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◆今回、以下の重要書類を同封しています。必ずご確認ください。 

 ○2020 年度 公益社団法人新潟県社会福祉士会定時総会の開催について（ご通知）および議案集、総会ハガキ 

 ○会員登録内容確認票（各会員個人の現在の登録情報を掲載） 

 

◇今回同封の研修案内 

 ・全体研修「各部門の活動をご紹介！」（6/13、web 研修） 

 ・生活支援班 Zoom de 講座「with コロナ時代の生活支援を公的扶助から考える」（6/27、web 研修） 

 ・新入会員説明会（6/28、web 参加を基本） 

 ・高齢者支援班新潟地区勉強会「障害年金制度を学ぶ会」（7/11、web 研修） 

  

◇日本社会福祉士会の e-ラーニング講座  https://jacsw.informationstar.jp/ 

e-ラーニングは、研修を受けたい会員が自身の都合に合わせて研修を受講（聴講）することができるもので、現在、

約 30 のコンテンツ（講座）が配信されています。 

この e-ラーニングについては、運営経費の一部を負担している都道府県社会福祉士会の正会員は多くのコンテンツを

無料で受講できることとなっています。新潟県社会福祉士会の正会員の方は、多くを無料で視聴できます。ぜひご覧くだ

さい。 

 

 

 

 

 

                        Facebook 

■入会状況 （2020.5.25 時点） 

正会員 1,274 名 

 
 

公益社団法人新潟県社会福祉士会 

〒950-0994  

新潟県新潟市中央区上所 2-2-2 新潟ユニゾンプラザ 3F 
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2020 年度 定時総会の開催について（詳細は同封の文書もご覧ください） 
 

 例年６月に開催しております定時総会について、未だ終息に至らない新型コロナウイルス感染

拡大防止のため、今年度の総会におきましては、会員の皆様には、できるだけ書面評決でのご参加を推奨

させていただきます。 

 定時総会開催の詳細は、同封の文書（令和２年６月１日付新社士第 号「2020年度 公益社団

法人新潟県社会福祉士会定時総会の開催について（ご通知）」）をご確認ください。 

６月１３日の開催にあたり、適切な感染予防として会場では、「発熱者等の会場入場防止」「３

つの【密】（密閉・密集・密接）の防止」「飛沫感染、接触感染の防止」を徹底するようにいたし

ますが、多くの方にご来場いただくことは難しい状況です。 

 会員の皆様には、今回、総会資料（議案集）と「議決権行使書」（ハガキ）を同封しております。「議

決権行使書」（ハガキ）において、決議事項（議案）に賛否をご記入いただく「書面評決」によるご参加

をお願いいたします。 

  

 なお、定時総会と同日に実施予定としておりました全体研修会、および会員交流会につきま

しては、以下のとおりといたします。 

 

■全体研修会／Zoom を用いたweb 研修として実施（詳細は次ページ以降） 

■会員交流会（懇親会）／中止 

  

 なにとぞご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

 

当会の新型コロナウイルス感染拡大防止対策について 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※第1報～第3報についてはホームページ、Facebook に随時掲載した。 

 

■2020 年度 各事業の状況（2020年 5月 25 日現在の主な変更点など） 

 今回皆様に送付いたしました総会資料（議案集）にて、報告事項（２）として２０２０年度の事業

計画を掲載しています。新型コロナウイルス感染防止対策による事業計画変更内容を反映させてお

りますのでご確認ください。 
 

（１） 定時総会、全体研修会（6/13） 

・前述のとおりとなります。 

当会における対応経緯 
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（２） 基礎研修 

・基礎研修Ⅰは「web参加型」で実施します。 

・基礎研修Ⅱ、基礎研修Ⅲは現行では webでの対応が難しく、「中止」といたします。 

・当県は面積が広く離島もあることから、2021年度以降の基礎研修Ⅰ～Ⅲで web活用を本格実施で

きるよう、2020年度内に具体的な検討を進めてまいります。 

 

（３） 社会福祉士実習指導者講習会 

・6/20～21に実施予定としておりましたが、延期といたします。 

・延期後の予定は、2/13（土）～2/14（日）です。今後も状況を見ながら実施を判断します。 

 

 ※社会福祉士・精神保健福祉士の実習に関しては、文部科学省・厚生労働省から養成校へ通知が

発出されており、演習を実習の代わりにすることもできる等の措置が取られています。新潟県

内でも、今年度は実習に出さないことを決定した養成校もあります。 

   

 ≪日本ソーシャルワーク教育学校連盟 社会福祉士・精神保健福祉士養成関連 新型コロナウイル

ス感染症に関する特設サイト≫ 
     http://jaswe.jp/novel_coronavirus/index.html 
 

（４） 成年後見人材育成研修 

・7月から開講予定でしたが一旦中止とし、webでの実施の可否も含めて年度内の実施について改

めて検討します。 

 

（５） 福祉関係者のための成年後見活用講座 

・入門編は、5/25の新潟会場、5/29の上越会場ともに、「web参加型」で実施しました。 

・ステップアップ編も「web参加型」で検討します。 

 

（６） 社会福祉士国家試験受験対策講座（7 月から開講予定） 

・当初予定通り 7月より、「web参加」を基本として実施します。 

 

（７） ソーシャルワーカーデーin にいがた 2020 

・7/11に実施予定としておりましたが、来場型のイベントは「中止」といたします。 

・ソーシャルワーカーの普及啓発に向けた web配信プログラムを検討中です。 

 

（８） 会員活動部（高齢、障害、生活） 

・高齢者支援班の担当で、新潟県からの受託研修（地域包括支援センター職員等研修、新潟県介護

施設職員向け BPSD対応研修（高齢者虐待防止研修）の 2つの研修）を予定していましたが、4/1

に新潟県より「中止」の決定がなされました。 

・各部門の研修や勉強会については、可能な範囲で「web参加型」を中心に企画していきます。 

・認定研修である「障害者の生活支援研修」については対応を検討中。 

 

（９） 災害支援班 

・7月と 10月に予定していた現場研修は「中止」といたします。 

・2020年度内は災害対応マニュアル等の見直し等に注力し、また、本年度中に感染症が収束すれ

ば、会員及び会員の所属機関・団体等における新型コロナウイルス対策の取組の報告等を行うこ

とを検討します。 

 

（１０）ぱあとなあ新潟 

・上半期（～9月頃）、会場への集合型の研修実施を見合わせます。 

・各地区委員により企画運営される地区研修等について、web参加型で実施する場合は上半期の実

施も可とし、実務者研修として全地区のぱあとなあ会員が web参加できるようにします。 

・後見人等名簿登録者に対しては、ぱあとなあ新潟が実施する研修に年 2回以上参加することとし

ておりますが、2020年度に関してはその限りとはしません（webで実施する研修等には積極的に

ご参加いただければ幸いです）。 

http://jaswe.jp/novel_coronavirus/index.html
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（１１）あいエイド新潟 

・地域密着型サービス外部評価、福祉サービス第三者評価、社会的養護関係施設第三者評価は随時

申込を受け付けていますが、今後の厚生労働省及び全国社会福祉協議会、新潟県からの情報や通

知をふまえて実施について判断してまいります。 

・3/7→4/25に延期した「地域密着型サービス外部評価調査員フォローアップ研修」は「web参加

型」で実施しました。 

 

（１２）各種会議 

・役員会や各部門の会議は、Zoomを使用した「web会議」で随時実施しています。 

 
 

※今後も地域における感染の状況や、国や県、日本社会福祉士会等からの情報を踏まえ、対策を見

直し、変更する可能性があります。その場合は都度、ホームページや Facebook、メール、会報誌

などにより会員の皆様へお知らせいたします。 

 

 

今後実施する web 研修にぜひご参加ください！ 
 

  

各部門では、今回の新型コロナウイルス感染症をきっかけとして、可能な範囲で「Zoomを用いた

web参加型」の研修企画に取り組んでいます。新しい研修方法のため、委員会、事務局も右往左往

しながら Zoomの使用方法に慣れるべく頑張っています。 

受講される方の立場からも不安や戸惑いが多いかと思いますが、これまでの web研修参加者から

は、「遠方からも参加しやすい」、「意外と問題なく参加できた」、「文字入力機能により質問などがし

やすかった（会場で手を挙げるのは躊躇われる…）」などの感想を多くいただいており、事務局とし

ては、研修方法として「結構使えるな！」と感じています（もちろん、映像や音声が少し乱れた、

受講者同士の交流が難しく残念、スマホだと画面が小さくて資料が見にくい、などの感想もいただ

いています）。 

 

現在、担当部門により下記の web研修が企画されています。この機会にぜひ、web研修への参加

にチャレンジしてみませんか？みなさまのご参加をお待ちしております！ 

 

＊ホームページに、web研修参加マニュアル（Zoomを用いた研修への参加にあたって）も掲載し

ています。参考にご覧ください。 

 

■全体研修 「各部門の活動をご紹介！」 

  日時）2020年 6月 13 日（土）15時～（約60分） 

  対象）どなたでもご参加いただけます（会員無料） 

  参加方法）web 参加のみ（Zoom ウェビナーを使用） ★詳細は今回同封の案内文書をご覧ください。 

 

■ぱあとなあ実務者研修 「任意後見と家族信託」 

  日時）2020年 6月 20 日（土）10時～12時 

  対象）ぱあとなあ新潟会員（名簿登録者は無料、名簿登録していないぱあとなあ会員は有料） 

  参加方法）web 参加のみ（Zoom ウェビナーを使用）  

 

■生活支援班 Zoom de 講座 「with コロナ時代の生活支援を公的扶助から考える」 

  日時）2020年 6月 27 日（土）10時～12時 

  対象）どなたでもご参加いただけます（有料） 

  参加方法）web 参加のみ（Zoom ウェビナーを使用） ★詳細は今回同封の案内文書をご覧ください。 
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■新入会員説明会 

  日時）2020年 6月 28 日（土）13時 30分～16時 30分 

  対象）2020 年度新入会の方だけでなく、それ以前に入会した方にもご参加いただけます。 

      基礎研修Ⅰの集合研修を兼ねて実施しますが、新入会員説明会のみの参加の場合、会員無料。 

  参加方法）web 参加を推奨（Zoom ミーティングを使用） 

  

■高齢者支援班 新潟地区勉強会 「障害年金制度を学ぶ会」 

  日時）2020年 7月 11 日（土）10時～12時 

  対象）どなたでもご参加いただけます（有料） 

  参加方法）web 参加のみ（Zoom ウェビナーを使用） ★詳細は今回同封の案内文書をご覧ください。 

 

 

福祉関係者のための成年後見活用講座・入門編 web で実施 
 

  

例年実施している「福祉関係者のための成年後見活用講座・入門編」を 5月 25日、5月 29日に

実施しました。 

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、今年度は Zoomウェビナーを用いた web研修とし

て実施。3月以降、感染拡大の状況や緊急事態宣言の状況などにより、「会場への来場型（通常）」→

「web参加を推奨、来場の場合は人数制限と感染症対策を行う」→「web参加のみとする（来場を

禁止）」と、開催方法が二転三転したため、受講予定の皆様にご迷惑をおかけするとともに、広報を

十分に行うことができませんでしたが、2回合計で 34名の方に受講いただきました。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 途中、通信状況からか音声が一瞬乱れることが何度かありましたが、受講後のアンケートを見る

と、受講者の皆様には概ね問題なく視聴いただけた様子で、担当の委員会・事務局ともにホッとし

たとともに、webの活用について手ごたえを得ました。 

 今回使用した Zoomの「ウェビナー」機能は、基本的には受講者側のカメラとマイクはオフにな

っており、受講者同士でお互いの顔や名前は見えない、という形式でした。主催者・講師側では受

講者のお名前をリストで確認できますが、基本的には受講者の顔は見えず声も聞こえない状態で

す。受講者側では、主催者・講師の顔が見え、声が聞こえます。主催者が受講者に対して許可をす

ることにより、受講者のビデオやマイクをオンにして会話をしたり画面に登場してもらうことがで

きるようになります。 

 今回の研修では、受講者の皆様との研修中のやり取りやワークは、「チャット」機能と「Q&A」機

能を使った文字入力で行いました。受講後のアンケートでは「質問など会場ではちょっと手を挙げ

づらいが、Q&Aで文字入力できることで質問しやすかった」といったご意見を多くいただきまし

た。一方で、「誰が受講しているのかわからない状態でチャットすることに抵抗があった」「受講者

の感じがわかるように、最初のオリエンテーションでアイスブレイク的なものがあると良いので

5/25、ユニゾンプラザをスタジオと

して配信 

受講者側の PC 画面はこんな感じ 
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は」「慣れない文字入力の操作に注力してしまい、講義への集中ができなかった」とのご意見もあり

ました。 

 上記のようなご意見も含め、受講者の皆様からは具体的なご意見やご感想をとても多くいただき

ました。ご参加・ご協力いただきました皆様、ありがとうございました。貴重なご意見は今後の

web研修運営に活かしていく所存です。 

 

 

会員のみなさまへ（各種お知らせ、お願い） 
 

■会員登録情報の確認、変更のご連絡をお願いいたします  
 

今回、正会員の皆様おひとりおひとりに、「会員登録内容確認票」を同封し、2020年 5月 26日時

点で当会に登録されている情報（氏名、住所、連絡先、勤務先等）をお知らせしております。 

確認票の記載内容をご確認いただき、登録されている情報から変更がある場合は、現在の情報を

連絡票に記載の上、事務局へご返送いただきますようお願いいたします。 

 

特に、ご自宅住所が変わられた場合、変更の届け出がないと当会や日本社会福祉士会からの送付

物が届かなくなってしまいます（事務局だより等の発送は、主にヤマト運輸のメール便を使用して

いるため、郵便局への転居届による転送の対象外となります）。 

 

変更については、ホームページの「お問い合せフォーム」からのご連絡でも結構です（会員登録

した内容に変更がある場合、「お問い合わせフォーム」よりお問合せ内容の欄に、変更する項目をご

記入のうえ、送信してください）。 
 

■2020 年度年会費の引落について 
 

令和2（2020）年度の年会費の口座引落を、2020年4月13日（1回目）、5月27日（2回目／1回目に残

高不足等で引落不能だった方対象）に実施いたしました。ありがとうございました。 

2020年4月に新規入会された方、5月27日に引落不能だった方におかれましては、次回は6月12日に

3回目の引落を実施予定です。口座残高等のご確認をお願いいたします。 

 

※2020年度の年会費は15,000円です。 

※2020年度家族割申請をされた場合は、同一世帯の2人目以降の年会費は12,000円となります。 

※2019年10月の消費税増税に伴い、会費引落手数料が121円となります。 
 

■2020 年度 ぱあとなあ新潟名簿登録料（基本料）の引落について  
 

令和2（2020）年度のぱあとなあ新潟後見人等候補者名簿登録料（基本料／年8,000円）について、

2020年6月27日に口座引落を実施予定です。ぱあとなあ新潟の名簿登録者のみなさまにおかれまして

は、口座残高等のご確認をお願いいたします。 

なお、名簿登録料の「加算料」、および2019年度分の新規受任コーディネート手数料につきまして

は、5月15日に、対象の名簿登録者の方へ、振込でのお支払いをお願いする文書を送付したところで

す。 
 

■最近当会に届いた他団体の刊行物 
・全社協 

「月間福祉 5月号（特集：居住支援のこれから）」 

「月間福祉 6月号（特集：ボランティアの潮流）」 

・民事法研究会 

「実践 成年後見 №86（特集：地域連携ネットワークと市民後見人）」 

・（公社）日本社会福祉士会 

「高齢者虐待の実態把握等のための調査研究事業報告書」（2020年3月） 

「現任社会福祉士に対する実践力向上のための育成に関する調査研究事業報告書」（2020年3月） 
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「中核機関の先駆的取組調査研究事業報告書」（2020年3月） 

・（一社）静岡県社会福祉士会 

「研究誌 社会福祉士 静岡 第19号」 

・（一社）日本自閉症協会 

「発達障害の視点から見たギャンブル等の依存～多様性の理解と適切な支援のために～」（2020

年3月） 

・（一社）日本介護支援専門員協会 

「居宅介護支援事業所における事業所内での人材育成に資する取組のあり方に関する調査研究

事業報告書」（2020年3月） 

「居宅介護支援事業所におけるケアマネジメント機能向上に資するOJTの手引き」（2020年3月） 

「居宅介護支援事業所におけるケアマネジメント機能向上に資する事例検討会実践に活かす手

引き」（2020年3月） 

・日本ソーシャルワーク教育学校連盟 

「福祉事務所における生活保護業務の実施体制に関する調査研究事業実施報告書」（2020年3月） 

「社会福祉士養成課程の見直しを踏まえた教育内容及び教育体制等に関する調査研究事業実施

報告書」（2020年3月） 

 

※その他、定期購読している「福祉新聞」（週刊）、各都道府県社会福祉士会が定期発行している広報紙等があり

ます。いずれも、事務局でいつでも閲覧可能です。 

 
 

 

会のスケジュール 
※2020 年 5 月 26 日現在の予定です。日時、会場等は変更になる場合があります。 

※新型コロナウイルス感染症の状況等を鑑み、中止・延期となる場合があります。 
 

＊年間スケジュール表は当会ホームページ（https://csw-niigata.com/）でもご覧いただけます。 

◆2020 年６月 

日程 時間（予定） 内容 会場（予定） 

１３日（土） 
13：00～ 2020 年度定時総会 新潟ユニゾンプラザ 

15：00～ 全体研修「各部門の活動をご紹介！」 web研修（zoom） 

２０日（土） 10：00～12：00 
ぱあとなあ新潟実務者研修（兼上越地区研修） 

「任意後見と家族信託」 
web研修（zoom） 

２７日（土） 10：00～12：00 
生活支援班 Zoom de 講座「with コロナ時代

の生活支援を公的扶助から考える」 
web研修（zoom） 

２８日（日） 13:30～16：30 基礎研修Ⅰ集合研修①／新入会員説明会 
web参加を推奨 

（燕市老人集会センター） 

◆2020 年７月 

日程 時間（予定） 内容 会場（予定） 

１１日（土） 

10：00～12：00 
高齢者支援班新潟地区勉強会「障害年金制度を

学ぶ会」 
web研修（zoom） 

時間未定 
ソーシャルワーカーデーin にいがた 2020（web

配信プログラム） 
web研修（zoom） 

２５日（土） 9：00～17：00 国家試験受験対策講座（1 日目） 
web参加を推奨 

（新潟ユニゾンプラザ） 

 

編集後記 
 新型コロナウイルス感染症の中でも出来ることを、と 3 月末頃から web研修・web 会議の導入対応に取り組んでき
て、ようやく少し慣れてきた感じがします。毎週なんらかの web 会議で役員・委員のみなさんとお会いしているのですが、
web で会えばあうほど、早く実際にお会いしたいよ～！と思うものです。 
 さて、そんな私の最近の癒しは全世界で爆売れしているゲーム「あつまれどうぶつの森」。自分の島で釣りをしたり虫を取っ
たり海辺で貝殻を拾ったり DIY したりしてます（ゲームの中で）。基本ぼっちで黙々とやってますが、たまに誰かと互いの島
を行き来してみたくなります。  （は） 

 

http://csw-niigata.sub.jp/）でもご
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送付先 （公社）新潟県社会福祉士会事務局  FAX:０２５－２８１－５５０４ 

                       

「2020 年度入会促進（紹介）キャンペーン」専用申込書 

 

 

2020 年 4 月 1 日以降の新入会員として、現会員の紹介により新規にご入会いただいた方（再入会の方は除きま

す）と、紹介した会員の方へ、当会の研修受講費に充当できる研修クーポン（5,000 円相当）をプレゼン

ト！ 

未加入の社会福祉士取得者をぜひご紹介ください！ 

 

・既に入会申込書を送付済みの場合も、紹介者がいる場合は対象となります。 

・紹介いただいた方の 2020 年度内新規入会手続きを確認でき次第、研修クーポンを紹介

した方・された方双方にお送りします。 

・研修クーポンには使用期限があります。また、ナンバリングにて使用管理を行い、本人 

のみ使用可（他者への譲渡は不可）となります。 

申込日：   年    月    日 

紹介する人（現会員） 

氏名  会員番号  

連絡先 
電 話：                FAX： 

メール： 

 

紹介される人（新規入会申込者） 

ふりがな 

氏名 

 社会福祉士登録番号 

  

所属先・勤務先等 
所属先名： 

職種： 

紹介者との関係  

入会申込 

書類 

送付先 

※既に入会申込書類をお持ちの方は記入の必要はありません。 

□自宅   □勤務先 

〒 

 

連絡先 
電 話：                FAX： 

メール： 

備考（ご質問やご要望が

あればご記入ください） 
 

 

 


