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◇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。
☆3 月 12 日から「ナラティブ・アプローチ」の講座の配信が開始しています（約 90 分／講師：駒澤大学 荒井浩道
教授）
。新潟県社会福祉士会正会員のみなさまは無料で視聴できます。

■入会状況
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ぱあとなあ新潟基本方針等へのパブリックコメントへのご協力、ありがとうございました
ぱあとなあ新潟担当理事 渡辺 信也
2020 年 12 月、ぱあとなあ新潟が抱える組織的な課題と限界をふまえ、今後の後見人等候補者の推
薦やぱあとなあ新潟の運営に関する基本方針（案）と推薦基準（案）を作成し、前号の事務局だより
や「ぱあとなあ新潟通信」
、ホームページを通じて会員のみなさまからのパブリックコメントを募集
いたしましたところ、7 名の方からパブリックコメントをお寄せいただきました。貴重なご意見をい
ただき、誠にありがとうございました（※なお、パブリックコメントは 2021 年 1 月 15 日で募集を
締め切りました）
。
お寄せいただいたご意見をふまえ、2021 年 1 月 29 日にぱあとなあ新潟本部運営委員と各地区運営
委員による協議を実施し、基本方針（案）・推薦基準（案）の内容を改めて検討いたしました。
特に、受任件数のめやすや経過措置に関して
・2021 年度に 25 件以内という経過措置を設けることで、2021 年度からの受任調整や対応策に
誤解や混乱を招く。
・直近の対応実績から、ぱあとなあ新潟として会員の交代等に対応できる限界値は 20 件がギリギ
リであり、経過措置とはいえ対応が困難な数値（25 件）の提示には無理がある
という委員の意見が大勢であり、結果、受任のめやす数について、2021 年度の経過措置（経過的対
応）は設けないこととなりました。
その後、2021 年 2 月 26 日の理事会で基本方針（案）・推薦基準（案）を上程し承認されました。
なお、受任件数のめやすについて、会員間で誤解が多い様子が見受けられるため、改めて下記の通
りご説明させていたただきます。
■受任件数のめやすの考え方
会員の急病等により後見人等を交代する必要が生じた場合に「ぱあとなあ新潟が組織として支援可
能な限界値」を示したものです。
会員の有事に被後見人等に不利益を生じさせないための組織としてのリスク対策であるとご理解
いください。
■会員個人の受任件数を強制的に制限するものではないということ
上述の通り、あくまでも「組織として支援可能な件数」のめやすであり、会員個人の受任件数に強
制的な上限を設けるものではありません。
ぱあとなあ新潟が組織として支援できるのは 20 件までとし、その限界値を超える件数の受任につ
いては、会員個人が自らの責任において自身の後見活動のリスクマネジメント（後見活動が継続でき
ない場合に備えて、交代可能な他会員の確保や個人事業のリスクマネジメント計画を提出していただ
く予定です）を講じていることを確認できれば、推薦しないというものではありません。
この改正は 2021 年 4 月より実施いたしますが、現に受任している件数が 20 件を上回っていると
しても、その辞任等を求めるものではありません。
ぱあとなあ新潟としても可能な限り会員のみなさまの後見活動を支援いたしますが、後見人自身に
何かあった場合に被後見人等に不利益を生じさせない方策について、会員のみなさまご自身も備えて
おいていただくよう重ねてお願い申し上げます。
今回お寄せいただいたパブリックコメント内容に対する回答は、当会ホームページ内「会員専用ペ
ージ」に掲載いたしますのでご確認ください。
（HOME ＞ 会員の方へ ＞ ぱあとなあ）
パブリックコメントをお寄せいただいた方には重ねて御礼申し上げますとともに、会員のみなさま
には引き続き当会の活動へのご参加とご協力を心よりお願い申し上げます。
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2021 年度の事業計画案、収支予算案について
2021 年 2 月 5 日の内部役員会を経て、2 月 26 日の理事会にて、2021 年度の事業計画案・収支予
算案が承認されました。
■法人としての 2021 年度重点取り組み事項
【コロナ禍における「学びの機会の提供」を継続】
【会員の専門性の地域還元】
【会員拡大と、会員の会活動への参画の促進】
■新潟県内の福祉の向上に寄与するという本会の目的を推進するため、権利擁護事業や福祉サービ
ス評価事業、社会福祉に関する知識・技術の普及啓発や社会福祉士の質的向上に向けた各種研
修・講座などについては、2020 年度継続的に実施した「研修の在り方検討会」での協議を念頭
におきつつ、引き続き各部門運営委員会を中心に実施していきます。
（※「研修の在り方検討会」の議事録は、追って当会ホームページで公開予定です）
■2021 年度の当初予算は 78,859 千円見込み（前年度（2020 年度）の当初予算は 68,447 千円）
。
・2021 年度当初予算のうち、公益目的事業費は 69,259 千円。新潟県地域生活定着支援センタ
ーの業務内容が拡大することに伴い、地域生活定着促進事業費が大きく増額した予算となっ
ています。
・また、公益目的事業のうち、
「地域密着型サービス外部評価」について、2021 年の介護保険
改正により外部評価方法が選択制（外部評価機関による実施、または運営推進会議での実
施）となる予定であることを鑑み、評価実施件数を前年度の 3 割程度で算定しました。
・その他事業（調査研究、日本社士会支援）費は 7,576 千円、管理費は 2,024 千円となってい
ます。
■活動内容の特記事項
・2020 年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、基礎研修Ⅰをオンライン実施、Ⅱ・Ⅲ
を中止としました。2021 年度は、基礎研修Ⅰ、Ⅱ、Ⅲともにオンラインでの実施とします。
・成年後見人材育成研修は、2020 年度はオンラインで実施しました（2021 年 1 月 31 日～4 月
17 日）
。2021 年度については、前年度に基礎研修Ⅲを中止したことから研修受講対象が少な
い見込みであり、成年後見人材育成研修は実施しない予定です。
・社会福祉士実習指導者講習会は、2020 年度はオンラインで実施しましたが、2021 年度は実
施しない予定です。
2021 年度事業計画案、2021 年度収支予算案の全容は、当会ホームページに掲載いたしますので
ご確認ください（HOME ＞ 当会について ＞ 公開情報）
。

2020 年度の基礎研修Ⅰ、オンラインで終了しました
2021 年度は基礎研修Ⅰ、Ⅱ、Ⅲともにオンラインで実施します
2020 年、新型コロナウイルス感染症予防の観点から、対面での研修とグループワークを開催する
ことが困難であることを理由に、基礎研修Ⅱ、Ⅲの開講を取りやめました。受講中の皆さまには大
変なご迷惑とご心配をおかけしました。
基礎研修Ⅰをオンラインで開催することにより、オンライン環境下での研修開催が可能であると
判断し、“学びの歩みを止めない”を理念に 2021 年度はオンラインによる基礎研修を実施します。
＊基礎研修の詳細については、同封の別紙チラシを参照ください。また、当会ホームページにも
掲載しています（HOME ＞ 研修・講座）
【あらためて ～基礎研修とは～】
全国の社会福祉士会共通の「生涯研修制度」は、社会福祉士である会員が段階的・計画的なスキル
アップを目指して自己研鑽を積んでいくことを支援する制度です。
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「生涯研修制度」の課程は【基礎課程】と【専門課程】から構成されており、【基礎課程】は入会し
て最初に受けていただきたい研修課程です。基礎研修Ⅰ、Ⅱ、Ⅲの 3 つの研修からなり、社会福祉
士として必要な基礎知識を 3 年間（※最短）かけて学んでいきます。
『どんなに大きくても良いのが夢、どんなに小さくてもいいのが幸せ』
利用者さんのために、自分のために一緒に学びを深めていきましょう。
（生涯研修センター担当理事 稲田泰紀）

相談援助スキルアップセミナー＠Zoom 実施報告
法人研修班では、2021 年 1 月 22 日（金）に今年度の「相談援助スキルアップセミナー」をオンラ
イン（Zoom ミーティング）で実施しました。
今回は「スティグマとジレンマの間（はざま）で～ソーシャルワーカーへの YELL（エール）を込
めて～」と題して、講師には元新潟市の生活保護ワーカーで、現在は新潟大学歯学部口腔生命福祉学
科の准教授・中村健さんをお迎えしました。
現代社会に存在するスティグマについて意識したり、日々の実践の中で生じるジレンマの構造を考
えてみたり、ソーシャルワーカーの倫理綱領を振り返ったりしながら、どうしたらニュートラルな支
援が可能になるのか、ソーシャルワーカーとして大切にしなければならないものは何か、などを改め
て考える機会としていただけたのではないかと思います。
冒頭に音声トラブルが生じ、受講者のみなさま、講師の中村さんには大変ご迷惑をおかけいたしま
した。
ご参加いただきましたみなさま、本当にありがとうございました！

高齢者支援班・魚沼地区勉強会「身寄りのない人への支援」報告
高齢者支援班・魚沼地区では、2021 年 1 月 23 日、
「困難事例の対応力を高める 2020／身寄りのな
い人への支援～県内初の魚沼市のガイドラインから学ぶ～」と題したオンライン勉強会を実施しまし
た。会員 18 名、非会員 12 名からご参加いただき、Zoom ミーティングを使用した講義とグループワ
ークを行いました。
最初に、
「身寄りなし問題研究会」の会長・須貝秀昭氏（当会会員）より現在の身寄りなしの問題に
ついて、また、魚沼市社会福祉協議会・佐藤直樹氏（当会会員）より魚沼市が作成した身寄りのない
人への支援ガイドラインについての説明をいただきました。
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須貝氏においては、身寄りなし研究に長年取り組まれ、多様な
場面で問題提起をされてこられました。
「身寄りなし」の問題は、
現代社会において大変大きな問題となってきています。現行の社
会福祉制度のみならず、様々な制度を利用することにより、身寄
りなし問題にアプローチすることが大切であると感じました。
佐藤氏からは、魚沼市の現状をふまえ、新潟県でも初めてと思
われるガイドラインの作成の経緯、苦労について説明をいただき
ました。魚沼市は高齢者率が高く、医療体制等の社会資源が乏し
い中、どのように身寄りのない方々を支援していくのかお話いた
だきました。魚沼市には元々、関係者間の横のつながり・ネット

事務局から講義をする須貝さん

ワークがあり、誰かしらが即対応していた、という説明が心に残
りました。魚沼市が作成したガイドラインは画期的な取り組みであると感じ、この問題に対して必要
かつ参考になる内容でした。
講義終了後は、Zoom のブレイクア
ウトルーム機能を使ったグループワー
クを行いました。行政、施設職員、在
宅サービス、医療関係者とそれぞれの
立場から意見交換を行いました。身寄
佐藤さんは魚沼からリモートで

りがいない方々の課題についてどのよ
うに対応していくか議論が繰り返され
ました。

（報告：高齢者支援班・魚沼地区運営委員 桒原勝彦）

成年後見人材育成研修がオンラインで開始しました
今年度の「成年後見人材育成研修」の集合研修が、1 月 31 日
から開始しました。新型コロナウイルス感染拡大防止の観点か
ら Zoom ミーティングを使ったオンライン研修とし、新潟県内
の受講者 26 名、県外の受講者 43 名という大所帯で実施してい
ます。
複数回の Zoom 接続テストをしたり、課題提出の方法（Google
フォームやメール）
、資料の提供方法（メール送付やダウンロー
ド）
、当日の受講確認の方法（カメラ使用のルールなど）など、
さまざまなツールを活用したり手引きやマニュアルを作成する
などしながら、なんとか頑張って対応しております。
集合研修は全 4 日間、4 月 17 日まで続きます。最終日の演習では、青森・群馬・岡山・広島・熊
本・島根の 6 県士会ぱあとなあから、リモートでチューターとしてご協力いただく予定です。

社会福祉士実習指導者講習会 オンラインで終了しました
2021 年 2 月 13 日（土）
・14 日（日）
・16 日（火）、社会福祉士実習指導者講習会を実施し、83 名
の方が修了されました。
新型コロナウイルス感染防止のため Zoom ミーティングを使用してオンラインで実施することと
し、秋頃から講師・スタッフとで、特にオンラインでの演習の進め方について何度も話し合い、何度
もリハーサルを行って準備してきました。
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研修初日（13 日）は、実習指導概論・実習マネジメント論・実習プログラミング論の 3 つの講義系
科目の日でしたが、7 時間みっちりオンラインで講義を受けるというとってもハードな形でした…。
2 日目（14 日と 16 日で受講者をわけました）は、実習スーパービジョン論。こちらも 7 時間とい
う長丁場でしたが、演習が中心であり、Zoom の『リアクション（反応）
』や『チャット』の機能を使
って受講者の皆さんから『挙手』してもらったり『意見』を出してもらったり、また、
『ブレイクアウ
トルーム』機能で 3 人 1 組でのロールプレイをしてもらいました。スーパービジョン論終了時には受
講者からチャットで「楽しかった！」との感想もいただき、主催側としても、オンラインでもここま
で演習ができるんだな…と感じました。
研修の効果や、研修を通じたネットワークづくりなどを考えると、直接顔を合わせてコミュニケー
ションを取れる日が戻ってくることを心から願うところですが、今後も、ICT もうまく取り入れなが
ら多様な学びの場を作っていけたらと思っています。

ぱあとなあ下越地区研修（1/23）報告
会員 8 名参加。今年度初めての開催。他地区が Zoom ミーティング（オンライン）で開催している
中で、当地区では、マスク着用、換気や座席間隔をあけるなどの感染予防対策をとったうえで、従来
からの対面での集合研修として実施した。
はじめに、地区運営委員より、
「ぱあとなあ新潟」通信（2020 年度№2）の内容について、報告し
た。加えて、新潟家裁からの後見活動における留意事項についても情報提供を行った。
次に、参加者のお一人ずつ後見活動等状況について、近況や意向をお話していただき、疑問点・質
問点などを参加者同士で出し合いながら意見・情報交換を行った。後見事務においての質問、参加者
の業務においての後見関係の質問なども飛び交い、お互いに勉強することができた。
下越地区のぱあとなあ会員数は他地区に比べ少ないうえ、受任していない会員もいる。昨今も受任
依頼をお断りせざるをえない状況が続いているので、新潟地区で実施しているゼロイチアクションに
ついても検討進める。
参加者からは、下越地区での開催は感染状況をみながらにはなるが、集合研修開催でとの意向を頂
戴したので、今後も基本は集合研修の形をとっていく。今年度 3 月にもう 1 回開催予定とした。
（報告：ぱあとなあ新潟・下越地区運営委員 竹前亮太郎・齋藤哲英）

ぱあとなあ中越地区研修（1/30）報告
Zoom ミーティングで実施。中越・上越・下越地区から計 25 人参加。
① ぱあとなあ新潟 2021 年度 改正にかかる基本方針（案）について委員からの説明に対しての意
見交換と質疑応答を行った
・後見人の突然な事故時の緊急時対応は必要である。在宅の方で現金が届かないと生命に関わる
こともある。
・パブリックコメントの人数で上限 20 件、来年度経過措置 25 件は了解。緊急連絡先は家族にし
ているが、緊急時対応委員が出来ると有難く安心できる。
・体調が悪くなった場合は最初はどこに連絡をしたら良いか？
・緊急時の連絡先だけでなくどんな情報が必要か示して欲しい。事故などで緊急連絡が伝えられ
ず、現金の払出が出来ない場合には困る被後見人が出る。
② ほか、質疑・参考意見
Ｑ．補助人、保佐人の死後事務について
Ａ．後見人は出来るようになったが補助人、保佐人については正しくは死後事務の委任契約を行
うことになる。
Ｑ．独立型のケースの状況を教えて。
Ａ．いきなり多くのケースを受けたのでなく、3 年以上の期間で少しずつ増やしてきた。最初は問
題を抱えたこともあったが半年ほど経過すると旨く回るようになってきた。受任件数が多く
なるとプライベートがほぼ無くなってきた。社会福祉の技術を生かして専門性を高めてい
る。コロナ禍ではリモートで面会を行っている。
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Ｑ．コロナ禍で後見活動の支障はないか？
Ａ．面会制限があり直接に顔を見ることは出来ないが テレビ電話、電話、
手紙で状態確認をしている。施設側も配慮し年賀状が来ることもある。
Ｑ．確定申告について
Ａ．後見人は 20 万円以上の収入があると申告必要。
被後見人は遺族年金、障害者年金は収入にならず。必要に応じ確定申告、市民税県民税の申
告を行う。
など
★会議終了後のオンライン飲み会は 12 人の参加でした。1 時間半ほどほろ酔い気分で和気あいあい
と過ごしました。
（報告：ぱあとなあ新潟・中越地区運営委員 多田克美・黒坂昭仁・高居レイ子）

ぱあとなあ新潟地区研修（2/20）報告
Zoom ミーティングで実施。会員 17 名参加。
運営委員からの報告事項として、
「ぱあとなあ新潟合同運営委員会（1/29）の報告」
（会員の受任件
数に上限を設けたことに関して再確認／個人の能力の限界数ではなく、ぱあとなあ新潟として個人を
救済できる限界数であること等）、
「新潟市地域福祉計画（案）に対してのパブリックコメント結果」
、
「令和 2 年度成年後見制度推進ネットワーク会議報告」、
「新潟市障がい者地域自立支援協議会相談支
援連絡会権利擁護班報告」を行いました。
その後、参加者全員で近況報告。個々の後見活動の中で気になること、聞きたいこと、共有したい
こと等、報告し合いました。また、参加者から事前に寄せられていた質問「本業と後見活動を両立す
る際の時間の使い方・自己研鑽の仕方」について、意見交換をしました。
（報告：ぱあとなあ新潟・新潟地区運営委員 切替敦子）

２月 26 日 理事会報告
日時）２０２１年２月２６日（金）１０時３０分～２０時３０分
会場）新潟ユニゾンプラザ（役員は来場、または Zoom ミーティングによるオンライン参加）
出席）理事総数１６名
出席１４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、小山弓子、古澤圭、本間奈美、米澤大輔、
渡辺信也、渡邊豊
監事総数２名
出席２名
野島廣一郎、梨本光枝
■議案第１号 新規会員の承認について
2021 年 11 月 1 日～2021 年 1 月 31 日の入会申込者について、正会員１名を承認。
■議案第２号 ぱあとなあ新潟

２０２１年度基本方針について

ぱあとなあ新潟の基本方針・推薦基準等について、会員からのパブリックコメントも併せて確認
し、2021 年度から運用することとした（詳細は P2 をご覧ください）
。
■議案第３号 地域定着支援センター２０２１年度 被疑者・被告人支援事業（入口支援）について
2021 年度の国の施策により地域生活定着支援センター（新潟県委託事業）の基礎事業として「被
疑者・被告人支援事業（入口支援）
」の業務が拡充されることとなった。これに伴い、新潟県地域生
活定着支援センターについて、現行の相談員 3 名（うち 1 名はセンター長）から 6 名の体制へと変
更すること、また、事業の拡大に伴い、事務局室内の配置を変更し必要な事務機器等を整備するこ
とが確認された。
■議案第４号 ２０２１年度事業計画（案）について
■議案第５号 ２０２１年度収支予算（案）について
関連する議案のため一括審議し、承認（概要は P3 をご覧ください。2021 年度事業計画・収支予
算は当会ホームページでも公開します）
。
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新型コロナウイルス感染拡大防止のため研修の多くがオンラインで予定されていることについ
て、集合して実施することの意義や効果、オンラインにより参加が難しくなったと感じている方も
いることを鑑み、状況を見ながら、ハイブリッド型（オンライン参加と集合参加の混合型）にした
り集合型に戻していくなどの見直しが必要であるとの意見が出された。
■議案第６号 公益社団法人新潟県社会福祉士会就業規程の全部改正について
現在の関係法令上追加すべき項目、事務局の実情から追加・修正すべき項目などが多数あったこ
とから、就業規程を全面的に改正。試用期間、人事異動、服務規律（服務・遵守事項・ハラスメン
トの禁止・個人情報保護等）
、定年、退職金、無期労働契約への転換、正規職員への転換、懲戒の事
由などの項目を追加した。
■報告事項１

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、2021 年 3 月までの事業実施状況を報告した。
■報告事項２ 福島県県外避難者への相談・交流・説明会事業について（当日追加）
当会では福島県から「福島県復興支援員設置業務」を受託しているが、福島県よりさらに標記
事業の委託について相談があった。
東日本大震災により被災し、福島県外に避難された方が身近なところで自立に向けた生活再建
や、帰還に向けた情報収集及び相談ができる「生活再建支援拠点」を設置・運営する事業であ
り、現在は、NPO 法人にいがた災害ボランティアネットワークが運営しているが、諸般の事情に
より現法人が 2021 年 4 月以降に受託できなくなったもの。
生活再建支援拠点は避難者にとって必要な相談・交流の場であり、市町村や他の支援団体との
連携も図られており、福島県としても拠点の設置継続は必須と考えている。当会が受託している
福島県復興支援員設置業務の関連事業であり、当会が本事業を受託する方向で検討することを確
認した。
これにより、議案第 4 号・第 5 号で承認された 2021 年度事業計画案・収支予算案の見直しが必
要となったことから、3 月 17 日に臨時理事会にて改めて上程することとした。

事務局室内の模様替え（配置換え）をしました！
Facebook でご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、2021 年 2 月 20 日（土）に大幅な事務局
室内の模様替え（配置換え）をしました。
本会事務局と定着支援センターとの執務内容にあわせて、また、
（いまはコロナ禍で控えています
が）会員や委員が使用する空間（ミーティングスペース）などの動線を考慮して配置を変更しまし
た。
これまでの事務局とかなり印象が変わりましたので、ユニゾンプラザにお越しの際はぜひのぞい
てみてくださいね！
ミーティングスペースは、入口をはいって

室内奥から入口側を見た角度です

すぐのところになりました

手前が定着の島になってます
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地域生活定着支援センター（新潟県委託事業）の相談員を募集しています
2021 年度より新潟県地域生活定着支援センターの業務として、いわゆる「入口支援」
（刑事司法
手続きの入り口段階にある被疑者・被告人等で高齢又は障害により自立した生活を営むことが困難
な方に対して、釈放後直ちに福祉サービス等を利用できるための支援）が追加されます。
このような業務内容の拡大から、当会が新潟県より委託を受け運営している「新潟県地域生活定
着支援センター」の相談員を増員することといたしました。
求人内容は、当会ホームページ内の「会員専用ページ」の「求人情報」に掲載していますので、
関心のある方はぜひご確認ください。

https://csw-niigata.com/member/recruit
※上記 URL からの閲覧には、正会員専用パスワードでのログインが必要です。
※ハローワーク新潟、県社協の福祉人材センターにも求人票を登録しています。
※応募締め切りは 2021 年 4 月 9 日（必着）

福島県復興支援員としてご協力いただける方を募集します
当会では、福島県より「福島県復興支援員設置業務」を受託し、東日本大震災により福島県から
新潟県へ避難している世帯への支援を行っています。
2021 年 3 月 11 日には東日本大震災発生から 10 年を迎えますが、新潟県には依然多くの方が福島
県から避難しています。発災後 10 年が経過する中で避難者の抱えるニーズも変化し、新たな生活課
題も発生します。
復興支援員は、電話によるアプローチや戸別訪問等により、避難者の抱える課題等を把握すると
ともに、その課題の解決に向けて、関係機関と連携を取りながら、避難先の地域において、既存の
社会福祉資源等へつなぐなど、各避難世帯の状況に合わせた支援等を行うことを目的に設置されて
おり、2020 年度は約 10 名の会員が復興支援員として登録し活動しました。
2021 年度も引き続き福島県から本業務を受託する見込みとなっており、この業務に復興支援員と
してご協力いただける方を若干名募集します。
（活動内容／参考・2020 年度活動実績から）
■復興支援員としての活動はひとり月２～４日程度
■電話や文書によるニーズ把握、及び必要に応じた戸別訪問・面談、支援機関へのつなぎ（連携調
整）
、福島県事業である「生活再建支援拠点」との連携（出張相談会等への協力など）
■復興支援員ミーティング（月１回／Zoom ミーティングで実施）
■活動時間数に応じた報酬（時給 2,500 円）および交通費実費を支給（実働は月 8～12 時間程度）
（応募条件）
■新潟県社会福祉士会会員である方
■地域における相談援助経験があり、復興支援への熱意がある方
（応募方法）
下記応募フォーム（Google フォームを利用）にて 2021 年 3 月 31 日までにご応募ください。
締切後、応募フォームへの記載内容やこれまでの当会活動への参加状況などをふまえて選考の
上、合否をご連絡いたします。
復興支援員応募フォーム

https://forms.gle/4caqswBKiqjEezU1A
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各部門の運営委員として当会活動にご協力いただける方を募集します
当会の各部門運営委員会では、活動のさらなる充実を図るため運営委員としてご協力いただける
方を募集します。
各部門における活動内容や研修内容の企画運営が主な活動内容となります。また、地域の外部機
関などから講師や各種委員への推薦・協力依頼を受けた場合、基本的には運営委員の中からご協力
いただく形となります。
運営委員活動をとおして、委員相互の交流や自己研鑽の場としても良い機会となります。
年齢や地域は不問です。一緒に楽しく活動してみませんか。
運営委員を募集している部門

主な役割

会議実施頻度など

生涯研修センター

基礎研修の企画・運営など

月 1 回程度（基礎研修にお
ける集合研修運営など）

企画部・法人研修班

会員全体研修、ソーシャルワーカ
ーデー、相談援助スキルアップセ
ミナーなどの企画運営など

概ね月 1 回程度

企画部・災害支援班

災害支援マニュアル等の作成・見
直し、災害支援研修の企画・運営
など

年 3 回程度

会員活動部・障害者支援班

障害者支援に関する研修の企画・
運営など

概ね 3 ヶ月に 1 回程度

会員活動部・高齢者支援班

高齢者支援に関する研修の企画・
運営など

概ね 3 ヶ月に 1 回程度

会員活動部・生活支援班

生活困窮や司法福祉、児童福祉に
関する研修の企画・運営など

概ね 3 ヶ月に 1 回程度

会員活動部・人材育成スーパ
ービジョン支援班

実習指導者講習会・実習指導者フ
ォローアップ研修の企画・運営、
スーパービジョンの普及啓発に関
する活動など

概ね 3 ヶ月に 1 回程度

広報部

実践報告集の編纂、事務局だより
をはじめとする広報媒体に関する
検討 など

概ね月 1 回程度

＊現在、運営委員会議は主にオンライン（Zoom ミーティング）で実施しています。
＊会議参加や研修当日の運営スタッフ参加などに対しては、当会の規程に基づく日当・謝礼金・交
通費を支給します。
（応募方法）
下記応募フォーム（Google フォームを利用）にて 2021 年 4 月 30 日までにご応募ください。
委員定員数を超えるお申込みをいただいた場合は、お断りさせていただく場合もございます。あ
らかじめご了承ください。
各部門運営委員応募フォーム

https://forms.gle/WfVyimbhspfimKQp8
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会員のみなさまへ（各種お知らせ、お願い）
■2021（令和 3）年度の会費引落について
2021（令和3）年度の年会費は、2021年5月12日（水）に口座から引落させていただく予定です。口
座残高等のご確認をお願いいたします。
引落口座の変更をご希望の場合は事務局までご連絡ください。
※2021年度の年会費は15,000円です。
※2021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。
※会費引落手数料 121 円が併せて引落されますのでご了承ください。

■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。

■ご住所・お名前・ご勤務先等の変更が生じたら
お名前やご自宅のご住所、ご勤務先等の変更が生じた場合は、新潟県社会福祉士会事務局までご
連絡をお願いいたします。
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）。
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）。

■2021 年度 自主活動支援 利用団体登録を受け付けます
当会では、会員が他の会員や社会福祉士、福祉関係者等とのネットワーク構築や研鑚を行う自主
的な活動を支援するための『自主活動支援』の制度を設けています。
所定の要件を満たした会員グループの活動に対し、経費補助や広報支援等を行う制度です。
2021 年度の利用団体登録の受付を開始しておりますので、登録を希望する団体は、ガイドライン
をご確認の上、
「利用登録（助成金）申請書（様式 A）」をご提出ください。
●自主活動支援のガイドライン、申請書様式は、当会ホームページ（会員専用ページ内）に掲載して
います。ダウンロードしてお使いください（新潟県社会福祉士会ホームページ→会員専用ページ
（ログイン必要）→会員専用資料室）
。ダウンロードが難しい方にはメールでも提供いたしますの
で、ご希望の方は事務局までご連絡ください。
●支援内容として助成金（経費補助）を希望する場合は、利用を希望する年度の 4 月 30 日までに
「利用登録（助成金）申請書（様式Ａ）
」をご提出ください。
●支援内容として助成金（経費補助）を要しない場合は、申請は随時受け付けます。
●利用登録申請は年度ごとに必要です。2020 年度に利用登録をしたグループが 2021 年度も登録を希
望する場合は、再度申請手続きを行ってください。
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■社会福祉士国家試験に合格した方へ、入会をご案内ください！
2021 年 2 月 7 日に実施された「第 33 回社会福祉士国家試験」の合格発表が、3 月 15 日（月）に
行なわれました。
受験者数 35,287 人（昨年度は 39,629 人）
、合格者数 10,333 人（昨年度は 11,612 人）
合格率 29.3%（昨年度は 29.3 ％）、合格点 93 点以上
＊詳細は、社会福祉振興・試験センターホームページでも確認できます。
http://www.sssc.or.jp/index.html
■会員のみなさまの周りに見事合格された方がおられましたら、ぜひ当会への仲間入りをお声がけ
ください。
■そして、
「社会福祉士会に入ることで何ができるの？」とのご質問には、当会作成の『新潟県社会
福祉士会入会ガイド』をご活用ください（ガイドはホームページに掲載）
。
■当会では、
「紹介キャンペーン」を 2021 年度も継続して実施いたします。2021 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（再入会は除く）場合、新入会員
の方と紹介した現会員の方両方へ、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）
をプレゼントいたします！
紹介キャンペーンの詳細と専用申込書は次ページに掲載しています（ホームページの「会員専用
ページ」にも掲載）
。
■2021 年 6 月 27 日には「新入会員説明会」を開催します（基礎研修Ⅰの集合研修①を兼ねます）
。
今回、ご案内を同封おりますので、こちらもぜひお声がけください（ホームページにも掲載しま
す）
。新入会員説明会は、2020 年度以前に入会された方もご参加いただけます。

■最近当会に届いた他団体の刊行物
・全社協
「月間福祉 2月号（特集：福祉現場におけるICTの活用）」
「月間福祉 増刊号／2021.2月 Withコロナ時代の社会福祉－コロナ禍の福祉で起こったこと、コ
ロナ禍での社会とこれからの社会」
「月間福祉 3月号（特集：災害への対応はすすんだか－東日本大震災から10年を受けて）」
・民事法研究会
「実践成年後見 №91（特集：円滑化法の運用の実情と死後事務の留意点と課題）」
※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

※2021 年 3 月 8 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。
◆2021 年 3 月
日程
７日（日）
８日（月）
１３日（土）
１４日（日）

時間（予定）
13：00～
18：45～
13：00～
9：00～16：30

内容
高齢者支援班・虐待防止研修作業部会
法人研修班運営委員会議
生活支援班運営委員会議
成年後見人材育成研修（3 日目）

１７日（水）

10：00～

理事会（臨時）

２０日（土）
２１日（日）

9：50～12：00
13：00～

生活支援班 Zoom de 講座（児童の権利擁護）
スーパーバイザー意見交換会

会場（予定）
オンライン（Zoom）
オンライン（Zoom）
オンライン（Zoom）
オンライン（Zoom）
新潟ユニゾンプラザ
オンライン（Zoom）
オンライン（Zoom）
オンライン（Zoom）

時間（予定）
9：00～
18：45～
9：00～15：15

内容
高齢者支援班・虐待防止研修作業部会
法人研修班運営委員会議
成年後見人材育成研修（4 日目）

会場（予定）
オンライン（Zoom）
オンライン（Zoom）
オンライン（Zoom）

◆2021 年４月
日程
３日（土）
１４日（水）
１７日（土）
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