平成 30 年度事業報告
【基本方針】
基本方針に基づき事業を実施し、概ね計画どおりに事業を進めることができた。
社会福祉専門職や福祉関係者の知識、技術の向上に寄与できるよう、各種研修会を開
催した。また、委託事業、補助事業も順調に実施し、広く県民の福祉の向上に寄与す
るという本会の目的を達成することができた。
また、社会福祉士の援助技術の向上を支援する機会として、基礎研修Ⅰ・Ⅱ・Ⅲを
実施し、他団体との連携についてはソーシャルワーカー４団体や各種団体等と連携し
ながら活動の充実を図った。
職能団体としては、本会及び会員一人ひとりの活動の充実を目指して、会員同士の
交流と地域での研修会等をとおしての活動の推進に取組むとともに、日本社会福祉士
会の活動状況などについても情報提供し、社会福祉についての国レベルでの政策や課
題の把握とそれに対する協力を行った。
【本年度の重点事項】
１ 専門性の向上
・基礎研修や社会福祉士初任者研修等の社会福祉士を対象とした研修を実施するとと
もに地区支部では、社会福祉士以外にも地域で活動する多職種との研修の機会として
の研修会を実施した。
２ 活動基盤の強化・拡大
・地区支部での研修や交流会などを通じて組織率の向上に努めた。
・平成 30 年度の新規入会者は 28 名で平成 31 年３月 31 日の正会員数は 709 名だった。
【事業実施内容】
Ⅰ 公益事業
１ 社会福祉の援助を必要とする県民の生活と権利擁護に関する相談・情報提供事業
（１）社会福祉に関する講演会、セミナー等の開催
① 社会福祉セミナー（年１回）
・本年度は開催しなかった。
② 社会福祉に関する講演会等
・福祉用具の日 2018/福祉機器展＆セミナーin かごしま講演会（10 月６日（土））
テーマ：高齢者の虐待と権利擁護を考える
講 師：西野浩朗会員
（２）県民の福祉に関する相談への対応
①各地域での相談会への参加、協力
・地区支部、県民福祉相談委員会が各地域で行われる相談会に積極的に参加した。
②電話等での相談への対応

・日常的な電話相談は事務局で対応した。成年後見に関わる相談が多かった。
③高齢者・障害者虐待対応専門職チームの活動（権利擁護委員会）
・前年度に引き続き、いちき串木野市と契約した。講演会に社会福祉士を派遣して
虐待への対応についての講演を１回実施した。
２ 県民の社会福祉に関する知識及び技術の普及・啓発に関する事業
（１）成年後見制度の普及・啓発に関する活動（ぱあとなあ鹿児島）
① 成年後見制度活用講座（年１回）（ぱあとなあ鹿児島）
・本年度は実施しなかった。
② 家庭裁判所への後見人等の推薦
・ぱあとなあ鹿児島の名簿登録者は 103 名であった。
・62 件の推薦依頼があり、全件について推薦した。
（２）権利擁護に関して弁護士会、司法書士会等他団体との連携による活動
① 司法書士会との合同相談会（年１回）（ぱあとなあ鹿児島）
・本年度は実施せず。
② 弁護士会との事例検討会（２カ月に１回）（ぱあとなあ鹿児島）
・ぱあとなあ鹿児島会員を中心に２カ月に１回の事例検討会を実施し、情報交換、
弁護士から事例に関して法律的な視点からのアドバイスを得て、後見活動に活か
すことができた。
３ 福祉サービスの質の向上及び評価等に関する事業
① 第三者評価の実施
・社会的養護関係施設１事業所の評価を実施した。
② 評価調査者研修
・県の継続研修に参加した。
４ 福祉専門職の養成及び技術の向上に関する事業
（１）基礎研修
① 基礎研修Ⅰ（研修委員会）
・修了者：25 名
集合研修：平成 30 年 10 月 26 日（土）、平成 31 年２月９日（土）
② 基礎研修Ⅱ（研修委員会）
・修了者：16 名
集合研修：平成 30 年５月 12 日（土）、６月 16 日（土）、７月 14 日（土）、
８月 18 日（土）、９月 15 日（土）、10 月 20 日（土）、11 月 17 日（土）
、
12 月 15 日（日）、平成 31 年１月 19 日（土）、２月 16 日（土）、
３月 10 日（日）

③ 基礎研修Ⅲ（研修委員会）
・修了者：20 名
集合研修：平成 30 年５月 12 日（土）、６月 16 日（土）、７月 14 日（土）、
８月 18 日（土）、９月 15 日（土）、10 月 20 日（土）、11 月 17 日（土）
、
12 月 16 日（日）、平成 31 年１月 19 日（土）、２月 16 日（土）、
３月 10 日（日）
・講師養成研修へ担当者を推薦した。
日 時：平成 30 年 11 月 11 日（日）
場 所：兵庫会場
推薦者：前山聡宏会員、西田一世会員、森園友美会員、根比崇行会員
（２）各種研修会の開催
① 地区支部での研修会（地区支部）
・各地区支部で研修会を開催した。
② 社会福祉士初任者研修
・社会福祉士初任者研修を実施し、奄美とはテレビ会議として実施した。
３日の予定だったが、天候の影響等で１日のみの実施となった。
③ 各種研修会の開催
・地区支部、委員会等で各種研修会を開催した。
④ ＩＣＴを活用した研修提供体制基盤構築への参加
・日本社会福祉士会の研修提供基盤構築に参加した。
（３）各種会議・研修への参加
① 日本社会福祉士会関連の各種会議、研修への参加
・研修名：スクールソーシャルワーク全国実践研究集会、担当者意見交換会（東京）
推薦者：米倉治美会員
・研修名：未成年後見人養成研修（東京）
推薦者：吉森幸一会員
・研修名：意思決定支援セミナー（東京）
推薦者：向井康子会員、藤岡芳昭会員
・会名称：日本社会福祉士会ぱあとなあ運営会議（東京）
派遣者：向井康子理事、藤岡芳昭委員長
・会名称：日本社会福祉士会生涯研修委員会（東京）
派遣者：田中弘子委員長
② 九州沖縄ブロック関連の各種会議、研修への参加
・会名称：九州沖縄ブロック研修分科会（沖縄）
派遣者：坂上竜三会員
・会名称：九州沖縄ブロック研修委員会議（沖縄）
派遣者：田中弘子会員
・会名称：九州沖縄ブロックぱあとなあ運営会議（沖縄）

派遣者：向井康子理事、藤岡芳昭委員長
③ その他会議、研修等への参加
・会名称：社会福祉士会全国大会（山口）→天候不良のため派遣中止した。
５ 社会福祉に関する調査研究に関する事業
① 調査研究事業（調査研究委員会）
・調査研究方法の研修を実施した。
テーマ：調査研究とは何か
開催日：平成 31 年１月 12 日（土）研究の方法①、２月９日（土）研究の方法②
３月２日（土）報告書の作成、発表方法
会 場：学校法人南学園鹿児島医療福祉専門学校
申込者：６名
６ 日本社会福祉士会及び社会福祉に関する他の関係団体との連携に関する事業
① 研修会、講演会等の共催
・ソーシャルワーカーデーシンポジウム（鹿児島県ソーシャルワーク４団体）
・意思決定支援を踏まえた成年後見人等の事務及び中核機関の役割に関する全国学
習会＠鹿児島（鹿児島県弁護士会）
② 研修会、講演会等の後援
・福祉用具の日 2018/福祉機器展＆セミナーin かごしま（一般社団法人日本福祉用
具供給協会）
・第７回福祉に対する私たちの想いスピーチコンテスト（社会福祉法人鹿児島県社
会福祉協議会）
・認知症介護者を支援するオレンジ・テラス事業（ボランティア団体オレンジハー
ト）
・第９回日本医療ソーシャルワーク学会鹿児島大会（鹿児島県医療ソーシャルワー
カー協会）
・第６回鹿児島県社会福祉法人経営者大会（鹿児島県社会福祉法人経営者協議会）
・聴覚障害者のためのメンタルヘルス公演（一般社団法人鹿児島県聴覚障害者協会）
・連携!!地域でつくる福祉、健康、ふれあいのまち事業「第５回福祉フェスタ in
たにやま」、
「第３回福祉フェスタ in はらら」、
「第 12 回福祉フェスタ in よしだ」
（ＮＰＯ法人地域ケア交流会）
③ 各種委員等の派遣
〇講師派遣
・研修名：介護実習・普及センター介護講座（鹿児島県社会福祉協議会）
派遣者：末吉晃人会員、向井康子会員
・名 称：九州保健福祉大学実習巡回指導講師
派遣者：毛利美希会員、松ケ角弘樹会員、岡山隆二会員

・名 称：宮崎福祉医療カレッジスクーリング
派遣者：黒岩尚文会員、岡元健二会員、福田竜光会員、神薗隆志会員、
松下正裕会員、豊留満代会員、田中正信会員、宇都宮孝久会員
・研修名：ふれあい・いきいきサロン介護教室派遣事業（鹿児島県社会福祉協議会）
派遣者：山口健一郎会員
・研修名：平成 30 年度福祉職場就職支援講座（鹿児島県社会福祉協議会）
派遣者：向井康子会員
・研修名：くすの木グリーンハイツ研修成年後見人制度について
派遣者：田中正信会員
・研修名：平成 30 年度要約筆記者養成（前期）講座
派遣者：久永佳弘会員
・研修名：姶良市介護予防・生活支援サービス従事者研修
派遣者：岡山隆二会員
〇委員等推薦
・会名称：鹿児島県介護人材確保対策検討会
推薦者：末吉晃人理事
・会名称：鹿児島県社会福祉協議会福祉サービス利用支援事業契約締結審査会
推薦者：向井康子副会長
・会名称：指宿市民生委員推薦会
推薦者：原田啓介会員
・会名称：鹿児島県障害者差別解消支援協議会
推薦者：牛山直美理事
・会名称：鹿児島市民生委員推薦会
推薦者：田中正信副会長
・会名称：鹿児島県地域福祉支援計画策定委員会
推薦者：久留須直也会長
・会名称：鹿児島県障害者自立支援協議会
推薦者：水流源彦会員
・会名称：いちき串木野市地域包括支援センター運営協議会・地域密着型サービス
運営委員会・地域包括ケア会議・生活支援コーディネーター協議会
推薦者：馬場添司会員
・会名称：鹿児島県再犯防止推進計画検討委員
推薦者：豊留満代センター長
・会名称：共同募金広域負担見直し検討委員会
推薦者：田中正信副会長
・会名称：災害福祉広域支援ネットワーク協議会（鹿児島県）
推薦者：須藤奈津子事務局長
・会名称：鹿児島県認知症総合支援対策促進協議会

推薦者：向井康子副会長
・会名称：成年後見制度利用促進委員会（鹿児島市社会福祉協議会）
推薦者：藤岡芳昭ぱあとなあ鹿児島委員長
・会名称：鹿児島県障害者施策推進協議会
推薦者：向井康子副会長
・会名称：共同募金配分委員会
推薦者：田中正信副会長
・会名称：姶良市地域包括支援センター運営協議会
推薦者：黒岩尚文会員
・会名称：姶良市生活支援体制整備事業第１層協議体
推薦者：大山朝子会員
・会名称：鹿児島県介護保険審査会
推薦者：濵田純子会員
〇介護認定審査会
・会名称：鹿児島市介護認定審査会
推薦者：山下侯人会員、家村ムツ子会員、池之上真治会員、毛利満則会員、神田
俊之会員、前原悦子会員、大迫良代美会員、日髙清一郎会員、吉村隆幸
会員、柳田剛宏会員、濵田和幸会員、下水流智和会員、久留須直也会員、
末吉晃人会員、德田英幸会員、根比崇行会員、肝付恵太会員、新保正典
会員、中島由美子会員
・会名称：曽於地区介護保険組合介護認定審査会
推薦者：亀井政隆会員、髙津愛史会員、池田トモ子会員、内田俊成会員、安樂隆
一会員、森元順子会員、前田宏会員、栫井千絵会員
・会名称：姶良・伊佐地区介護保険組合介護認定審査会
推薦者：牧山千鶴子会員、末野俊裕会員
・会名称：大隅肝属地区広域事務組合介護認定審査会
推薦者：山之内寿恵会員、富松謙一会員、新原聡一朗会員、新原幸優会員、池田
正樹会員、船間浩文会員、永濵誠会員、中村美和子会員、飯田泰志会員、
金中美明会員
・会名称：指宿市介護認定審会
推薦者：石場俊秋会員、松下正裕会員、間藤智美会員
・会名称：日置市障がい者総合支援審査会
推薦者：山口健一郎会員、満園茂樹会員
・会名称：南薩介護保険事務組合認定審査会
推薦者：上村重弘会員
〇障害支援区分認定審査会
・会名称：指宿市障害者認定審査会
推薦者：上村重弘会員、堂園裕一郎会員

・会名称：大隅肝属広域事務組合障害支援区分認定審査会
推薦者：江之口博行会員
・会名称：鹿児島市障害支援区分認定審査会
推薦者：淺田茂毅会員、松本雄一郎会員、堤隆子会員
④ ソーシャルワーカーデーに関する行事の共催
・鹿児島県ソーシャルワーカー４団体連絡協議会と鹿児島国際大学と共催でシンポ
ジウムを実施した。
開催日：平成 30 年７月 28 日（土）13：30～16：30
テーマ：「身寄り問題への挑戦～鹿児島のこれまでとこれから～
講 師：芝田 淳氏（ＮＰＯ法人つながる鹿児島 理事長 司法書士）
シンポジウム
テーマ：「身寄り問題への挑戦～鹿児島のこれまでとこれから～」
シンポジスト：廣野拓氏（鹿児島県医療ソーシャルワーカー協会）
新西真理恵氏（鹿児島県精神保健福祉士協会）
德田英幸氏（鹿児島県社会福祉士会）
コーディネーター：天羽浩一氏（共同社会福祉士事務所こすもす 社会福祉士）
助言者：芝田 淳氏（ＮＰＯ法人つながる鹿児島 理事長 司法書士）
会 場：鹿児島国際大学４号館 413 教室
参加者：148 名
⑤ 鹿児島県ソーシャルワーカー４団体連絡協議会への参加
・わくわく福祉交流フェア
日 程：平成 30 年 11 月 11 日（日）
場 所：鹿児島市かんまちあ
内 容：相談ブース設置（本会からは鹿児島地区支部が担当）
７ その他公益目的を達成するために必要な事業
（１）鹿児島県地域生活定着支援センター事業
① コーディネート・フォローアップ・相談支援業務の実施
・コーディネート業務
新規：22 件、終了：20 件、支援継続中：10 件、平成 29 年度からの継続：８件
・フォローアップ業務
新規：18 件、終了：22 件、支援継続中：34 件、平成 29 年度からの継続：38 件
・相談支援業務
新規：１件、終了：１件、支援継続中：４件、平成 29 年度からの継続：４件
② 地域生活定着支援センターセミナー開催
日
時：平成 30 年 11 月９日（金）13：30～16：40
基調講演「対話が紡ぐ協同の物語～共鳴する地域を目指して～」
講
師：竹端 寛氏（兵庫県立大学環境人間学部准教授）

共同事例報告
報 告 者：坂井 明弘氏（鹿児島刑務所 社会福祉士）
進 光一郎氏（鹿児島保護観察所 保護観察官）
須藤奈津子（鹿児島県地域生活定着支援センター）
参 加 者：89 名
③ その他必要な事業
・関係機関連絡協議会
日 時：平成 30 年７月 27 日（金）13：30～16：00
会 場：県社会福祉センター
参加機関：20 機関
（２）委託等を受けて行う事業を実施する
① ホームレスへの相談支援事業（ホームレスサポート委員会）
・ホームレスサポート委員会が主に担当した。
毎月第２・第４土曜に巡回実施し、11 月は健康相談に参加した。
相談者：延べ 91 名 相談員：延べ 132 名 電話相談０件
・鹿児島市ホームレス一斉調査の実施
日 程：平成 31 年１月 19 日（土）
目視者：11 名 相談員：32 名
② 高齢者・障害者虐待対応に関する研修事業（権利擁護委員会等）
・鹿児島県家庭内虐待防止研修事業（事例報告・検討会等研修）
高齢者虐待対応研修
日 程：平成 30 年 10 月 23 日（火）～10 月 25 日（木）
会 場：県社会福祉センター７階大会議室
修了者：48 名
・鹿児島県障害者虐待防止・権利擁護研修
【鹿児島会場】
日 程：平成 31 年１月 10 日（木）
会 場：ウェルビューかごしま
受講者：476 名（修了者：475 名）
【奄美会場】
日 程：平成 31 年１月 23 日（水）
会 場：大島支庁
受講者：64 名
③ 鹿児島県児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業
申請者：11 名
貸付決定：19 件（生活支援費６件、家賃支援費６件、資格取得支援費７件）

（３）自治体等との連携・協力
① 災害等における支援
・鹿児島市との協定を結んでいる。
・鹿児島県災害支援ネットワーク協議会に参加している。
（４）その他の研修を実施する
① 介護相談員活動スキルアップ研修
・開催日：平成 31 年３月 13 日（水）
内 容：介護相談員活動とコミュニケーション
講 師：岡山隆二会員
参加者：24 名
Ⅱ

収益等事業

１ 社会福祉士等の資格の取得の支援に関する事業（受験対策委員会）
① 社会福祉士受験対策講座
開催日：平成 30 年８月 26 日（日）、９月 23 日（日）、10 月 21 日（日）、
11 月４日（日）、12 月２日（日）
会 場：県社会福祉センター
受講者：15 名
② 介護支援専門員実務研修受講試験対策講座
・基礎講座
開催日：平成 30 年７月 15 日（日）、８月５日（日）、８月 19 日（日）
会 場：市町村自治会館
受講者：30 名
・模擬試験・解説講座
開催日：平成 30 年９月２日（日）
会 場：市町村自治会館
受講者：34 名
・直前対策講座
開催日：平成 30 年９月 22 日（土）・23 日（日）
会 場：市町村自治会館
受講者：31 名
・模擬試験
開催日：平成 30 年７月 29 日（日）
会 場：市町村自治会館
受講者：15 名
③ 社会福祉士模擬試験
開催日：平成 30 年 11 月 18 日（日）

会 場：県社会福祉センター
受講者：24 名
２ 社会福祉士の職務に関する知識及び技術の向上に関する事業
（１）情報発信
① 会報さくらじまの発行（年４回）（広報委員会）
・会報さくらじまを２回発行した。
② ホームページを通しての情報発信（広報委員会）
・随時更新し、会員、県民向けに本会の情報等を速やかに発信した。
③ 事務局だより発行
・毎月発行し、本会の活動状況や他機関の講演会や研修の情報を発信した。
④ Ｗｅｂを活用した会議等の検討
・奄美との研修を１回実施し、順調に対応ができた。
⑤ メーリングリストの活用
・メールアドレスの整備、試験配信などを行っているが本格的な稼働には至らなか
った。
（２）地区支部・委員会活動
① 研修会等の開催
・各地区支部で研修会
② 社会福祉士会の事業推進に関する活動
・委員会で各種委託事業の実施の中心的役割を担い、事業の推進に努めた。
（３）社会福祉士実習指導者に関する研修等の開催
① 社会福祉士実習指導者講習会の実施
・開催日：平成 30 年 12 月 22 日（土）・23 日（日）
修了者：31 名
Ⅲ
１

地区支部・委員会活動
地区支部活動
・各地区支部で運営委員会を実施した。
・地区支部総会、交流会、研修会、福祉相談等を実施し、地区支部活動を充実させ
た。
・活動を通して、地区内の各職種との連携を図り、本会の活動を理解してもらうと
ともに未入会者の入会を促進した。

２ 委員会活動
・各委員会で研修や委託事業等を実施し、本会の事業推進にも尽力した。
・委員会活動をつうじて県民の福祉の向上に役立てるように活動した。

Ⅳ

法人の運営
① 会員総会の開催
・会員総会と臨時総会を開催した。
・会員総会
日
時：平成 30 年５月 27 日（日）14：40～16：10
場
所：かごしま県民交流センター 大研修室３
議
事：補欠役員信任投票
総会審議事項についての報告
理事会報告
審議事項：平成 29 年度事業報告について
平成 29 年度決算報告について
出 席 者：412 名（出席 41 名 委任状 371 名）
・臨時総会
地区支部活動報告 13：30～14：30
日
時：平成 31 年３月 24 日（日）14：40～16：30
場
所：鹿児島県市町村自治会館 401 号室
議
事：理事会報告
審議事項：公益社団法人鹿児島県社会福祉士会役員選出規則改正およびそれに伴う
外部理事の選任基準に関する規程改正、地区支部推薦による会員理事候
補者の選出に関する規程制定について
出 席 者：450 名（出席 50 名 委任状 400 名）
② 理事会の開催
・理事会を２回開催した。
・第１回理事会
日
時：平成 30 年５月１日（火）15：30～16：55
場
所：県社会福祉センター５階 第１会議室
出席理事：10 名 出席監事：２名
議
事：成年後見制度に関する不祥事について
鹿児島県地域生活定着支援センター人事について
審議事項：平成 29 年度事業報告について
平成 29 年度決算報告について
新規入会者及び退会者の承認について
生活保護基準切り下げに係るソーシャルアクションについて
・第２回理事会
日
時：平成 31 年２月 28 日（木）15：30～17：10
場
所：県社会福センター５階 第 1 会議室
出席理事：10 名 出席監事：２名
議
事：司法分野との連携の推進について

社会福祉法人高齢者介護予防協会かごしまとの受験対策講座の協力
について
ＷＥＢ会議の推進について
審議事項：平成 30 年度補正予算について
ＪＴＮＰＯ助成事業申請について
2019 年度事業計画について
2019 年度予算及び資金調達の見込みについて
公益社団法人鹿児島県社会福祉士会役員選出規則改正について
公益社団法人鹿児島県社会福祉士会外部理事の選任基準に関する規
程改正について
公益社団法人鹿児島県社会福祉士会地区支部推薦による会員理事候
補者の選出に関する規程制定について
公益社団法人鹿児島県社会福祉士会車輌管理規程改正について
公益社団法人鹿児島県社会福祉士会車輌管理細則制定について
新規入会者及び退会者の承認について
・監事監査
実 施 日：平 30 年４月 25 日（水）10：00～12：00
場
所：公益社団法人鹿児島県社会福祉士会 事務局
立 会 者：久留須直也会長、須藤奈津子事務局長、吉元一美事務局員
③ 日本社会福祉士会関連の各種会議、研修への参加
・会名称：日本社会福祉士会総会（東京 ６月・３月）
派遣者：久留須直也会長
・会名称：日本社会福祉士会会長会議（東京）
派遣者：久留須直也会長
④ 九州沖縄ブロック関連の各種会議、研修への参加
・会名称：九州沖縄ブロック会長・事務局長会議（沖縄県）
派遣者：久留須直也会長、須藤奈津子事務局長
⑤ その他会議、研修等への参加
・三役会議の開催
開催日：平成 30 年８月 28 日（火）、10 月９日（火）、12 月 11 日（火）、
平成 31 年１月８日（火）、３月 12 日（火）
・会員理事打合せ会の開催
開催日：平成 30 年７月 10 日（火）、９月 24 日（日）、11 月 18 日（日）、
平成 31 年２月 11 日（月）
・委員長地区支部長会議の開催
開催日：平成 30 年９月 24 日（日）、11 月 18 日（日）、平成 30 年２月 11 日（月）
〇 事業報告の附属明細書はありません。

