉士

於：日本福祉大学名古屋

9/10 10/8 11/12

（基礎研修Ⅰ修了者対象）

キャンパス

12/10 2018/1/14

修了者31名

日本福祉大学中央福祉

2/11（計10日間）
基礎研修Ⅲ（集合研修）

備 考

専門学校等

5/14 6/11 7/9 8/6

社会福祉士

於：日本福祉大学名古屋

9/10 10/8 11/12

（基礎研修Ⅱ修了者対象）

キャンパス

12/10 2018/1/14

修了者28名

日本福祉大学中央福祉

2/11（計10日間）
ピアスーパービジョンによる事例検討会

7/16 11/19

研修委員会

10/1 2018/1/21

２０１７年度基礎研修講師養成研修

11/23
12/2

東海四県生涯研修担当者会議

7/17 12/23

全国生涯研修委員会

9/23・24

認定社会福祉士

5/30 9/21 10/11

医療分野研修企画プロジェクトチーム

12/21

専門学校等
社会福祉士

於：日本福祉大学名古屋

参加者合計19名

キャンパス等

生涯研修委員

於：愛知県社会福祉士会

生涯研修担当理事

事務局等

石井友子
於：大妻女子大学
安藤一成・西口伸樹・山内良美 於：京都光華女子大学
生涯研修担当理事・静岡県、
三重県、岐阜県各担当者
野田智子
對馬幸司・野田智子・小堤歩
・ＭＳＷ協会

於：愛知県社会福祉士会
事務局
於：全理連ビル
於：ＭＳＷ協会金山事務所

２）スーパービジョン委員会
小括：認定社会福祉士制度では必須となるスーパービジョンの実施体制を整備し 2 年目となる。基礎研修修了者
を中心に、希望者とバイザーとのマッチング支援ならびに、実施支援を行うことができた。

事業名

実施日

スーパービジョン実施

7月～2018/5

参加者・対象者
基礎研修Ⅲ修了者 14 名

備 考

スーパービジョン委員会

8/10

スーパービジョン委員

於：日本福祉大学中央福祉

スーパーバイザー会議

2018/3/14

スーパーバイザー6 名

専門学校
於：日本福祉大学名古屋
キャンパス等

（２） 人材育成事業
１） 地域包括支援センター研修委員会
小括：地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域課題の抽出の必要性と事例検討のファシリテートが社会福祉
士及び専門職に求められる中、地域包括支援センター職員だけでなく、ケアマネジャーや関連職種の方々の参加
も得て、事例を通して活発な討議をしながら、多職種連携及び地域ケア会議の運営の仕方を学ぶことができた。
事業名
地域包括支援センター研修会
・事例から紐解く、地域課題
・障害領域との実践的な連携
地域包括支援センター研修委員会

実施日

参加者・対象者
地域包括支援センター職員等
参加者24名
2018/1/27
地域包括支援センター職員等
3/3
参加者21名
地域包括支援センター研修
8/1 9/7 10/10
11/1 12/5 2018/1/11 委員

備 考
於：愛知県青年会館
於：日本特殊陶業市民会館
於：金山イオンカフェドクリエ

２） 介護支援専門員委員会
小括：質の向上研修は学識経験者を講師に招き、介護支援専門員にとって関心の高いテーマを講義内容としている。
参加者からは高評価を得ている。アセスメント研修は介護支援専門員実務研修受講試験合格者対象の実務研修の前
に行う研修である。毎年多くの受講申し込みがありその役割は大きい。
事業名

実施日
10/22

質の向上研修

社会福祉士会方式によるアセスメント手法 AB日程 2018/2/17
とサービス計画作成研修

CD日程 2/18

参加者・対象者
参加者31名

於：名古屋市総合社会福祉会館

介護支援専門員実務研修

於：名古屋市総合社会福祉会館

受講者 参加者合計267名

E日程 2/17
介護支援専門員実務能力強化研修

9/16 2018/3/4

備 考

於：蒲郡市民会館
介護支援専門員実務研修

於：名古屋市総合社会福祉会館

受講者 参加者合計32名
介護支援専門員委員会

6/18 10/22

介護支援専門員委員

於：名古屋市総合社会福祉会館

2018/1/20

３） 後継者育成研修委員会
小括：社会福祉士が所属する各領域の後継者を育成する人材である実習指導者の養成を行った。また、講習会修了
者向けのフォローアップ研修を実施し、実習プログラム作成や実習教育の動向について学べる環境を整備した。
事業名

実施日

２０１７年度社会福祉士実習指導者講習会 11/25・26

参加者・対象者
社会福祉士

備 考
於：東別院会館・同朋大学

修了者51名
社会福祉士実習指導者養成研修

11/26

実習指導者養成研修修了者

フォローアップ研修会

参加者3名
4/9 8/25 11/6

後継者育成委員会

於：同朋大学

後継者育成委員

於：愛知教育大学等

４） スクールソーシャルワーク委員会
小括：認定社会福祉士制度の分野専門の研修として認証されたスクールソーシャルワーカー養成研修講座（研修
認証番号：20130031）を開催した。スクールソーシャルワーカーの採用ニーズの高まりもさらに増す中、ス
クールソーシャルワーカーとして活躍中の方の再履修もあり、参加者の意欲の高さが目立った。
事業名

実施日

２０１７年度スクールソーシャルワーカー 6/10 7/8 8/5 9/9
養成研修

10/7

スクールソーシャルワーク委員会

8/3

参加者・対象者
修了者24名

備 考
於：日本福祉大学名古屋
キャンパス

スクールソーシャルワーク
委員

於：ガスト鶴舞店

３．愛知ぱあとなあセンター
（１） 成年後見研修委員会・成年後見活動委員会
小括：成年後見制度の利用の促進に関する法律の施行後、２０１７年度は専門職団体として弁護士会、司法書士
会との連携にとどまらず、家庭裁判所や県、市町村、各地域の成年後見センター等と連携を図り、今後の成年後
見制度や権利擁護に関してどうあるべきかについての検討をおこなってきた。このような状況の中、愛知ぱあと
なあセンターでは年間９４事案に対して随時後見人等の候補者を推薦した。成年後見人材育成研修は今年度から
受講要件が変更されたこともあり８名の修了と昨年度の７５名に比べ減っているが、東海４県の受講者の受け入
れに対応し、三重県と岐阜県からの受講者を受け入れた。また、社会福祉士の行う専門職後見人として、権利擁
護の視点で活動を行っている。名古屋・尾張と三河地域では、毎月受任調整・サポート会議を開催するとともに、
ぱあとなあ会議では成年後見制度利用促進に関する最新の動向の共有を行い、意思決定支援ツール活用研修や弁
護士会との合同勉強会などの研修を実施した。また、名簿登録者の資質向上と専門職団体との連携を図り、受任
件数や名簿登録者の増加に対し、社会福祉士後見人として適切に活動できるように研修や「しおり」の作成など
に取り組んだ。名簿登録の更新要件により、研修の参加率も上がり、資質向上ならびに顔の見える関係づくりに
つながっていくものと考える。
事業名
成年後見活動委員会

実施日
7/22 11/24

参加者・対象者

備 考

成年後見活動委員

於：鯱城ホール等

2018/1/29
成年後見活動報告会（活動報告書チェック） 2018/3/28

成年後見活動委員

於：愛知県社会福祉士会事務局

受任調整・サポート会議

4/20 5/17 6/21

成年後見等受任者

於：名古屋市総合社会福祉会館

尾張・名古屋・知多

7/12 8/23 9/13

ぱあとなあ登録者

10/18 11/15 12/20
2018/1/17 2/21 3/14
（計12回）
受任調整・サポート会議

4/12 5/14 6/11 7/8

成年後見等受任者

三河

8/6 9/2 10/1 11/11

ぱあとなあ登録者

於：岡崎東部地域交流センター
むらさきかん

12/3 2018/1/6
2/4 3/3 （計12回）
ぱあとなあ会議

6/24 12/9

成年後見等受任者

於：北区生涯学習センター 等

ぱあとなあ登録者
成年後見事例検討会

4/15 12/9

成年後見等受任者

於：名古屋市総合社会福祉会館

成年後見利用促進に関する三士会打合せ

7/7 8/2 8/21 8/31

成年後見委員、

於：愛知県弁護士会館

9/21 10/24 11/27

愛知県弁護士会、

2018/1/22 2/22

愛知県司法書士会

（計9回）
成年後見制度利用促進に向けた説明会

9/7

市町村職員、福祉関係者

共催：愛知県弁護士会、
愛知県司法書士会
於：愛知県弁護士会館

成年後見人等受任件数

94件

ぱあとなあ登録者

94件内訳
（名古屋家庭裁判所53件 一
宮支部6件 豊橋支部3件 半
田支部1件 岡崎支部25件 尾
張東部成年後見センター3件
春日井市社会福祉協議会2件
新城市社会福祉協議会1件）

成年後見研修委員会

7/22 11/24 2018/3/24 成年後見研修委員

於：鯱城ホール 等

成年後見活用講座

7/22

会員・福祉関係者

共催：名古屋市成年後見

参加者277名

あんしんセンター
於：鯱城ホール

市町村、福祉関係者のための成年後見講座
パート１４

10/11

市町村職員・

共催：愛知県弁護士会

地域包括支援センター職員・

於：ウィルあいち

弁護士等
参加者138名
成年後見人材育成研修

9/9 10/7 11/4 12/2 社会福祉士会会員
修了者8名

於：名古屋市総合社会福祉会館

都道府県ぱあとなあ連絡協議会

5/13・14

成年後見継続研修会

2018/2/3

愛知県弁護士会アイズとの定例会

6/26 7/27 8/24

近藤芳江・纐纈光幸・

於：全理連ビル

今澤和代
成年後見人養成研修修了者

於：名古屋市総合社会福祉会館

参加者89名
9/19 2018/3/5
事例を通して虐待対応と権利擁護・意思決 5/23
定支援を考える研修会

会員(成年後見・高齢者虐待担 於：SOHOプラザ丸の内
当委員、理事)、弁護士
福祉関係者
参加者 22 名

於：名古屋市総合社会福祉会館
於：愛知県司法書士会館等

高齢者問題専門職ネットワーク勉強会・

7/15 10/28

愛知県弁護士会を中心とした

幹事会

2018/1/27

関係団体会員

弁護士会・社会福祉士会合同勉強会

6/9 11/17

ぱあとなあ登録者・弁護士

意思決定支援ツール活用研修

11/5

於：オフィスワーク丸の内

参加者合計76名
ぱあとなあ登録者・

於：イーブルなごや

成年後見制度に関わる専門職
参加者20名
8/4・5

田中真琴・近藤芳江

於：タイム24ビル

なごや在宅医療・介護連携フェスタ

2018/3/10

一般市民2,357名

於：オアシス21

ぱあとなあ名簿登録研修

2018/1/13

成年後見人材育成研修修了者

於：名古屋市総合社会福祉会館

ぱあとなあセンター業務監査

2018/2/17

業務監査委員・

於：愛知県社会福祉士会事務局

意思決定支援に配慮した成年後見活動の
ためのツール伝達研修

ぱあとなあセンター理事

（２） リーガルソーシャルワーク委員会
小括：罪を犯した人には、高齢者、障害者、生活困窮者等福祉的な支援を必要とするものが含まれ、社会復帰
に向けた取り組みが求められている。再犯の防止の推進に関する法律に基づく、地方公共団体等が行う再犯防
止事業等について検討を行った。各種研修、勉強会等に参加し、研鑽に努めた。
事業名

実施日

参加者・対象者

備 考

リーガルソーシャルワーク委員会

2018/2/25 3/4 3/25

リーガルソーシャルワーク

於：愛知県社会福祉士会事務

名古屋保護観察所特別調整対象者
選定会議

8/25 10/30

12/22

2018/2/26

委員
リーガルソーシャルワーク
委員

局

6/30

司法福祉全国研究集会、
司法福祉担当者 研修・交流会

9/30

リーガルソーシャルワーク
委員

於：上智大学 他

10/1

於：名古屋保護観察所

（３） 高齢者・障害者虐待対応委員会
小括：愛知県がプロポーザルにより初めて実施する「高齢者虐待防止・対応に向けた人材養成研修」を受託し、
委員会委員や関連する会員の協力を得て、演習等を通した養護者向け高齢者虐待対応研修を２会場で実施するこ
とができ、虐待対応における本会の専門性を関係機関や地域包括支援センター等に周知する機会にもなった。
あわせて、障害者虐待対応研修や養介護施設従事者等への虐待対応研修の継続開催、弁護士会との専門職チ
ームによる市町村支援等を通し、虐待対応を実施する行政機関側に目を向けた、虐待対応への支援を積極的に
推進してきた。
事業名
障害者虐待事例検討会パート２

実施日
9/18

参加者・対象者

備 考

障害者虐待に関わっている者 於：デイサービスセンター
参加者13名

あくあ

高齢者虐待防止・対応に向けた人材養成

12/12

市町村職員・

於：豊橋商工会議所

研修（県委託研修）

2018/1/16

地域包括支援センター職員

於：大府市役所

参加者合計218名
市町村職員向け、養介護施設従事者等に
よる虐待対応研修

2018/2/28

市町村職員・
直営地域包括支援センター・
障害者虐待防止センター等
受講者 8 名

於：名古屋市総合社会福祉会館

現場のための障害者虐待防止研修

2017/11/18・19

今澤和代

於：タイム24ビル

福祉関係者

於：名古屋市総合社会福祉会館

～施設従事者編～
事例を通して虐待対応と権利擁護・意思決 5/23
定支援を考える研修会

参加者22名

愛知県高齢者虐待対応専門職チームの
市町村への派遣
・養護者による虐待への助言
・施設従事者による虐待への助言
虐待対応専門職チーム経験交流会

6/6
2018/2/13
9/16

浪川昇三・近藤芳江

高齢者・障害者虐待対応委員会

4/2 5/7 6/25

高齢者・障害者虐待対応委員 於：愛知県社会福祉士会事務局

尾張地区

市町村

三河地区
於：東京都弁護士会館

４．生活支援相談ほっとセンター
（１）相談支援事業
小括：電話相談および来所相談を事務局内で週 1 日（毎週水曜日）実施した。外部機関からの依頼に基づいて進
学・就職フェア等における相談担当者を派遣した。
事業名
相談援助活動

実施日

参加者・対象者

備 考

通年

生活に困っているなど、相談支

（毎週水曜日）

援が必要な方

日本ドリコムセミナー２０１７
「医療・教育・福祉・健康系
オール学校ガイダンス」

4/22
5/2
5/30
6/8

２０１７年度愛知県
「福祉・介護の就職総合フェア」

6/4
6/25
12/16

福祉系大学、専門学校への進学 於：ウインクあいち
希望者および保護者
於：岡崎竜美丘会館
相談支援担当
於：豊田産業文化センター
於： とよはし芸術劇場
福祉・介護の仕事を希望する 於：豊橋ロジワールホテル
学生等
於：名古屋国際会議場
相談支援担当
於：名古屋国際会議場

相談支援担当者会議

11/23

相談支援担当

於：愛知県社会福祉士会事務局

権利擁護セミナー

12/9

県民・福祉関係者・会員

共催：愛知県

受講者43名

於：日本福祉大学中央福祉専門
学校

他の事業実施機関等との連携・協働

随時

他の実施機関・行政機関・
ホームレス等の支援団体等

（２）自殺対策支援チーム（県委託事業）
小括：生活困窮者等の支援に携わる方を対象とした研修を行った。２０１３年度に作成した「生活困窮者支援に
携わる方への自殺対策ハンドブック」を２０１５年度に改訂し、県が主催する福祉事務所職員（現業員および査
察指導員）研修で、改訂版を資料として活用した研修を実施するため、研修講師を派遣した。
事業名
２０１７年度生活困窮者等対策対応者

実施日
9/13

参加者・対象者
自治体や支援団体等の職員・

研修事業

医療機関職員・社会福祉士・

「生活困窮者等の支援担当者のための自殺

精神保健福祉士等福祉関係者

対策研修」

備 考
於：桜華会館

参加者46名

愛知県生活保護関係職員研修講師派遣

5/18

高橋知己

於：愛知県社会福祉会館

生活保護査察指導員研修講師派遣

7/24

高橋知己

於：愛知県社会福祉会館

生活困窮者自立支援制度従事者養成研修

10/5

高橋知己

於：桜華会館

講師派遣

（３） 生活困窮者自立支援制度従事者研修事業チーム（県委託事業）
小括：生活困窮者自立支援事業の従事者を対象として従事者に必要な、相談支援の知識と技術の維持・向上を目
的とした研修を実施した。
事業名
生活困窮者自立支援制度従事者養成研修
（基本実務研修）

実施日
6/22・23

参加者・対象者

備 考

県、市又は委託事業者の新任

於：日本福祉大学中央福祉

事業担当者等 参加者40名

専門学校

生活困窮者自立支援制度従事者養成研修

10/4・5

県、市又は委託事業者の生活

（スキルアップ研修）

於：桜華会館

困窮者自立支援制度従事者
参加者46名

生活困窮者自立支援制度従事者養成研修

2018/2/26

県、市又は委託事業者の生活困 於：桜華会館

（フォローアップ研修）

窮者自立支援制度従事者
参加者50名

５．福祉・介護サービス情報調査センター
福祉サービス第三者評価事業
小括：評価調査契約６件があった。昨年度まで受審施設のほとんどは保育事業所であったが、障害者施設の調査
も実施した。その他に契約に至らなかった問合せや見積り依頼も増えており、問い合わせから契約、調査に至る
事務の円滑化や調査者の確保が課題である。また、調査機関内研修では評価基準の改正点を周知し、調査員の質
の向上を図った。
事業名
実施日
対象等
備 考
２０１７年度愛知県福祉サービス

6/8

野方真理子・高橋知己

第三者評価機関連絡会議

2018/3/16

中村教子・内園洋子・山下美穂

愛知県福祉サービス第三者評価受審促進

4/20

高橋知己

於：愛知県社会福祉会館

愛知県福祉サービス第三者評

於：愛知県社会福祉士会事務局

於：愛知県社会福祉会館

セミナー
愛知県社会福祉士会福祉・介護サービス
情報調査センター第三者評価機関内研修

6/30

価調査者養成研修修了者13名

第三者評価の実施 契約６件
ニチイキッズ守山保育園

9/28

ニチイキッズ守山保育園

ニチイキッズ元鳴尾保育園

8/28

ニチイキッズ元鳴尾保育園

瀬戸市立こうはん保育園

9/11

瀬戸市立こうはん保育園

夢ハウスめどっこ保育園

9/27

夢ハウスめどっこ保育園

望が丘せせらぎ保育園

9/25

望が丘せせらぎ保育園

戸田川グリーンヴィレッジ

9/20

戸田川グリーンヴィレッジ

於：各保育事業所

於：障害者支援施設

６．支部活動
小括：支部の活動では、尾張・三河・名古屋で各研修会や懇親会が開催された。
事業名

実施日

参加者・対象者

備 考

尾張支部総会と交流会

2018/3/25

参加者31名

於：ウィルあいち

意見交換会・実践報告会２０１７

2018/3/3

参加者29名

於：日本福祉大学中央福祉

inＮＡＧＯＹＡ

専門学校

講師：田川佳代子氏（愛知県立大学教授）
名古屋支部支部会

2018/3/16

参加者20名

於：名古屋市総合社会福祉会館

三河支部懇親会

9/30

参加者13名

於：嘉文

7．関係機関への協力
（１） 公的機関等への推薦（新規・継続）
研修・委員会等名称

講師・委員等氏名

依頼者

愛知県認知症施策推進会議

塚本鋭裕・安田光良

愛知県健康福祉部

愛知県介護支援専門員支援会議委員

片山徹

愛知県健康福祉部

愛知県介護保険審査会委員

佐宗健二・野田智子・今枝敬典・

愛知県健康福祉部

渥美広之・中村教子・渡邉亮・
鵜芦由未子・鈴木あけみ・斉藤純子・
火口弥生・火口弘樹・山田規貴
愛知県いじめ問題対策委員会委員

神谷真人

愛知県教育委員会

スクールソーシャルワーカー

前泊さとみ・山口昭子・横田早苗江・

愛知県教育委員会

愛知県災害福祉広域支援推進協議会委員

太田恵美・川瀬友美
高橋知己

愛知県健康福祉部

名古屋市障害支援区分認定等審査会委員
名古屋市成年後見あんしんセンター
運営懇談会委員
名古屋市介護認定審査会委員

田中真琴・吉岡英雄
宮崎靖

名古屋市健康福祉局
名古屋市健康福祉局
名古屋市健康福祉局

名古屋市いじめ対策検討会議委員
名古屋市・在宅医療介護連携推進会議委員
第４次中期計画策定委員会委員

荒木篤・内園洋子・纐纈光幸
近藤孝・坂本由香利・伊達啓子
田中真琴・西村喜子・吉岡英雄
髙島徹
今枝敬典
對馬幸司

愛知県社会福祉協議会運営適正化委員会委員

中井景子

愛知県社会福祉協議会

日常生活自立支援事業契約締結審査会委員
愛知県福祉人材センター運営委員
福祉サービス苦情相談事業における
苦情調整委員

神谷真人・坂本由香利
前田修
奥田亜由子

愛知県社会福祉協議会
愛知県社会福祉協議会
名古屋市社会福祉協議会

事業運営委員会委員

纐纈光幸

名古屋市社会福祉協議会

春日井市いじめ問題対策委員会委員

吉田朋美

春日井市教育委員会

春日井市高齢者・障がい者権利擁護センター

羽飼憲次

春日井市健康福祉部

浪川昇三
纐纈光幸
田中秀治

春日井市健康福祉部
春日井市社会福祉協議会
小牧市健康福祉局

田中秀治
石黒稔・田中友久

小牧市健康福祉局
豊橋市福祉部

名古屋市教育委員会
名古屋市医師会
愛知県社会福祉協議会

専門委員会委員
春日井市高齢者・障がい者虐待防止連絡会議委員
春日井市市民後見人サポート委員会委員
小牧市介護保険地域密着型サービス
運営委員会委員
小牧市地域包括支援センター運営協議会委員
豊橋市介護給付費等支給審査会委員
東三河広域連合障害支援区分認定審査会委員

田中友久・石黒稔・木野田直泰・
鈴木百恵・長坂宏
刈谷市障害者自立支援協議会権利擁護部会委員 秋田誠二・前本好江

東三河広域協議会

岡崎市成年後見支援センター法人後見審査会

前田修

岡崎市社会福祉協議会

安城市成年後見支援事業運営委員

神谷真人

安城市社会福祉協議会

東海市障害者介護給付認定審査会委員

山崎等

東海市市民福祉部

常滑市空家等対策協議会委員

中井景子

常滑市都市計画課

常滑市いじめ問題専門委員会委員

部田かね代

常滑市教育委員会

碧南市成年後見支援センター運営委員
蒲郡市いじめ防止策推進法を踏まえた
組織等の設置に関する委員
豊川市いじめ防止対策推進法を踏まえた
組織等の設置に関する委員
豊川市成年後見支援センター運営委員会委員
東郷町いじめ防止対策推進法を踏まえた
組織等の設置に関する委員
特定非営利活動法人知多地域成年後見センター
運営適正化委員

石川智宏
髙島徹

碧南市社会福祉協議会
蒲郡市教育委員会

髙島徹

豊川市教育委員会

三浦博久
田中和彦

豊川市社会福祉協議会
東郷町教育委員会

渡久地千絵

特定非営利活動法人知多地域成年後見

特定非営利活動法人尾張東部成年後見センター 工藤明人・近藤芳江
適正運営委員会委員
名古屋家庭裁判所委員会委員
高橋知己
権利擁護センターぱあとなあ運営協議会
塚本鋭裕
高齢者施設虐待対応標準研修
プロジェクトチーム委員
生活困窮者支援委員会委員
塚本鋭裕

刈谷市健康福祉部

センター
特定非営利活動法人尾張東部成年後見
センター
名古屋家庭裁判所
公益社団法人日本社会福祉士会

公益社団法人日本社会福祉士会

地域包括ケア推進委員会（高齢者施設班）委員 見平隆

公益社団法人日本社会福祉士会

現場のための障害者虐待防止研修開発

鈴木康仁

公益社団法人日本社会福祉士会

塚本鋭裕

公益社団法人日本社会福祉士会

鈴木智敦

公益社団法人日本社会福祉士会

プロジェクト委員
権利擁護センターぱあとなあ運営協議会
虐待対応専門研修～アドバイザーコース～
プロジェクト委員
生涯研修センター企画・運営委員会「ICT を
活用した研修提供体制基盤構築及び試行事業
プロジェクト」

（２） 公的機関等の会議へ出席
研修・委員会等名称

実施日

出席者氏名

備 考

愛知県被害者支援連絡協議会定例総会

4/26

高橋知己

於：愛知県三の丸庁舎

愛知県被害者支援活動推進検討会

5/31 11/10

前田修・高橋知己

於：愛知県警察本部

高橋知己

於：名古屋法務合同庁舎

前田修

於：名古屋法務合同庁舎

2018/2/26
社会を明るくする運動愛知県推進委員会

5/23

刑事施設、少年院、更生保護施設及び保護観察所 7/4
と地方公共団体、公共の衛生福祉に関する機関等
との連絡協議会
愛知県災害福祉広域支援推進協議会

7/24

高橋知己

於：愛知県自治センター

愛知県認知症施策推進会議

10/24

安田光良

於：愛知県東大手庁舎

2018/3/6

塚本鋭裕

名古屋市在宅医療・介護連携推進会議

10/27

今枝敬典

於：名古屋市医師会館

家事関係機関と家庭裁判所との連絡協議会

10/4

纐纈光幸・近藤芳江

於：名古屋家庭裁判所

12/5

工藤明人・宮崎靖

2018/2/28

前田修・三浦博久・

名古屋家庭裁判所岡崎支部との懇談会

於：名古屋家庭裁判所岡崎支部

近藤孝・前本好江・
工藤明人

（３） 後援等
後援名義使用団体

実施日

研修等名称

備 考

愛知県作業療法士会

5/6

第26回愛知県作業療法学会

於：愛知県産業労働センター

豊田市社会福祉協議会

6/24

豊田市成年後見支援センター開設

於：豊田市福祉センター

記念講演
朝日高齢者福祉セミナー２０１７実行委員会

7/9

朝日高齢者福祉セミナー2017

於：朝日会館

尾張東部成年後見センター

9/24

愛知県市民後見推進事業

於：中区役所ホール

名古屋ダルク

9/23

やめられないをやめられるへ

於：ウィルあいち

愛知県知的障害者福祉協会事務局

9/27・28・ 第55回全国知的障害福祉関係者職員

於：名古屋国際会議場

29

研究大会愛知大会

愛知県防災局

10/24

地域防災力充実強化大会in愛知2017

脳外傷リハビリテーション講習会実行委員会

2018/1/20 脳外傷リハビリテーション講習会

於：今池ガスホール

愛知県精神保健福祉士協会

2018/1/21 あした天気にな～れ

於：名古屋国際会議場

愛知県医療ソーシャルワーカー協会

2018/2/10 第13回愛知県医療ソーシャルワーク

於：名古屋国際会議場

於：ウィルあいち

学会
ワンネスグループ

2018/2/23 依存症を知るセミナー

於：ウィルあいち

2018/3/23
名古屋市医師会

2018/3/10 名古屋在宅医療・介護連携フェスタ

福祉、介護、後見制度の相談
ブース 於：オアシス21

