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◇今回同封の研修案内 

・全国地域生活定着支援センター協議会関東甲信越ブロック専門研修～「ひとりにしない」という支援（10/23 実施） 

・高齢者支援班下越地区・オンライン事例検討会（11/7 実施） 

・福祉関係者のための成年後見活用講座・ステップアップ編（web 実施、11/17 および 11/27 実施） 

 

 

◇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 （2020.8.31 時点） 

正会員 1,285 名 
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当会では以下の研修を「Zoom」で予定しています  2020.9.28 現在 
 

  

 新型コロナウイルス感染防止対策として、当会では web での会議・研修に引き続き取り組んでいま

す。現在、担当部門により下記の研修が web（Zoom を使用）で予定・企画されていますので、ぜひ

参加をご検討ください。 

 

■地域生活定着支援センター担当 

 「ひとりにしない」という支援～誰もが地域で暮らし続けるために～ 

（全国地域生活定着支援センター協議会関東・甲信越ブロック専門研修として実施） 

  日時）2020 年 10 月 23 日（金）9 時 30 分～12 時 10 分 

  対象）関心のある方はどなたでもご参加いただけます（無料） 

  講師）奥田 知志 氏（特定非営利活動法人 抱撲） 

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。 
 

■会員活動部・高齢者支援班（下越地区）担当 

オンライン事例検討会～地域で暮らしたい。過疎地域でサービスが少ない条件下での支援を考える  

日時）2020 年 11 月 7 日（土）14 時～16 時 

  対象）当会会員 ほか、福祉・医療関係者をはじめ関心のある方（当会会員は無料） 

  参加方法）web 参加のみ（Zoom ミーティングを使用）  ★詳細は今回同封の案内文書をご覧ください。 

 

■企画部・法人研修班担当 

福祉関係者のための成年後見活用講座・ステップアップ編   

日時）2020 年 11 月 17 日（火）、11 月 27 日（金）9 時 10 分～16 時 30 分 

        ※同内容で 2 回実施します。いずれか 1 日にご参加ください。 

  対象）福祉・医療・保健等関係者（サービス事業所や相談機関等の職員）、行政担当職員、社協担当職

員、 その他高齢者や障害者の権利擁護支援に携わる方 

  参加方法）web 参加のみ（Zoom ミーティングを使用） ★詳細は今回同封の案内文書をご覧ください。 

 

相談援助スキルアップセミナー 「スティグマとジレンマの間～がんばれソーシャルワーカー～（仮）」 

  日時）2021 年 1 月 22 日（金）午後 

  講師）中村 健 氏（新潟大学歯学部口腔生命福祉学科 准教授／元生活保護ワーカー） 

  参加方法）web 参加のみ（Zoom ミーティングまたはウェビナーを使用予定） 

★詳細を鋭意検討中！決定次第、ホームページ、Facebook 等でお知らせしていきます。 

  

■権利擁護センターぱあとなあ新潟担当 

2020 年度 成年後見人材育成研修 

   7 月から開講予定でしたが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、一時中止しました。 

   改めて 2021 年 1 月から約 4 か月間の予定で、Zoom ミーティングを使用して実施する方向で調整中です。

詳細が決まり次第、今年度申し込みをいただいた方、および全会員へご案内します。今少しお待ちください。 
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■会員活動部・人材育成・SV 支援班担当 

2020 年度 社会福祉士実習指導者講習会 

  日時）【1 日目（講義系 3 科目）】 2021 年 2 月 13 日（土） 

       【2 日目（実習スーパービジョン論）】 2021 年 2 月 14 日（日）および 2 月 18 日（木） 

      ※2 日目はいずれかの日程で受講いただきます。 

参加方法）web 参加のみ（Zoom ミーティングを使用予定） 

★詳細が決定次第、ホームページ、Facebook 等でお知らせしていきます。 

 

 

日本社会福祉士会 e-ラーニングで新しい講座が配信されました 
 

  

日本社会福祉士会の e-ラーニング講座で、あらたに 2 つの講座の配信が開始されました。 

 

講座名等 時間 配信開始日 

ソーシャルワークにおけるケアマネジメントの方法 
講師：白澤 政和 氏 
（国際医療福祉大学大学院医療福祉学研究科） 

 
※負担金有り都道府県士会会員：無料 

負担金無し都道府県士会会員：2,200 円 

92分 2020年 9月 24日 

子ども虐待への視点 
 講師：栗原 直樹 氏 

（元児童相談所長、元十文字学園女子大学教授、日本

社会福祉士会副会長） 
 

※負担金有り都道府県士会会員：無料 

負担金無し都道府県士会会員：2,200 円 

85分 2020年 9月 25日 

 

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オンデマンドで受講（聴

講）することができるもので、コロナ禍の中でも学びを得る機会としてぴったりです！ 

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は「負担金有り都

道府県士会」となり、新潟県社会福祉士会の正会員のみなさまは、上記の新しいコンテンツも無料

で視聴できますので、ぜひご覧ください。会員以外の方が視聴できるものもあります。 

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

 

日本社会福祉士会主催の web 研修も多数！ 
 

  

■日本社会福祉士会主催研修情報（日本社会福祉士会ホームページへリンク） 

https://www.jacsw.or.jp/ShogaiCenter/kensyu/honkai/senmon/index.html 

日本社会福祉士会でも多くの研修が web で実施されています。参加をご検討ください。 

  

 ・2020 年度スクールソーシャルワーク全国実践研究集会（11/29、Zoom） 

 ・2020 年度意思決定支援セミナー（11/23、Zoom） 

 ・2020 年度司法福祉全国研究集会（1/16、Zoom）            など 

 

https://jacsw.informationstar.jp/
https://www.jacsw.or.jp/ShogaiCenter/kensyu/honkai/senmon/index.html
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高齢者支援班・新潟地区勉強会（web）報告 
 

  

令和 2 年 7 月 11 日、中越障害年金手続支援センター（あすか中央社会保険労務士法人）所長の佐

藤洋司氏を講師に招き「障害年金を学ぶ会」と題して web 研修会を開催した。佐藤講師の講義は障

害年金制度について丁寧で分かりやすく学べる内容だった。 

今回は 70 名を超える多数の方が参加された。多くの方が参加された要因は研修内容と会場に行か

なくても視聴できる web 研修だったからだと考える。web 研修は講義形式であれば十分活用できる

ものだと思った。 

担当委員は web 研修の運営は初めてなため、開催するか迷ったが、開催したことで web 研修運営

の基本が分かり今後に活かせるようになったことはよかった。 

お忙しいなか講師を引き受けてくれた佐藤講師、参加者のみなさま、サポートしてくれた事務局

に感謝申し上げます。 

（報告：高齢者支援班新潟地区委員 和田 健治） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

高齢者支援班・下越地区勉強会（web）報告 
 

  

8 月 8 日、Zoom ミーティングを使用して「はやし社会福祉事務所」の林正海氏による講義と事例

検討（グループワーク）を行った。地区研修として初めて Zoom を使用したが、講師からは対人援

助職として、会議や研修、実務での面接などに ICT を活用していくことの有効性など助言も受け

た。 

「新型コロナウイルス感染症に学ぶ  対人援助実践の在り方について考える会」と題した今回の勉

強会では、事例検討として新型コロナ感染において誹謗中傷を受けた事例を取り上げた。今回の参

加者の中には同様の事例に関わったり、差別や誹謗中傷への対応に葛藤を感じている方も複数おら

れ参加者の間で共感できる点も多かった。講師からの助言としては、アンガーマネジメントの視点

から加害者側の心理・背景を捉えること。できればアンガーマネジメントは知識の習得に留まら

ず、演習をとして体得することが望ましいことが挙げられた。また SNS による誹謗中傷については

リツイートなど中傷を増幅させる現代ならではのコミュニケーション媒体の攻撃性を理解しておく

ことが大切と学んだ。  

意見交換では新型コロナウイルスに感染した場合など想定し、自発的に正確な情報を発信するこ

と、家族や同僚と普段からシミュレーションするなど行動や心構えなど備えておくこと、アンガー

マネジメントの視点など学びの必要性等を共有でき、参加者は 11 名と少人数であったが今後の実務

や実生活に活かせる有意義な機会となった。 

（報告：高齢者支援班下越地区委員 中村 真治） 
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新潟県からの受託事業「地域包括支援センター職員等研修（初任者研修）」を実施しました  
 

  

8 月 17 日、8 月 28 日の 2 日間で「新潟県地域包括支援センター職員等研修（初任者研修）を新

潟ユニゾンプラザで実施しました（運営担当は高齢者支援班運営委員会）。 

今年 4 月、新型コロナの影響により、いちど県から「中止する」との連絡を受けましたが、その

後の県内の状況を鑑み、あらためて県で「実施」の判断がなされ、8 月に開催したものです。 

地域包括支援センターの業務に従事して 1 年未満の方、新たに地域包括支援センター担当となっ

て 1 年未満の市町村職員を対象に、地域包括支

援センター業務の基本的な知識等を習得するた

めの研修として毎年県が実施しているもので、

2020 年度から当会に研修運営業務が委託されま

した。 

例年 100 名程度の定員で実施していますが、

「3 密」を避けるため、今年度は定員を半分以

下（40 名）とし、グループワークをせず個人ワ

ークで代用するなど運営方法を変更するととも

に、受付での検温、消毒、換気、席の配置など

の感染症対策を講じたうえでの実施としまし

た。 

研修では、県高齢福祉保健課職員が地域包括

支援センターの法的位置づけについて講義し、

センターの各業務（総合相談、権利擁護業務、包括的・継続的ケアマネジメント支援業務、介護予

防マネジメント）について、当会の小山弓子理事、宮下美知子会員、佐藤正枝会員が分担して講義

を行いました。 

受講者アンケートからは、グループワークがない中でも有意義な研修であったことがうかがえま

した。コロナ禍ゆえ現在はやむを得ない状況ではありますが、本来であればグループワークでさら

に理解を深められたのではないかと思う部分も多々ありました。 

Web 研修を Zoom ミーティングで行う場合、「ブレイクアウトセッション」機能で小グループに分

けて話し合いを行うこともできますが、やはり、グループメンバー同士の関係を深めるには、直接

顔を合わせて一緒にワークを行うことに勝るものはありません。１日も早く、安心してグループワ

ークを行えるようになりますように！ 

 

8 月 28 日 理事会報告 
 

日時）２０２０年８月２８日（金）１０時００分～１１時５０分 

会場）新潟ユニゾンプラザ４階・小研修室３ 

出席）理事総数１６名 

   出席１２名  星井勝博 渡辺陽一 丸山径世 秋山武司 井上基之 遠藤真一 國兼明嗣  

小久保志乃 古澤圭 米澤大輔 

   監事総数２名 

   出席２名   梨本光枝 野島廣一郎 

 

■第１号議案 新規会員の承認について 

  ２０２０年５月１日～７月３１日の入会申込者について、正会員２１名、準会員２名、他県から

の転入正会員１名を承認。 

 

■第２号議案 新潟県地域密着型サービス外部評価の評価調査員養成研修機関指定の受託について 

  新潟県ではこれまで、地域密着型サービス外部評価調査員養成研修機関として「NPO 法人地域

生活サポートセンター（東京都）」を指定していたが、同法人より新潟県へ研修事業の廃止の届出が

あったことから、新潟県より当会を研修機関として指定したい旨の依頼があったもの。 
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  研修機関の指定受託を承認。 

 

■報告事項１ 再犯防止入口支援への新潟地方検察庁への協力について 

  地域生活定着支援事業（新潟県より受託）による、地域生活定着支援センターにおける刑務所か

らの出所者支援の実績をふまえ、新潟地方検察庁より当会へ、再犯防止入口支援への協力依頼があ

った。 

  ２０２０年度は試行期間とし、司法福祉に理解のある会員及び事務局担当者にて、法務省からの

依頼に応じて、不起訴又は起訴猶予処分相当の可能性のある障害者等に対しての社会復帰支援に向

けた助言・提案等を行う会員を派遣することとした。 

 

■報告事項２ ２０２１年度 新潟県社会福祉政策・編成予算に対する要望について 

  新潟県社会福祉協議会を中心に、毎年、次年度の県事業・予算に対し福祉団体から共同要望を行

っている。令和３年度（２０２１年度）の県政策への重点要望として、当会からは「包括的な相談

支援体制の構築・維持に向けた市区町村への社会福祉士配置促進」について提出することとした。 

 

■報告事項３ ２０２０年７月豪雨災害支援について 

  ２０２０（令和２）年７月に九州地方を中心に発生した豪雨災害への支援として、日本社会福祉

士会の災害活動支援金募集に対し、当会から５万円を寄付することとした。 

 

■報告事項４ ２０２０年度事業の実施状況について 

  各事業の担当理事および事務局より、２０２０年８月までの事業実施状況を報告した。 

  ・新型コロナウイルス感染症対策として中止となった研修もあるが、各部門において可能な範囲

で Zoom を使用した web 研修に取り組んでおり、一旦中止した「成年後見人材育成研修」につ

いても、web で年度後半から翌年度はじめにかけて実施を検討中。 

  ・評価事業については、２０２０年８月６日付厚労省通知により、社会的養護関係施設の第三者

評価受審について１年延期が認められたため、今年度実施予定だった４つの施設の評価実施が

２０２１年度に延期となった。 

 

 

新潟県の「コロナ感染症発生時の職員等応援体制作り団体説明会」に参加しました 
 

  

新潟県では、介護施設等で新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、当該施設等の介護職員等が入

院又は自宅待機となり、不足する職員を自法人でまかなうことができなくなった場合に、他法人等

から応援職員の派遣等ができるよう、体制の整備に向け準備を進めています。 

9 月 3 日、新潟県福祉保健部により【コロナ感染症発生時の職員等応援体制作り団体説明会】が

Zoom で開催され、当会からは、災害支援班担当理事の渡邊豊が参加しました。 

説明会では、県内の患者数の推移・病床等の整備状況・PCR 検査体制の状況、および職員等応援

体制整備案が県から説明されました。 

応援体制案では、コロナ感染症が発生した施設および法人内での職員確保・調整ができない場

合、県高齢福祉保健課が要請を受け、応援法人（①介護施設等を運営する他法人 ②県介護福祉士

会等 ③人材派遣会社）へ応援職員（介護職員等）派遣の依頼をする、ということです。 

質疑応答・意見交換では、応援職員への費用支弁について旅費に加え、手当を直接職員に支払う

ことを希望する意見や、訪問系への応援について入所系に比べ登録人数が少なくなる可能性がある

こと、ホームヘルパーは人材不足、高齢者が多くリスクが大きいなどの理由で応援が困難ではない

かとの意見が挙がりました。 

県高齢福祉保健課と県災害福祉広域支援ネットワーク協議会との事前の情報交換や連携の必要性

も感じました。 

（報告：理事（災害支援班担当）渡邊 豊） 
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新型コロナウイルス感染症に係る後見実務に関する実態把握調査結果 
 

  

 日本社会福祉士会からの依頼に基づき、ぱあとなあ新潟の名簿登録者のみなさまを対象にご協力

いただきました標記調査結果（概要）をご報告いたします。 

 ご回答いただきましたぱあとなあ新潟名簿登録者のみなさま、ありがとうございました。 

 

調査対象：（公社）新潟県社会福祉士会権利擁護センターぱあとなあ新潟名簿登録者 

調査期間：2020 年 6 月 15 日～2020 年 7 月 31 日 

調査方法：無記名アンケート（Google フォームを利用／メールで依頼） 

回答者数：53 名 

 

調査結果 

  

１ ご本人と面会できなかったときの、ご本人の状態把握の方法（複数回答可） 

 

 
※その他の回答内容／（ ）の数字は回答者数：オンライン面接（1） 

毎月本人宛にハガキを送っている（1） 

入所施設から写真が届き、加えて電話にて状況を確認した（1） 

 

 

２ 上記質問でチェックを入れた方法について、過去 6ヶ月間に最も多く実施した方法（択一） 
【概要】 

・「親族等以外の本人の支援者（施設・事業所の職員等）と電話やメール等で連絡をとって確認」が最

も多く（45.3％）、次いで「親族等以外の本人の支援者（施設・事業所の職員等）と会って確認」

（32.1％）だった。 

・支援者の協力を得たものも含めて、「電話やメール等での直接の本人との連絡」を最も多く実施した

と回答したのは 9.5％だった。 
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本人と直接電話等で会話

本人とメールやLINEなどを使って連絡

支援者の協力のもと、本人と電話やメール・LINEなどを使って

連絡

本人の親族等と会って確認

本人の親族等と電話やメール等で連絡をとって確認

親族等以外の本人の支援者（施設・事業所の職員等）と

会って確認

親族等以外の本人の支援者（施設・事業所の職員等）と

電話やメール等で連絡をとって確認

その他
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３ 新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、ご本人への生活支援について支援関係者とはどのよう

な形で連携を行ったか、今回の状況下での実践内容と感じた課題について（自由記載） 

【概要】 

・施設サービスを利用しているご本人については、施設の感染症対策を順守しながら、主には施設職員

との定期的な電話連絡、メールのやり取りなどで連携し、ご本人への必要な支援を継続したという主

旨の記述がほとんどだった。ご本人とのオンライン面談（ビデオ通話）などが可能だった事例はごく

わずかだったようである。 

・在宅生活のご本人については、互いの健康状況を確認しながら、マスク着用、面談を極力短時間にし

電話等でフォローする、などの感染防止対策の上で、後見人等はご自宅への訪問を実施している。マ

スクの入手や、ご利用者自身にマスク着用や手洗いの徹底いただくことが困難であったり、住環境や

身体状況からソーシャルディスタンスを保っての面談は難しい状況があった旨の記述も見られた。 

・在宅生活の方の場合は通常以上に関係事業所との連携を密にしたという記述や、一方で、ケアマネー

ジャー等とうまく連携が取れなかったという記述や、支援関係者からの後見人等への状況報告を十分

に得られなかった旨の記述も見られた。 

・施設利用の方・在宅の方いずれの場合も、平時からの支援関係者との信頼関係を構築していることが

非常に重要であることがうかがえる。 

・課題としては、ご本人と会えないことでの、ご本人との関係の希薄化、心身の状況や想いを直接確認

できない不安や歯がゆさ、外出等を制限されたご本人のストレスについて、また、前述の支援関係者

との連携などが挙げられていた。 

 

４ 特別定額給付金申請や受給に関して、支援の実践状況や感じた課題（自由記載） 
【概要】 

 ・後見人等としての代理申請にあたっては、スムーズに実施できた、特に課題は感じなかったという後

見人等がほとんどであったが、代理人申請の添付書類の多さ（煩雑さ）に関する記述も目立った。 

 ・申請書が後見人等に転送されなかった、ご本人の自宅（住民票住所）に届いたことにより不都合が生

じた旨の記述も散見された。また、世帯主の口座への一括振込により「虐待認定」がされていないケ

ースではご本人自身が給付金を受け取れないなど、ご本人の権利の面から制度の課題を指摘する記述

もあった。 

 

５ （該当する場合のみ）新型コロナウイルス感染が疑われた被後見人等に対し、実践した対応や

感じた課題（自由記載） 

【概要】 

  ぱあとなあ新潟名簿登録者が支援している被後見人等には該当の事案はなかった。 

 

６ その他、新型コロナウイルス感染拡大の状況下において、後見人等として取り組んだこと、課

題として感じたこと（自由記載） 

【概要】 

 ・後見人等として取り組んだこととして、後見人等自身の感染防止徹底、ご本人と会えないぶん

施設職員等支援関係者とのより緊密な連携、急変時の対応方法の確認、また、ビデオ会議など

のための ICT機器の導入、などが挙げられた。連携連絡の機会が増えたことにより支援関係者

との信頼関係の構築につながったという記述もみられた。 

 ・課題としては、障害等の状況により、暮らしの制限によるご本人の精神状態の変化があった

り、ご本人自身が感染予防に気を付けた対応を取ることができないなどの困難さ、事業所の自

粛により万が一サービス提供がストップした場合の対応、後見人自身がウイルスに感染した場

合の対応などが挙げられた。 
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新しい「社会福祉士の倫理綱領」が 6 月 30 日に採択されました。 
 

  

2014 年 7 月、国際ソーシャルワーカー連盟（IFSW）国際会議（メルボルン会議）において、2000

年の「ソーシャルワークの定義」の改正案「ソーシャルワーク専門職のグローバル定義」（Global 

Definition of Social Work、以下、新グローバル定義）が採択されました。 

この新グローバル定義を受け、日本ソーシャルワーカー連盟（日本社会福祉士会、日本ソーシャル

ワーカー協会、日本医療社会福祉協会、日本精神保健福祉士協会）において改訂作業が進められ、2020

年 6 月 30 日に新しい倫理綱領が採択されました。 

 

■新しい「社会福祉士の倫理綱領」 

■「ソーシャルワーカーの倫理綱領」の策定及び改訂作業の経緯 は下記 URL から 

https://www.jacsw.or.jp/01_csw/05_rinrikoryo/index.html 

■「ソーシャルワーク専門職のグローバル定義」 は下記 URL から 

   https://www.jacsw.or.jp/06_kokusai/index.html 

（※いずれも日本社会福祉士会ホームページへリンク） 

 

 

福祉サービス第三者評価、地域密着型サービス外部評価の【評価結果】の見方 
 

  

 「あいエイド新潟」を担当部門として当会が評価機関として実施しております「福祉サービス第

三者評価」と「地域密着型サービス外部評価」。 

会員のみなさまは、評価結果をご覧になったことがおありでしょうか。 

それぞれの評価事業で評価調査者が作成する「評価結果（報告書）」は、インターネットで確認す

ることができます。 

みなさまの地域のサービス事業所の取り組みを確認いただける方法のひとつとなりますので、ぜ

ひご覧になってみてください。 

 

■地域密着型サービス外部評価 

 ・新潟県において外部評価機関による評価の対象となっているのは、認知症高齢者のグループホー

ムです。 

 ・グループホームで提供されているサービスの質について、グループホーム自身が実施する自己

評価に基づき、評価機関が外部評価を実施します。 

・外部評価は、グループホームによる自己評価の客観性を高め、サービスの質の改善につなげて

もらうことを目的に実施するものです。 

・入所している認知症高齢者の権利擁護のため、グループホームには毎年、自己評価と外部評価の

実施が義務付けられています（一定の要件を満たすことで外部評価は２年に１回にすることがで

きる） 

・外部評価では、県が定める養成研修を修了した調査員が２名１組でグループホームを訪問し、

事前に提出された自己評価等の資料に基づき、職員へのヒアリングや場面観察、記録の確認な

どを行います。利用者本位の視点に立ち、県が定める評価項目にそって外部者としての客観的

な気づきや自己評価との異同などをふまえて評価結果報告書として作成します。 

・評価結果は、WAMNET（独立行政法人福祉医療機構ホームページ）で公開されます。 

 https://www.wam.go.jp/wamappl/hyoka/003hyoka/hyokanri.nsf/aHyokaTop?OpenAgent 

（上記の URL は、WAMNET の評価結果の検索ページです。ぜひご覧ください） 

 

https://www.jacsw.or.jp/01_csw/05_rinrikoryo/index.html
https://www.jacsw.or.jp/06_kokusai/index.html
https://www.wam.go.jp/wamappl/hyoka/003hyoka/hyokanri.nsf/aHyokaTop?OpenAgent
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■福祉サービス第三者評価 

 ・当会は、新潟県から認証された「新潟県福祉サービス第三者評価機関」としての評価と、全国社

会福祉協議会から認証された「社会的養護関係施設第三者評価機関」としての評価を行ってい

ます。 

 ・新潟県福祉サービス第三者評価の対象となっているのは、高齢福祉施設・事業所（特養、短

期、デイなど）、障害福祉施設・事業所（障害者支援施設、通所系サービス事業所など）、救護

施設、児童福祉施設（保育所、児童館など）です。受審は施設・事業所の【任意】です。 

 ・社会的養護関係施設第三者評価の対象となっているのは、児童養護施設、乳児院、母子生活支

援施設、児童自立支援施設、情緒障害児短期治療施設（※）です。これらの施設は、1 年に 1 回

の自己評価、3 年に 1 回の第三者評価受審が義務となっています。 

  （※現在、新潟県には情緒障害児短期治療施設はなし） 

・外部評価では、県または全社協の養成研修を修了した調査者２名以上がチームとなり、「書面調

査（提出された自己評価等の資料に基づく）」、「利用者調査」、「訪問調査」を主なプロセスとし

て評価を実施します。利用者本位の視点に立ち、県および全社協が定める評価基準にそって第

三者としての客観的な気づきや自己評価との異同などをふまえて評価結果報告書として作成し

ます。 

・「新潟県福祉サービス第三者評価」の結果は、施設・事業所の同意が得られた場合に新潟県（福

祉保健部 国保・福祉指導課）のホームページで公表されています。ぜひご覧ください。 

 評価結果 https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/shidoushitsu/1197846935606.html 

  （※高齢福祉関係施設、障害福祉関係施設、児童福祉関係施設 と分野ごとにページがわかれます） 

 評価結果の見方（解説）https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/shidoushitsu/1224180109850.html 

 ・「社会的養護関係施設第三者評価」の結果は、全国社会福祉協議会のホームページで公表されてい

ます。ぜひご覧ください。 

  評価結果（検索） http://www.shakyo-hyouka.net/search/index.php 

 

 

 

社会福祉士の求人情報 
 

■特別養護老人ホーム生活相談員 募集 

勤務先名称 
社会福祉法人けやき福祉会 

特別養護老人ホームあい・いからしの郷あじさいホーム 

住所 新潟市西区上新栄町 3-4-77 

職種・人数 生活相談員 1 名 

勤務開始時期 2020 年 10 月～随時 

雇用形態等 

正社員 

基本給：20～24 万円（経験考慮）職務手当：1 万円 通勤手当：上限 1 万円 

年間休日：107 日 賞与：年 2 回（前年度実績）  

その他お問い合わせください。 

お問い合わせ先 社会福祉法人けやき福祉会 TEL:025-260-7800（担当：天城まゆみ） 
 

 

 

 

 

 

https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/shidoushitsu/1197846935606.html
https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/shidoushitsu/1224180109850.html
http://www.shakyo-hyouka.net/search/index.php
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会員のみなさまへ（各種お知らせ、お願い） 
 

■新潟県立大学のアンケートを同封しています。ご協力ください  
 

新潟県立大学より、社会福祉士会会員のみなさまへ「教育の高度化に関するアンケート」の協力

依頼があり、今回、アンケート票・返送用封筒などを同封しております。 

ご確認いただき、ご協力をお願いいたします（返送締め切りは 2020 年 10 月 31 日）。 
 

■メールアドレスのご登録をお願いいたします  
 

当会では、メールアドレスをお知らせいただいている会員のみなさまへ、研修案内やホームペー

ジ更新情報など会からのお知らせやご連絡事項を、随時電子メールで配信しております。 

新たに電子メールでのお知らせを受け取りたい方、メールアドレスを変更したい方は、下記の通

りメールアドレスのご登録をお願いいたします。 

【メールアドレスご登録（変更）方法】 

njacsw@poplar.ocn.ne.jp へ、登録したいメールアドレスからメールをお送りください。その際、

メール本文にて氏名・会員番号をお知らせいただき、メールの件名は「メールアドレス登録希望」

としてください。 

 

■最近当会に届いた他団体の刊行物 
 

・全社協 

「月間福祉 8・9月合併号（特集：福祉現場で安全・安心に働くこととは）」 

「月間福祉 10月号（特集：SDGsは福祉に何をもたらすか）」 

・新潟県社会福祉協議会 

「令和 2 年度成年後見制度に関する実態把握調査結果」（令和 2 年 8 月） 

・新潟県医療ソーシャルワーカー協会 

「平成 30 年度 活動報告集」（令和 2 年 1 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 9 月 25 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 9 月 

日程 時間（予定） 内容 会場（予定） 

９日（水） 19：00～20：30 
法人研修班運営委員会（相談援助スキルアップ

セミナー打ち合わせ） 
web（zoom） 

１７日（木） 18：30～ 障害者支援班運営委員会 web（zoom） 

１９日（土） 9：30～16：45 
2020 年度社会福祉士国家試験受験対策講座 

（3 日目） 

web（zoom） 
（一部新潟ユニゾンプラザへ

の来場あり） 

２０日（日） 13：00～ ぱあとなあ新潟・本部運営委員会 新潟ユニゾンプラザ 

２３日（水） 19：00～ 福島県復興支援員ミーティング web（zoom） 

２６日（土） 9：30～ 
人材育成・SV 支援班運営委員会（実習指導者

講習会打ち合わせ） 
web（zoom） 

２７日（日） 13：30～ 
高齢者支援班運営委員会（県研修（施設職員向

け虐待防止研修担当チーム） 
web（zoom） 

mailto:njacsw@poplar.ocn.ne.jp
http://csw-niigata.sub.jp/）でもご
http://csw-niigata.sub.jp/）でもご
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２８日（月） 19：00～ 
法人研修班運営委員会（相談援助スキルアップ

セミナー打ち合わせ） 
web（zoom） 

３０日（水） 18：00～ ぱあとなあ新潟・佐渡地区研修 相談支援事業所そらうみ 

◆2020 年 10 月 

日程 時間（予定） 内容 会場（予定） 

３日（土）  
【日本社会福祉士会】都道府県社会福祉士会会

長会議（星井会長出席予定） 
web（zoom） 

４日（日） 13：00～ 研修の在り方検討会 web（zoom） 

１０日（土） 9：30～16：45 
2020 年度社会福祉士国家試験受験対策講座 

（4 日目） 

web（zoom） 
（一部新潟ユニゾンプラザへ

の来場あり） 

１１日（日） 9：30～15：30 基礎研修Ⅰ・集合研修② 

web（zoom） 
（一部新潟ユニゾンプラザへ

の来場あり） 

１５日（木） 18：30～ 障害者支援班運営委員会 web（zoom） 

１７日（土） 13：00～17：00 
【日本社会福祉士会】全国生涯研修委員会議
（生涯研修センター・稲田泰紀理事、伊藤裕輔委員

出席予定） 

web（zoom） 

１８日（日）  社会福祉士国家試験全国統一模擬試験 在宅受験 

２１日（水） 19：00～ 福島県復興支援員ミーティング web（zoom） 

２３日（金） 
9：30～16：30 

全国地域生活定着支援センター関東甲信越ブ

ロック専門研修会 

web（zoom）および新潟

ユニゾンプラザ 

18：30～ 内部役員会 web（zoom） 

２４日（土） 13：00～16：00 

【日本社会福祉士会】都道府県社会福祉士会災

害担当者会議（災害支援班・渡邊豊理事、本多博樹

委員出席予定） 

web（zoom） 

２５日（日） 13：00～ 
高齢者支援班運営委員会（県研修（施設職員向

け虐待防止研修担当チーム） 
web（zoom） 

３１日（土） 13：30～17：00 

【日本社会福祉士会】都道府県ぱあとなあ連絡

協議会（ぱあとなあ新潟・渡辺信也理事、田崎事務

局長出席予定） 

web（zoom） 

◆2020 年 11 月 

日程 時間（予定） 内容 会場（予定） 

１日（日） 9：30～16：45 
2020 年度社会福祉士国家試験受験対策講座 

（5 日目） 

web（zoom） 
（一部新潟ユニゾンプラザへ

の来場あり） 

７日（土） 14：00～16：00 高齢者支援班・下越地区研修（事例検討会） web（zoom） 

１５日（日）  
2020 年度社会福祉士国家試験受験対策講座・

模擬試験 
在宅受験 

１７日（火） 9：10～16：30 
福祉関係者のための成年後見活用講座・ステッ

プアップ編 
web（zoom） 

２０日（金） 10：00～ 理事会 新潟ユニゾンプラザ 

２７日（金） 9：10～16：30 
福祉関係者のための成年後見活用講座・ステッ

プアップ編 
web（zoom） 

 

編集後記 
 9 月に入ってもまだ暑いね～などと最近まで言っていたかと思えば、急に朝晩冷え込むようになり、でもやっぱり日中はちょ
っと暑いぞ…？というなかで、何を着たらいいか、寝るときに何をかけたらいいか毎日迷ってはうまくちょうどよくならない…という
日々です。が、意識的に感染防止策を講じているおかげで、今年は、毎年おこる季節性の咳ぜんそくがおこらずに済んでま
す！時節柄、みなさまもお身体にはくれぐれもご注意ください。（は） 

 


