平成 29 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、各種研修会や
セミナーを開催したり、委託事業等を受託し事業を実施することで、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、ソーシャルワーカー４団体連絡協議会として共同で鹿児島市のわくわく福祉
交流フェアに相談ブースを設けたり、ソーシャルワーカーデーの行事を実施するなど
他団体との連携を深め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、県内だけで
はなく、国レベルでの活動状況についても広く情報の共有や提供ができるように日本
社会福祉士会との連携に努めた。
【本年度の重点事項】
１

実践力のある社会福祉士の育成

・基礎研修を継続して実施したり、社会福祉士初任者研修を実施し、社会福祉士の実
践力向上のための研修を行った。
２

社会福祉に関する機関や団体等との連携の推進

・鹿児島県ソーシャルワーカー４団体連絡協議会との連携を図り、鹿児島市のわくわ
く交流フェアに参加したり、ソーシャルワーカーデーのシンポジウムを鹿児島国際
大学との５団体で共催するなど、関係団体と連携した。
・権利擁護や成年後見制度に関することについては、鹿児島県弁護士会や鹿児島県司
法書士会、リーガルサポート鹿児島と連携し、相談会や事例検討会を行った。
・県内の福祉等に関する団体等と各種講演会や研修会の共催・後援を行い、会員同士
の交流・連携を深めるとともに、県民の福祉の向上に寄与できるように取組んだ。
３

新規会員を増やす

・平成 29 年度の新規入会者は 36 名で、平成 30 年３月 31 日の正会員数は 705 名であ
った。
・各種研修会や関係団体との連携を通じて、新規入会の案内の実施、本会の事業展開
や活動についての広報に努め、新規入会者の増加につながるような活動を行った。

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
・社会福祉セミナーとして講演と実践報告を開催した。
開催日：平成 30 年２月 11 日（日）13：00～16：30
会 場：県民交流センター

大研修室３

参加者：59 名
テーマ：
「地域で取り組む権利擁護」
講演テーマ：
「地域で取り組む権利擁護～奄美での成年後見、刑事弁護を中心に～」
講 師：鈴木穂人氏（そらうみ法律事務所）
実践報告テーマ：「地域で取り組む権利擁護～虐待防止を中心に～」
「高齢者分野での取り組みについて」
久木崎祐一氏（いちき串木野市地域包括支援センター）
「障害者分野での取り組みについて」
江之口博行氏（肝属地区障がい者基幹相談支援センター）
「子ども家庭分野での取り組みについて」
福里千恵美氏（大隅学舎）
②社会福祉に関する講演会等
・福祉用具の日 2017/福祉機器展＆セミナーin かごしま講演会
テーマ：成年後見制度について
講 師：藤岡芳昭会員
（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。相談対応１件と講演会に弁護士を
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・啓発に関する活動を実施（ぱあとなあ鹿児島）
①成年後見制度活用講座
・成年後見制度活用講座を開催した。
日 程：平成 30 年２月 18 日（日）
会 場：鹿児島県青少年会館
参加者：22 人
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 108 名であった。
・62 件の推薦依頼（うち１件取下げ）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
・司法書士会との合同相談会を伊仙町で実施し西中敏雄会員を派遣した。
日 程：平成 30 年２月 17 日（土）
場 所：伊仙町中央公民館
②弁護士会との事例検討会（２ケ月に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ケ月に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９事業所、障害者福祉施設２事業所の評価を実施した。
②評価調査者研修
日 時：平成 29 年５月３日（水)

９：30～11：00

会 場：鹿児島県社会福祉センター５階

第１会議室

参加者：４名
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
・基礎研修Ⅰ・Ⅱ・Ⅲを実施した。
・基礎研修Ⅰは２日間の集合研修への参加と事前課題、中間課題の提出、基礎研修Ⅱ・
Ⅲは、11 日間の集合研修と事前課題、修了課題等の提出があった。

①基礎研修Ⅰ（定員 40 名）
修了者：20 名

集合研修：平成 29 年 10 月 28 日（土）、平成 30 年２月３日（土）

②基礎研修Ⅱ（定員 40 名）
修了者：22 名
集合研修：平成 29 年５月 13 日（土）
、６月 17 日（土）、７月 15 日（土）
８月 19 日（土）、９月９日（土）、10 月 14 日（土）、11 月 18 日（土）
12 月９日（土）、平成 30 年１月 20 日（土）、２月 24 日（土）
３月 17 日（土）
③基礎研修Ⅲ（定員 40 名）
修了者：11 名
集合研修：平成 29 年５月 13 日（土）
、６月 17 日（土）、７月 15 日（土）
８月 19 日（土）、９月９日（土）、10 月 14 日（土）、11 月 18 日（土）
12 月９日（土）、平成 30 年１月 20 日（土）、２月 24 日（土）
３月 17 日（土）
・講師養成研修へ担当者を派遣した。
日時：平成 29 年 11 月 23 日（木）
場所：東京会場
派遣者：小牟田久美子会員、田中正信会員、中村美和子会員
（２）各種研修会
①地区支部での研修会
・各地区支部で研修を実施した。
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た。
１日目：平成 29 年 10 月 15 日（日）
内 容：権利擁護と成年後見制度、障害者福祉、事例検討
２日目：平成 29 年 12 月 10 日（日）
内 容：社会保障制度、高齢者福祉、事例検討
３日目：平成 30 年２月４日（日）
内 容：公的扶助、児童福祉、事例検討
申込者：23 名

５

社会福祉に関する調査研究に関する事業
社会福祉に関する調査研究を行える人材育成のための研修会や調査研究を行う。

①調査研究事業（調査研究委員会）調査研究方法の研修
・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 30 年１月 20 日（土）研究の方法①、２月 17 日（土）研究の方法②
３月３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：14 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
日本社会福祉士会と連携し、広く社会福祉の向上に貢献したり、他団体との連携

を図った。また、各種委員会等への委員の派遣を行う等他団体と連携を促進できる
よう活動した。
①研修会、講演会等の共催
・ソーシャルワーカーデーの行事を実施した。
②研修会、講演会等の後援
・福祉用具の日 2017/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６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）
・認知症介護者支援３Ｃプロジェクト（特定非営利活動法人地域ケア交流会）
③各種委員等の派遣
○講師派遣
・研修名：介護実習・普及センター福祉用具専門相談員養成研修
派遣者：末吉晃人会員
・研修名：介護実習・普及センター介護講座（研修）
派遣者：末吉晃人会員
・研修名：ふれあい・いきいきサロン介護教室派遣事業
派遣者：山口健一郎会員
・研修名：要約筆記者養成講習会
派遣者：原田啓介会委員

・研修名：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、神薗隆志会員、松下正裕会員、豊留満代会員、上村重弘
会員、宇都宮孝久会員
・研修名：リーガルサポート鹿児島支部研修
派遣者：牧山千鶴子会員
・研修名：九州保健福祉大学実習巡回指導講師
派遣者：牛山直美会員、岡山隆二会員、坂下陽子会員
○委員等推薦
・会名称：鹿児島市高齢者安全対策委員会
推薦者：久留須直也会長
・会名称：鹿児島市社会福祉協議会地域福祉活動計画推進委員会幹事会
推薦者：久留須直也会長
・会名称：指宿市見守りネットワーク事業運営協議会
推薦者：前園治彦会員
・会名称：鹿児島県福祉人材センター運営委員会
推薦者：須藤奈津子事務局長
・会名称：薩摩川内市社会福祉協議会権利擁護センター受任審議会
推薦者：向井康子副会長
・会名称：出水市高齢者虐待防止ネットワーク推進協議会
推薦者：永長修一会員
・会名称：曽於地区在宅医療介護連携推進事業の在宅医療介護連携推進連絡協議会
推薦者：清水健史会員
・会名称：鹿児島県高齢者虐待防止推進会議
推薦者：田中顕悟副会長
・会名称：いちき串木野市介護保険事業計画策定委委員
推薦者：榎木俊浩会員
・会名称：北大島市民後見人広域連携推進協議会
推薦者：行勝代会員
・会名称：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：湧水町いじめ問題対策委員会
推薦者：井手迫奈央会員

○介護認定審査会
・会名称：鹿児島市介護認定審査会
推薦者：前原悦子会員
・会名称：南薩介護保険事務組合介護認定審査会
推薦者：藤井洋明会員
○障害支援区分認定審査会
・会名称：日置市障がい者総合支援審査会
推薦者：満園茂樹会員
④日本社会福祉士会関連の各種会議、研修への参加
・日本社会福祉士会会員総会
日 程：平成 29 年６月 17 日（土）13：00～16：00
場 所：東京都
出席者：久留須直也会長
・日本社会福祉士会臨時総会
日 時：平成 30 年３月 17 日（土）13：00～16：00
場 所：東京都
出席者：久留須直也会長
・ぱあとなあ連絡協議会
日 程：平成 29 年５月 13 日（土）・14 日（日）
場 所：東京都
出席者：藤岡芳昭委員長
・日本社会福祉士会全国大会福島大会
日 程：平成 29 年６月３日（土）・４日（日）
場 所：福島県福島市
出席者：久留須直也会長、須藤奈津子事務局長
⑤九州沖縄ブロック関連の各種会議、研修への参加
・会長・事務局長会議
日 時：平成 29 年 11 月 26 日（日）13：30～16：00
場 所：宮崎県延岡市
出席者：久留須直也会長、吉元一美事務局員
・ぱあとなあ委員会
日 時：平成 29 年 11 月 26 日（日）13：30～16：00
場 所：宮崎県延岡市

出席者：向井康子副会長、藤岡芳昭委員長
・生涯研修委員会
日 時：平成 29 年 11 月 26 日（日）13：30～16：00
場 所：宮崎県延岡市
出席者：毛利美希委員
⑥ソーシャルワーカーデーに関する行事の実施
・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 29 年７月 29 日（土）13：30～17：00
テーマ：
「生きづらさに寄り添う」ソーシャルワーク
講 師：山口和浩氏（NPO 法人自死遺族支援ネットワーク Re 代表）
シンポジウム
テーマ：「生きづらさに寄り添う」支援現場からの実践報告
・シンポジスト：冨田義和氏（南大隅町社会福祉協議会事務局長）
米倉治美氏（鹿児島県広域スクールソーシャルワーカー）
野村瑞穂氏（鹿児島大学病院地域医療連携センター）
座 長：鶴田啓洋氏（一般社団法人鹿児島県精神保健福祉士協会理事）
会 場：鹿児島国際大学 411 教室
参加者：148 名
⑦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
・打合せ会
日 時：平成 29 年 10 月 20 日（金）18：30～19：30
場 所：はーと・ぱーく
・わくわく福祉交流フェア
日 程：平成 29 年 11 月５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：17 件、終了：28 件、支援継続中：９件、平成 28 年度からの継続：20 件
・フォローアップ業務
新規：24 件、終了：10 件、支援継続中：38 件、平成 28 年度からの継続：24 件

・相談支援業務
新規：３件、終了：１件、支援継続中：４件、平成 28 年度からの継続：２件
②地域生活定着支援センターセミナー開催
日

時：平成 29 年 12 月 19 日（火）13：30～16：30

基調講演「人と人が支えあう共同体を目指して～犯罪からの回復を支えるもの～」
講

師：毛利

真弓氏（広島国際大学助教）

実践報告「生まれ育った場所で自分らしく暮らしたい・・・その思いに寄り添って」
報告者：大吉聰美氏（和泊町役場

保健福祉課

課長補佐）

德田英幸（鹿児島県地域生活定着支援センター）
参加者：69 名
③その他必要な事業
・関係機関連絡協議会
日 時：平成 29 年７月 27 日（木）13：30～16：00
会 場：市町村自治会館 402 号室
参加機関：21 機関
・保護観察所連絡会議への参加
日 時：平成 30 年１月 31 日（水）
場 所：鹿屋市社会福祉協議会
（２）委託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が主に担当した。
毎月第２・第４土曜に巡回実施し、10 月は健康相談に参加した。
相談者：延べ 113 名、相談員：延べ 133 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 30 年１月 18 日（木）
目視者：19 名

相談員 34 名

②高齢者・障害者虐待対応に関する研修事業等
・鹿児島県権利擁護等推進事業事例報告・検討会等研修会
日 程：平成 29 年 10 月 24 日（火）～26 日（木）
会 場：県社会福祉センター７階大会議室
受講者：１日目：56 名

２日目：51 名

３日目：52 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 29 年 12 月 26 日（火）・27 日（水）（同一内容の研修を２日間実施）
会 場：鹿児島県市町村自治会館
受講者：１日目：259 名（修了者 256 名）２日目：202 名（修了者 201 名）
奄美会場
日 程：平成 30 年１月 10 日（水）
会 場：奄美市文化センター
受講者：63 名（修了者 63 名）
③その他委託を受けて行う事業
・児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業（補助事業）
申 請 者：14 名
貸付決定：21 件（内訳：資格取得支援費 12 件（うち貸付辞退１件）、家賃支援
費６件、生活支援費３件）
（３）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会
日 程：平成 30 年３月 20 日（火）
会 場：県社会福祉センター７階第２会議室
受講者：28 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（全５日間）
・開催日：平成 29 年９月３日、９月 24 日、10 月 22 日、11 月 19 日、12 月３日
（全て日曜日）
会 場：県社会福祉センター
受講者：20 名（定員：40 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（全３日間）
開催日：平成 29 年７月 16 日（日）、７月 30 日（日）８月 20 日（日）
会 場：鹿児島県市町村自治会館４０１会議室
受講者：76 名（定員：80 名）

・模擬試験・解説講座
開催日：平成 29 年８月 27 日（日）
会 場：鹿児島医療福祉専門学校
受講者：67 名（定員：80 名）
・直前対策講座
開催日：平成 29 年９月９日（土）・16 日（土）
会 場：鹿児島県市町村自治会館４０３会議室
受講者：76 名（定員：80 名）
・模擬試験
開催日：平成 29 年７月 22 日（日）
会 場：鹿児島県市町村自治会館４０１会議室
受講者：34 名（定員：60 名）
・種子島会場
開催日：平成 29 年８月 26 日（土）・27 日（日）９月 24 日（日）
会 場：社会福祉法人暁星会
受講者：８名
③社会福祉士模擬試験
開催日：平成 29 年 11 月５日（日）
会 場：県社会福祉センター７階第２会議室
受講者：19 名（定員：40 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
・本会の情報発信については、広報委員会を中心に順調に行うことができた。広報紙
さくらじまについては２回の発行となった。
②ホームページを通しての情報発信
・定期的に更新され、各種案内等を速やかに掲載することができた。また、会員ペー
ジの活用について案内を行い、活用を促した。
③事務局だよりの発行
・毎月事務局だよりを発行し、各種研修案内、求人案内、他団体の活動案内などを同
封し、速やかに情報提供が行えるようにした。

④メーリングリストの活用
・メーリングリスト活用準備として、各種案内の締切日を毎月 15 日に変更するなど
の対応をしたが、メーリングリストの作成に至っていないので、早めに取組みたい。
（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を順調に実施することができた。
②社会福祉士会の事業推進に関する活動
・研修の開催、地域の他団体との連携をとりながら、各地域で本会の事業について広
報や情報提供をおこなった。
（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フォローアップ研修
・実施しなかった。
Ⅲ

地区支部・委員会活動

１

地区支部活動
地区支部活動においては、各地区支部での総会、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。また、活動を通して、地区内の各職種との連
携をはかり、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するよう
な活動を行った。
２

委員会活動
委員会活動においては、各委員会の役割を再確認し、それぞれが役割を果たせる

ように体制を充実させる。委員会活動を通じて県民の福祉の向上に役立てるような
活動を行った。
Ⅳ

法人の運営

①会員総会
・会員総会と臨時総会を開催した。
・会員総会
日時：平成 29 年５月 28 日（日）13：00～16：00
場所：かごしま市民福祉プラザ中研修室

審議事項：平成 28 年度事業報告について
平成 28 年度決算報告について
外部理事及び監事の名簿承認について
出 席 者：440 名（出席 56 名

委任状 384 名）

役員改選
・臨時総会
日

時：平成 30 年３月 25 日（日）13：30～16：30

場

所：鹿児島県市町村自治会館
委員会活動紹介

報告事項：公益社団法人鹿児島県社会福祉士会平成 29 年度補正予算について
平成 30 年度事業計画について
平成 30 年度予算について
ＩＣＴを活用した研修提供等の基盤構築のための費用負担について
平成 29 年度新規入会者及び退会者の承認について
公益社団法人鹿児島県社会福祉士会補欠役員選出細則について
出 席 者：440 名（出席 48 名

委任状 392 名）

②理事会
・理事会を３回開催した。
・第１回理事会
日

時：平成 29 年５月 10 日（水）15：30～16：45

場

所：県社会福祉センター５階

第１会議室

出席理事：８名
・第２回理事会
日

時：平成 29 年 12 月 12 日（火）15：30～16：50

場

所：県社会福祉センター５階

第１会議室

出席理事：10 名
・第３回理事会
日

時：平成 30 年３月１日（木）15：30～17：10

場

所：県社会福祉センター５階

第１会議室

出席理事：８名
・監事監査
実施日：平成 29 年４月 25 日（火）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：向井康子副会長、須藤奈津子事務局長、吉元一美事務局員
③その他
・補助事業（児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業）に関する監査
（県監査委員）
実施日：平成 29 年８月 29 日（火）
場 所：県社会福祉センター２階 ボランティアルーム
立会者：須藤奈津子、吉元一美
・三役会議の開催
開催日：平成 29 年６月 19 日（月）、８月 22 日（火）、10 月 17 日（火）
12 月 19 日（火）、２月 27 日（火）
・会員理事打合せ会の開催
開催日：平成 29 年７月 25 日（火）、９月 10 日（日）、11 月 12 日（日）
１月 16 日（火）
・委員長地区支部長会議の開催
開催日：平成 29 年９月 10 日（日）、11 月 12 日（日）、平成 30 年２月 11 日（日）

事業報告の付属明細書はありません。

