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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。 

 

 

 

 

 

 

           

■入会状況 （2021.8.31 時点） 

正会員 1,288 名 
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社会福祉士養成、実習指導に関して 
 

 

■今年度の社会福祉士実習指導者講習会の実施について 

 ・2021 年度当初事業計画では今年度は社会福祉士実習指導者講習会を実施しない予定でしたが、

8/7 の内部役員会、8/27 の理事会を経て、今年度内に講習会を実施することとなりました。 

 ・今年度の実習指導者講習会の詳細については、人材育成・スーパービジョン支援班運営委員会

で検討し、決まり次第、ホームページ、Facebook 等でご案内します。 

 

■社会福祉士養成の新カリキュラムについて 

 厚生労働省の社会保障審議会により社会福祉士養成カリキュラムの見直しがなされ、2021（令和

3）年度より各養成校において新カリキュラムが順次適用されています。 

 新カリキュラム下では福祉実習の拡充がなされ、「ソーシャルワーク実習の時間増（180 時間→

240 時間）」や、「ソーシャルワーク実習を機能の異なる 2 ヶ所以上の実習施設等で行うこと」など

が変更点となっています。 

 これまで社会福祉士実習指導者講習会を修了し実習指導者となった方は、新カリキュラム下にお

いても引き続き実習指導者となることができます。 

しかし、ソーシャルワーク専門職として役割を発揮できる実践能力を有する人材の育成に向け

て、今後さらにどのような視点や方法でソーシャルワーク実習を指導することが求められているの

か、2 か所以上の実習先同士がどう連携していくのかなど、実習指導者の知識・技術のアップデート

とフォローアップは必須であり、当会としても、アップデート、フォローアップ研修の実施につい

て検討してまいります。 

  

去る 9 月 22 日、日本ソーシャルワーク教育学校連盟関東甲信越ブロック新潟県支部（以下「日ソ

協新潟県支部」）の主催で「新潟県ソーシャルワーク現場実習等養成校連絡会」が開催され、当会か

らは人材育成・SV 支援班担当の廣川真之輔理事と事務局・畠山が出席しました。 

この連絡会では、一般社団法人日本ソーシャルワーク教育学校連盟事務局長・北星学園大学社会

福祉学部教授の伊藤新一郎先生より、新カリキュラムの概要と新カリキュラムにおける実習施設・

機関と養成校の役割についてご講演いただきましたが、日ソ協新潟支部より、この講演動画と資料

が参加団体へ提供され、各団体の会員への周知・公開も許可いただきました。 

当会のホームページ（会員専用ページ＞会員専用資料室）にて下記を公開しておりますので、ぜ

ひご覧ください。 

  

【公開内容】 

2021.9.22「新潟県ソーシャルワーク現場実習等養成校連絡会」資料等 

 （１）次第（PDF） 

 （２）講演「新カリキュラム福祉実習拡充の狙い―福祉実習における実習施設・機関と養成校の

役割」の資料（PDF）と講義動画（YouTube） 

 （３）参考資料①「ソーシャルワーク専門職である社会福祉士に求められる役割等について」（平

成 30 年 3 月 27 日／社会保障審議会福祉部会福祉人材確保専門委員会）（PDF） 

（４）参考資料②「ソーシャルワーク実習指導・実習のための教育ガイドライン（2021 年 8 月改

訂版）」（2021 年 8 月／一般社団法人日本ソーシャルワーク教育学校連盟）（PDF） 

 

（担当：会員活動部／人材育成・スーパービジョン支援班） 
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災害福祉支援チーム（DWAT）に参加しませんか 
 

 平成 26 年 3 月、県内福祉関係団体により『新潟県災害福祉広域支援ネットワーク協議会（以下

「ネット協」という）』が設立されました（事務局は（福）新潟県社会福祉協議会）。 

 当会もこのネット協の構成団体として、災害時における要配慮者支援体制の構築に向け取り組ん

できたところです。 

 ネット協は、新潟県と協定を締結し、災害時には市町村の支援要請を受け、避難所等において福

祉的支援活動を行う災害福祉支援チーム（DWAT）の派遣を行うこととしています。 

 DWAT による福祉的支援活動は、災害時要配慮者の安全・安心を確保し、避難生活に伴って生じ

る二次的被害の発生を防止するためにも重要なものとなっています。 

 新潟県およびネット協では DWAT の体制強化に対する取組を進めています。つきましては、当会

会員のみなさまにおかれましても、上記趣旨へのご理解・ご賛同をいただき、DWAT のチーム員と

してご登録いただきたくお願い申し上げます。 

 

 DWAT チーム員としてご登録いただける方は、下記のとおりご応募ください！ 

 

■新潟県災害福祉広域支援ネットワーク協議会 災害福祉支援チーム（DWAT）の概要 

 ・チームは、新潟県内を 2 つの地区に分けて、地区ごとに設置されます。 

第１地区 村上市、新発田市、胎内市、関川村、粟島浦村、聖籠町、阿賀野市、五泉市、阿賀町 

第２地区 新潟市、佐渡市 

第３地区 三条市、加茂市、見附市、燕市、田上町、弥彦村、長岡市、出雲崎町 

第４地区 小千谷市、魚沼市、南魚沼市、湯沢町、十日町市、津南町 

第５地区 柏崎市、刈羽村、上越市、妙高市、糸魚川市 

 

 ・チームが行う活動は主に以下のとおりです。 

① 先遣活動 被災情報の把握・報告、被災市町村への福祉的助言 

② アセスメント支援型活動 
福祉ニーズの把握、スクリーニングの実施、相談への対応、応

急的ケアの実施、福祉的課題への対応など 

③ サービス型支援活動 マンパワーの供給による直接的サービスを中心とした支援など 

 

 ・その他、活動期間や派遣方法、チーム員対象の研修などについては、「新潟県災害福祉広域支援

ネットワーク協議会 災害福祉支援チーム設置運営要領」をご参照ください。

https://www.fukushiniigata.or.jp/welfare_support/ （県社協ホームページへリンク） 

 

■新潟県社会福祉士会会員のチーム員応募方法 

 ・「チーム員活動協力申出書（様式２）※」により、チーム員としての活動に協力することを、新

潟県社会福祉士会事務局へメールでお申し出ください（njacsw@poplar.ocn.ne.jp）。当会からチ

ーム員としてネット協の会長に推薦します。 

  ※「チーム員活動協力申出書（様式２）」は、県社協ホームページよりダウンロードしてください。

https://www.fukushiniigata.or.jp/welfare_support/ 

※ダウンロードできる環境がない場合は当会事務局までご連絡ください。様式を郵送いたします。 

 ・当会会員で、施設・事業所等に勤務している方におかれましては、新潟県社会福祉士会推薦の

チーム員として活動することについて、ご勤務先の所属長から承認を受けてください。 

  ・応募は随時受付いたします。 

（担当：企画部／災害支援班） 

https://www.fukushiniigata.or.jp/welfare_support/
mailto:njacsw@poplar.ocn.ne.jp
https://www.fukushiniigata.or.jp/welfare_support/
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福祉関係者のための成年後見活用講座 プログラムの見直しに着手しました 
 

ご存知のとおり、当会では長らく「福祉関係者のための成年後見活用講座」を開催しています。 

現在の入門編・ステップアップ編の形で実施するようになって概ね 10 年が経過しました。この間、 

成年後見制度利用促進法の施行、本人情報シートや意思決定支援ガイドラインの導入などの制度・施

策の動きのほか親族後見、専門職後見人に加えて市民後見人や法人後見等の拡がりなど、成年後見制

度を取り巻く状況は大きく変わっています。 

また、成年後見制度がこれだけ広がったからこそ、権利を擁護するツールである反面、使い方次第

では権利侵害にもつながりかねないことや、成年後見制度（成年後見人）ができること・できないこ

と、地域の中で成年後見制度に限らない権利擁護支援を推進していただきたいことなど、高齢者や障

害者を支援する福祉関係者のみなさまへ改めてお伝えしたいこと、お伝えすべきことも変わってきま

した。 

このため、法人研修班運営委員会とぱあとなあ新潟本部運営委員会では、「福祉関係者のための成

年後見活用講座」の見直し検討を行うことといたしました。 

 9 月 7 日には 1 回目の検討会を開催し、成年後見制度について相談を受けたり支援する立場の支援

者側の課題やニーズ、ぱあとなあとして支援者のみなさまにご理解いただきたいことなど、プログラ

ムに盛り込んだ方がよい内容について協議するとともに、「社会福祉士会が実施する講座としての意

義・目的はなにか」、「地域の支援者が聞きたいことや質問に専門職後見人が答えながら地域で感じて

いることなどを話し合うワークを取り入れてはどうか」、「講義内容によってはオンデマンド視聴方式

を取り入れてはどうか」など、講座の根幹から実施手法まで、活発な意見交換がなされ、新しい講座

のプログラム案 ver.1 を作成しました。2022 年度からの新講座実施に向けて、この案を土台としてさ

らなる検討を進めていく予定です。 

（担当：企画部／法人研修班 ＋ ぱあとなあ新潟本部運営委員会） 

 

 

 

高齢者支援班・下越地区 

多職種それぞれの立場から今後の「意思決定支援」を考える勉強会 
 

少子高齢化が進む中、頼ることができる家族や身寄りがいない高齢者も増えており、こうした方々

の「意思の決定」がハードルとなり、生活支援において課題が生じることも少なくありません。 

判断能力や家族関係がどのような状況であっても、その人個人やその意思が尊重され、安心して必

要な支援を受けられるためには、支援関係者はどのように「意思決定支援」に向き合い取り組めばよ

いのか。本勉強会がそのヒントになれば幸いです。みなさま、ぜひご参加ください。 

 

【日時】 2021 年 11 月 20 日（土）14 時～16 時 

【方法】 Zoom ミーティングを使用したオンライン研修 

【講師】 須貝秀昭氏（身寄りなし問題研究会代表） 

＊新潟県社会福祉士会会員の方は無料！ 

 

詳しくは今回同封のチラシまたはホームページをご覧ください。 

QR コードからもお申込みいただけます➡ 

 

（担当：会員活動部／高齢者支援班下越地区運営委員 中村真治・入江いづみ） 

 

 

 

研修のご案内 
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市町村・地域包括支援センターにおける高齢者虐待対応初任者研修 
 

 市町村および地域包括支援センターで高齢者虐待対応にあたる担当者を対象に、

主に在宅で発生する高齢者虐待に関して、相談・通報・届出を受け付けた後の対応

に焦点を置き、虐待対応に必要な視点、「初動期」「対応期」「評価・終結期」の各段

階のポイントを学び、実践力を向上させることを目的とした研修を開催します。  

日本社会福祉士会が作成した『養護者による高齢者虐待対応の手引き』および高齢

者虐待対応帳票を活用しながら対応への理解を深めます。  

市町村、地域包括支援センターの方はぜひご参加ください。  

 

【日程】初 動 期 編 ：2021 年 11 月  4 日（木）12 時 50 分～17 時 10 分 

対応期・終結期編 ：       11 月 12 日（金）12 時 50 分～17 時 20 分 

※基本的には 2 日間ともに受講いただくプログラムとなっています。 

※2 日間の受講が難しい場合《初動期編》のみの受講は可能ですが、演習が《初動期編》からの続きとなるため《対応

期・終結期編》のみの受講はお受けできません。 

【方法】 Zoom ミーティングを使用したオンライン研修 

【対象者】 市町村、地域包括支援センターの高齢者虐待対応現任者（定員 60 名） 

【参加費】 新潟県社会福祉士会会員の方:2,000 円／非会員の方:5,000 円 

 

詳しくはホームページに掲載しています。             （担当：虐待対応委員会） 

 

 

司法福祉研修 

司法と福祉が手を取り合ったその先に～何度でも帰れる地域社会を目指して～ 
 

 平成 21 年度から厚生労働省と法務省の共同事業として、罪を犯した障害者や高齢者の社会復帰支

援となる「地域生活定着支援事業」が開始し、平成 24 年に新潟県地域生活定着支援センターが開設

して今年で 10 年目。 

 この間、「再犯防止推進法」が施行され、県内でも「再犯防止推進計画」の策定が進んでいます。

また、定着支援センターの事業として今年度から「被疑者等支援業務」も加わるなど、更生保護に

関する施策や法制度もめまぐるしく変化しており、支援対象者の複雑で多様なニーズに対応してい

くためには地域の様々な関係機関の理解と協力が不可欠です。 

当会・新潟県地域生活支援センターでは、その促進と、対象者支援に関する知識・技術の向上を

目的に「司法福祉研修」を開催します。ぜひご参加ください。 

※本研修は認定社会福祉士の研修単位認証研修ではありませんのでご注意ください。 

 

【日時】 2021 年 11 月 30 日（火） 

第 1 部：10 時～12 時／第 2 部：13 時～16 時（どちらか片方の参加も可能です） 

【方法】 Zoom ウェビナーを使用したオンライン研修 

【定員】 200 名 

【参加費】 無料 

詳しくは今回同封のチラシまたはホームページをご覧ください。 

（担当：新潟県地域生活定着支援センター） 

 

研修のご案内 

研修のご案内 
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児童の社会的養護とアフターフォローについて学びました 
 

 8/28（土）、生活支援班では、児童の社会的養護とアフターフォローについて学ぶオンライン講座

を開催しました。Zoom ミーティングで実施し、当会会員のほか、児童福祉事業所関係者、障害福祉

事業所関係者、行政関係者、市議会議員、弁護士、里親会の方、国際ソロプチミスト新潟の方など、

65 名の方からご参加いただきました。 

 元児童養護施設長で現在児童自立支援施設長の石橋一さん、元自立援助ホーム長の町屋瑠美子さ

んをゲストスピーカーにお迎えし、児童養護施設を退所した後の子どもたちの現状と課題について、

彼らの周囲にいる大人である私たちが考えるべきことをお話しいただきました。 

 

おふたりの講義の後、チャット機能で参加者のみなさんから

質問をお寄せいただき、石橋さん、町屋さんと、新潟県里親会

の伊藤副会長からお答えいただく時間を設けました。参加者のみなさんからは運営委員が捌ききれ

ないほど大変多くの質問が寄せられ、石橋さん、町屋さん、伊藤さんに丁寧にご回答をいただきま

した。 

石橋さん、町屋さんが実際に関わってこられた子どもたちの言葉や様子なども交えてお話いただ

いたことで、施設退所後の子どもたちへの支援が非常に少ない現状、うまく就労に結び付かないこ

とも少なくない現状、経済面など、子どもたちを取り巻く現状の厳しさや支援の必要性を切実に感

じさせられた研修でした。 

参加後のアンケートでは、参加者のみなさまから「今後、地域の中で取り組んでいきたいと思

うこと」もお聞かせいただきました。本講座が地域での支援展開やつながりの一助となれば幸い

です。                         （担当：会員活動部／生活支援班） 

 

ぱあとなあ新潟・名簿登録研修を 9 月・10 月に実施 
 

2021 年 1 月～4 月までの間、オンラインにより「2020 年度成年後見人材育成研修」を受講・修了

された方を主な対象として、ぱあとなあ新潟の成年後見人等名簿登録者（専門職後見人）を養成する

ための「名簿登録研修」が 9 月 26 日（日）から開始しました。9 月 26 日と 10 月 23 日の全 2 日間の

プログラムで、ぱあとなあ新潟の仕組みや受任の実際とリスクマネジメントについて、また、受任後

の実務や後見計画の策定などについて学びます。 

2020 年度成年後見人材育成研修修了者のほか、2019 年度以前に成年後見人養成研修を修了しその

後名簿登録に至っていなかった方、また、現在既に名簿登録をしているが再学習のために参加された

方など、約 30 名から受講いただいています。 

名簿登録研修を修了された方には、後見人等名簿登録者として登録いただき、実際に後見人等とし

て受任・活動していただくこととなります。ぱあとなあ新潟の名簿登録者が増えることは、ぱあとな

あ新潟運営委員会としても勿論ですが、他の関係団体からも期待を寄せられているところです。 

（担当：ぱあとなあ新潟運営委員会） 
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ぱあとなあ新潟 地区研修報告 
 

■上越地区研修 

6 月 5 日（土）に上越市市民プラザにて第 1 回上越地区研修を実施しました。名簿登録者 9 名、名

簿登録していないぱあとなあ会員 1 名参加。会員 2 名より実践報告をいただき、質問や意見交換など

を通じて報告者の振り返りと、仲間の実践を共有し参加者全員で学びを得ました。 

１事例目は、受任後１年以内のケース。福祉施設の長期利用により自宅の管理が必要となり今冬の

豪雪時の対応や苦労などは多くの参加者が共感したところでした。その後、施設入所となり、先祖代々

の仏様をどのように守っていったら良いのか、ご本人の傍に安置しておくものとしては何がいいのか

などの話題になり、参加者に僧侶や寺院総代の会員がおられ、詳しく教えていただきました。 

２事例目は、交通トラブルをきっかけに逮捕、拘留されてしまったご本人の支援について振り返り

ました。逮捕、拘留期間中の面会や弁護人、その他関係者との連絡調整などの体験談を共有しました。

ご本人は自宅で犬を飼っており、長期不在となった期間の動物の対応について話題になりました。動

物の有無は受任者にとって悩まされる事柄の一つであるとの共有認識を持ちました。財産が限られて

いる方の場合には飼育という後見人等の業務外の対応をせざるを得ないこともあり、新たな視点で意

見交換ができました。 

最後は、本部運営委員より全体会の報告や上越地区の受任状況、上越地域３市の中核機関の設置検

討の現況について情報提供があり、学びの多い研修会となりました。 

 

9 月 4 日（土）に第 2 回上越地区研修会を実施しました。名簿登録者 8 名参加。新型コロナ感染拡

大のため ZOOM でのオンライン開催としました。 

各参加者から後見活動で苦労したこと、困ったことなどについて話をしていただきました。老朽化

した空き家の管理や、経済的に困っているケース、死後の事務等々、各会員が日々悩みながらも被後

見人等に寄り添い、支援している状況を共有できたことで、参加者自身がパワーを充電できた時間に

なったと思います。最後は、本部運営委員より、上越地域３市の中核機関の立ち上げに向けた準備の

進捗状況について情報提供があり、学びの多い研修会となりました。 

（報告：ぱあとなあ上越地区運営委員 佐藤昭雄・荒井琴美） 

 

■佐渡地区研修 

6 月 23 日（水）新穂公民館にて実施。名簿登録者 9 名参加。 

5 月末にあったぱあとなあ新潟全体会の伝達として、①ぱあとなあ新潟の活動状況 ②成年後見利

用促進に係る新潟県の状況について ③基本方針・推薦基準の概要について情報共有しました。 

今年度の活動計画については、佐渡市での市民後見人の取組に関する勉強会として大学院生が一昨

年研究した内容の報告会を社協と合同で行う案が出されました。また、会員の受任ケースの勉強会や

情報交換等を行うなどの方向性となりました。 

意見交換として、死後事務の家裁への許可申立や死後対応する人がいない被保佐人の対応、相続人

がいない場合の財産引き渡しの対応等について、参加会員から案が出され、今後の対応につながる機

会となりました。 

その他として、成年後見人人材養成研修について佐渡の会員から財産管理や後見事務について事例

報告をしたことを報告し、今後要請があった場合の協力をお願いしました。 

当初は１時間程度を見込んでいましたが、意見交換の時間が伸びたこともあり、参加会員が日々の

後見活動で対応に苦慮する場面が多いと感じました。研修の機会を通して、状況が改善し、他の会員

にとっても学ぶ機会になればと思います。 （報告：ぱあとなあ佐渡地区運営委員 佐々木伸一郎） 

 

■魚沼地区研修 

8 月 7 日（土）、魚沼市ボランティアセンターで実施し、久しぶりに会員同士で顔をあわせる機会と

なりました。名簿登録者 19 名参加。 
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最初に、魚沼市社会福祉協議会の佐藤直樹氏より「魚沼市における身寄りのない人への支援に関す

るガイドライン」作成の経緯、基本的な考え方について講義していただきました。ガイドラインは「自

己決定の尊重、意思決定支援」を基本として、在宅で起こる問題、病院施設で起こる問題に対し具体

的な対応策を検討し、支援チーム作りのツールとして活用する、権利擁護、意思決定支援のきっかけ

にするためのガイドラインとなっていること、今後活用しより現場に即したものに改良を進めたいと

のお話がありました。講義後は役割分担シートを用いて事例検討を行いました。各参加者の経験から、

支援メンバーの構成や役割分担等を話し合い、それぞれの社会資源について意見交換を行いました。 

また、今年度の地区研修計画についても話し合いました。 

（報告：ぱあとなあ魚沼地区運営委員 枝村和枝） 

 

■中越地区研修 

8 月 28 日（土）オンライン（Zoom ミーティング）により実施。名簿登録者 18 名参加。 

法人後見を行う団体に所属する会員から「法人後見における現状と課題」と題し発表していただき

ました。質疑応答では「法人後見の強みをどう活かしていくか」という点について活発な意見が交わ

されました。 

別の会員からは「個人後見人による自助グループ活動について」の報告がありました。成年後見人

緊急時における後見活動の継続やケースの円滑な引継ぎは個人後見人にとって共通の悩みであるた

め、参加者からの関心も高く、今後も定期的に活動報告していただくこととなりました。 

また、参加者全員から自己紹介や近況報告をしていただき、これから受任を考えている参加者に経

験のある会員から活動に当たっての留意点などアドバイスがありました。 

最後に事務連絡として地区運営委員から新型コロナウイルス予防接種に関し、被後見人の接種にお

ける成年後見人の同意権について情報提供がありました。 

（報告：ぱあとなあ中越地区運営委員 多田克美・黒坂昭仁・高居レイ子・平澤武・阿部康道） 

 

■新潟地区研修 

9 月 18 日（土）に Zoom ミーティングにてオンラインで実施。名簿登録者 20 名参加。 

「１．講義」では、新潟市福祉総務課・横山達弥氏を講師に迎え、「新潟市地域福祉計画について」

お聞きしました。計画の概要から新潟市の現状、特に成年後見制度関連について学びました。 

「２．近況報告」では、参加者一人ずつ、自身の後見活動の近況や、悩み等報告し、全員で共有し

ました。あわせて事前質問、当日の質問にも各自の考えを発表し、意見交換の場となりました。 

「３．報告事項」としては、6 月の地区研修で検討した「後見人のリレー方式」について進捗報告

を地区委員から報告しました。今後、家庭裁判所に相談に伺い、了承を得た上で、スキーム案の実現

に向け進めていく予定です。本部委員からは、成年後見制度利用促進に向けた専門職派遣についてと、

当会が実施している「福祉関係者のための成年後見制度活用講座」内容の見直しについて報告がされ

ました。                  （報告：ぱあとなあ新潟地区運営委員 切替敦子） 

 

■下越地区研修 

10月 2日（土）、新発田市ボランティアセンターで実施。名簿登録者 7名参加。 

地区委員からの連絡事項として、地区委員より中核機関の設置の推進のため、県のアドバイザ

ー派遣事業等で三士会からメンバーを派遣していること、ぱあとなあでも各圏域及び市町村単位

で派遣できるメンバーについて、運営委員を中心として名簿作成をしていることを報告。また、

成年後見人材育成研修修了者を対象とした名簿登録研修が行われており、下越地域からも参加者

がいるので活動できるメンバーを増やしていきたい旨報告した。 

その後、出席者から日ごろの後見活動等について報告をしていただいた。空き家のネズミ駆除

の問題や複数世帯の生活保護申請をどう進めるべきか、特養に籍を置いたまま入院した場合の費

用負担をどうすべきかなどの意見交換が行われた。また、死後事務の進め方等について情報共有

を行った。      （報告：ぱあとなあ下越地区委員 竹前亮太郎・齋藤哲英・鈴木優子） 
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理事会（2021.8.27）報告 
 

日時）2021 年 8 月 27 日（金）10 時 00 分～11 時 05 分  Zoom ミーティングにより実施 

出席）理事総数 16 名中、出席 11 名 

渡辺陽一 遠藤真一 丸山径世 井上基之 小池由佳 廣川真之輔 本多崇人 本多博樹 

本間奈美 米澤大輔 渡辺信也 

   監事総数 2 名中、出席 2 名 

野島廣一郎 梨本光枝 

■第１号議案 新規会員の承認について 

  2021 年 5 月 1 日～7 月 31 日の入会申込者について、正会員 24 名、他県からの転入正会員 1 名、

準会員 2 名を承認。 

■報告事項（１）令和 4 年度新潟県社会福祉政策・予算編成に対する要望について 

  毎年、県社協を中心としたユニゾンプラザ内の福祉団体が共同で、新潟県知事および福祉保健部

長宛てに福祉施策に対する要望を提出しているもの。令和 4 年度に向けた要望としては、①ソーシ

ャルワーク専門職の育成及び配置について、②子どもへの支援の充実について提出する予定。 

■報告事項（２）2021 年度事業の実施状況（2021 年 7 月末まで） 

 

社会福祉士の求人情報 
 

■特別養護老人ホーム・障害者支援施設 生活相談員 募集  

勤務先名称 
社会福祉法人小越会 

特別養護老人ホームこしじの里・障害者支援施設しぶみ園 

住所 
〒949-5416 新潟県長岡市不動沢2219番地5 

※転勤の可能性あり 

職種・人数 生活相談員 1名 

勤務開始時期 2021年11月～随時 

雇用形態等 

正社員 

基本給：17万円～22万円 ※経験考慮 資格手当：1万3千円 

賞与：年2回（前年度実績） 

通勤手当：実費支給（上限あり）月額2万9百円まで 

休日等：シフト表による ※年間休日数120日 

※年齢制限あり（18歳～59歳）年齢制限該当事由 定年を上限（労働基

準法等による年齢制限／定年年齢を上限） 

その他、お問合せください。 

お問い合わせ先 
社会福祉法人小越会 特別養護老人ホームこしじの里  

℡：0258－41－0801 担当：杉本あさ子 
 

 

■ケアプランセンター 介護支援専門員 募集  
勤務先名称 社会福祉法人聖籠福祉会 ケアプランセンターはすがた園 

住所 北蒲原郡聖籠町大字蓮潟 2249番地 

職種・人数・雇用形態 介護支援専門員 1名（正社員） 

勤務開始時期 要相談 

お問い合わせ先 
社会福祉法人聖籠福祉会 ケアプランセンターはすがた園 

TEL：0254－27－7060 担当：髙山 尚雄 
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会員のみなさまへ（各種お知らせ、お願い） 
 

■各部門運営委員名簿の訂正について  
 前号の事務局だよりに同封いたしました各部門運営委員名簿について、一部誤りがございました。

下記の通り訂正をお願いいたします。 

 

 【訂正箇所】 

  権利擁護センターぱあとなあ新潟 黒坂 昭仁 （誤）中越地区 → （正）本部 
 

■（日本社会福祉士会より）独立型社会福祉士全国実践研究集会 実践報告者募集  
日本社会福祉士会の主催により、2022年1月30日（日）に「第18回独立型社会福祉士全国実践研究

集会」が開催されます。 

 この実践研究集会では基調講演のほか、独立型社会福祉士名簿登録者による実践報告が行われる予

定であり、実践報告者（2名）は公募、審査の上決定されます。 

 

○実践報告者の公募は10月12日（金）16:00まで受付しています。実践報告者申込要領等は下記URL

よりご確認いただけます（日本社会福祉士会ホームページ） 

https://www.jacsw.or.jp/ShogaiCenter/kenshu/senmon/2021-0902-1426-22.html 

○実践研究集会への参加申込は2021年11月19日（金）からの予定となっています。 

 

○日本社会福祉士会では、上記実践研究集会とは別に、独立型社会福祉士の養成を目的とした「独立

型社会福祉士研修」も2022年2月13日（日）に予定されています（この研修の修了は独立型社会福

祉士名簿登録要件の1つとなっています） 

 独立型社会福祉士研修の詳細・お申込みはこちら（日本社会福祉士会ホームページ） 

 https://www.jacsw.or.jp/ShogaiCenter/kenshu/senmon/2021-0902-1428-22.html 

 

■（日本社会福祉士会より）2021 年度 司法福祉全国研究集会の開催について  
 日本社会福祉士会のリーガル・ソーシャルワーク研究委員会により、「2021年度司法福祉全国研究

集会～司法福祉ソーシャルワークの視点とは～」が開催されます。 

  

開催日：2021年12月4日（土）～5日（日） 

開催方法：オンライン（Zoomウェビナー） 

講演テーマ：①福祉と法の連携の実際～明石市の取り組みから～ 

      ②矯正施設におけるソーシャルワーカーの立ち位置を改めて考える 

      ③地域における支援の方向性～当事者が主体となるために～ 

      ④トラウマインフォームドケアについて～ソーシャルワーカーにできること～ 

       トラウマと貧困－児童福祉から困窮する女性まで－ 

参加費：都道府県社会福祉士会会員6,000円 

司法福祉全国研究集会の詳細・お申込みはこちら（日本社会福祉士会ホームページ） 

 https://www.jacsw.or.jp/ShogaiCenter/kenshu/senmon/2021-0902-1418-22.html 
 

■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。 

 

https://www.jacsw.or.jp/ShogaiCenter/kenshu/senmon/2021-0902-1426-22.html
https://www.jacsw.or.jp/ShogaiCenter/kenshu/senmon/2021-0902-1428-22.html
https://www.jacsw.or.jp/ShogaiCenter/kenshu/senmon/2021-0902-1418-22.html
mailto:njacsw@poplar.ocn.ne.jp
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■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）。 

 

■最近当会に届いた他団体の刊行物 
・（公社）日本社会福祉士会 

 「日常生活自立支援事業等関連制度と成年後見制度との連携の在り方等についての調査研究事業」 

報告書（令和3年3月） 

   「規程集 2021/2022年度版」 

 

・民事法研究会 

「実践成年後見№94（特集：金融機関・金融取引と成年後見）」 

 

・全社協 

「月刊福祉8月号（特集：刑事司法と福祉の連携）」 

「月刊福祉9月号（特集：少子化がもたらすものとこの先）」 

「月刊福祉10月号（特集：高齢者虐待を防ぎ 権利を守るために）」 
 

・公益社団法人全国被害者支援ネットワーク・日本被害者学会・公益財団法人犯罪被害救援基金・警

察庁犯罪被害者支援室 

 「犯罪被害者支援の過去・現在・未来－犯罪被害者支援30年・犯罪被害給付制度及び救援基金40年

記念誌－」（2021年10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。 
 

 

■生涯研修センター運営委員を募集します！ 

  

協力できるとき
の参加で OK 

土 日 に
Zoomで基
礎研修を
開催して
います。 

まずお気軽に連絡ください！ TEL：025-281-5502 

mail：njacsw@poplar.ocn.ne.jp 

初心者大歓迎☆ 
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会のスケジュール 
※2021 年 9 月 30 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 10 月 

日程 時間（予定） 内容 会場（予定） 

2（土） 

10:00～12:00 ぱあとなあ新潟・下越地区研修 新発田市ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ 

11:00～12:00 日本社会福祉士会臨時総会 Zoom ミーティング 

13:00～18:00 日本社会福祉士会会長会議 Zoom ミーティング 

14:00～15:45 スーパービジョン体験会／2 回目 Zoom ウェビナー 

9（土）  9:30～17:00 基礎研修Ⅲ／6 日目 Zoom ミーティング 

10（日） 9:30～15:30 基礎研修Ⅰ／集合研修② Zoom ミーティング 

16（土） 9:15～16:45 社会福祉士国家試験受験対策講座／4 日目 Zoom ウェビナー 

17（日） 13:00～17:00 全国生涯研修委員会議 Zoom ミーティング 

23（土） 

 9:30～16:30 基礎研修Ⅱ／6 日目 Zoom ミーティング 

10:00～16:10 ぱあとなあ新潟名簿登録研修／2 日目 Zoom ミーティング 

13:00～ 生活支援班運営委員会議 Zoom ミーティング 

24（日） 9:30～16:30 基礎研修Ⅱ／7 日目 Zoom ミーティング 

26（火） 13:00～16:20 福島県復興支援員合同勉強会 Zoom ミーティング 

28（木） 9:30～17:00 新潟県高齢者虐待防止研修（追加開催分） Zoom ミーティング 

29（金） 18:30～ 内部役員会 Zoom ミーティング 

31（日） 10:00～11:45 スーパービジョン体験会／3 回目 Zoom ミーティング 

◆2021 年 11 月 

日程 時間（予定） 内容 会場（予定） 

4（木） 12:50～17:10 市町村・包括における高齢者虐待対応初任者研修① Zoom ミーティング 

6（土） 10:30～16:30 都道府県ぱあとなあ連絡協議会 Zoom ミーティング 

7（日） 9:15～16:45 社会福祉士国家試験受験対策講座／5 日目 Zoom ウェビナー 

12（金） 12:50～17:20 市町村・包括における高齢者虐待対応初任者研修② Zoom ミーティング 

13（土）  9:30～16:45 基礎研修Ⅱ／8 日目 Zoom ミーティング 

19（金） 10:00～ 理事会 Zoom ミーティング 

20（土） 14:00～16:00 高齢者支援班・下越地区勉強会 Zoom ミーティング 

30（火） 10:00～16:00 司法福祉研修会（定着支援センター主催） Zoom ウェビナー 
 

編集後記 
 だんだんと涼しくなり日が短くなってきました。皆さん秋の夜長楽しんでますか？最
近、長年休止状態にあった趣味の読書を無事復活させました。子どもを寝かしつけてからの大切な
時間です。(さ) 

 

ホームページ 
新潟県社会福祉士会公式サイト 

一般用ページのほか 

正会員の方専用のページもあります 

スマホでの閲覧にも対応 

 

Facebook 
当会公式 Facebook ページでは 

当会の活動の様子、 

会員のみなさまへの情報を 

いち早くお知らせします 

YouTube 
ソーシャルワーカーPR 動画、 

ソーシャルワーカーインタビュー動画を 

公開中！ほかにもコンテンツを 

増やしていく予定です 

 

http://csw-niigata.sub.jp/）でもご
http://csw-niigata.sub.jp/）でもご

