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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 （2021.11.30 時点） 

正会員 1,290 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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ホ ー ム ペ ー ジ  h t t p s : / / c s w - n i i g a t a . c o m /   
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日本社会福祉士会の入会促進キャンペーンについて 
 

 

■30歳以下の若年層を対象としたキャンペーンが 2022年度から始まります 

 ・社会福祉士会では、2022 年度から全国一斉に若年層の入会金及び年会費を初年度に限り免除す

る制度を 3 年間試行し、入会促進キャンペーンを実施します。 

・これにより、2021 年 10 月 2 日の日本社会福祉士会臨時総会にて「公益社団法人日本社会福祉

士会の会費に関する規則」及び「公益社団法人日本社会福祉士会の会費に関する規程」の改正

案が承認されました。 

 

 【キャンペーンの概要】 

 開 始  2022 年度（2022.4.1）～ 

対象者  入会年度に 30 歳を超えない入会希望者 

 内 容  入会初年度に限り入会金と年会費を無料とする 

       新潟県士会の場合、入会初年度の経費（入会金 5,000 円＋初年度会費 15,000 円＝計

20,000 円）が無料となります（※2 年目以降は年会費 15,000 円が発生します） 

 財 源  日本社会福祉士会と都道府県社会福祉士会が半額ずつ負担 

その他  2022 年度より 3 年間試行し日本社会福祉士会において効果を検証する 

注意点  ①入会年度の 4/1～翌年 3/31 までの間に 30 歳を迎える方が対象となります。入会申込

時に 30 歳であってもその年度内に 31 歳になる方は適用対象外となります。 

②30 歳以下の入会金及び初年度年会費免除は一度限りです。一度免除対応を受けた方

の再入会の場合は 2 度目の免除にはなりません。 

③2021 年度以前の入会者への遡り適用はありません。 

 

■本キャンペーンにおける新潟県社会福祉士会の対応（予定） 

 上記キャンペーンの対策として、当会では下記の通り対応いたしますのでご了承ください。 

１．会費に関する規則の改正 

2022 年 6 月定時総会にて「公益社団法人新潟県社会福祉士会会費に関する規則」の改正をお

諮りする予定です。総会にて承認いただけた場合、2022 年 4 月 1 日に遡り適用します。 

（※本来であれば今年度中（2021 年度中）に規則の改正に対応することがベストですが、対象者が

限定されていること、現行会員は対象外であること、臨時総会招集にかかる経費などを総合的に勘

案し、2022 年 6 月定時総会にて対応することを 11/19 理事会にて決定いたしました。会員の皆様

におかれましては、何卒ご理解を賜りたくお願い申し上げます） 

２．広報・周知 

規則の改正後、ホームページ、Facebook、チラシ等を活用してキャンペーンを広く周知する

予定です。 

３．各事業部門の対策 

キャンペーンにより 2022 年度は入会者が多くなることが予測されるため、各事業部門におい

て研修の実施に際して会場や開催回数を工夫するなどの対応を検討します。 

４．既存の入会促進事業について 

当会が独自に実施している「入会紹介キャンペーン（紹介者・被紹介者へ 5,000 円相当の研

修クーポン支給）」は 2022 年度も継続します。 
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【予告】 対人援助スキルアップセミナーを 3/5（土）に開催します 
 

 企画部・法人研修班が毎年開催してきた「相談援助スキルアップセミナー」。 

今年度は対象者を「相談援助に携わる方」から「対人援助に携わるすべての方」とし、「対人援助

スキルアップセミナー」としてパワーアップして開催します！ 

 

「応える」～だれもが共に生きる社会のために～ 
現在、医療や福祉など様々な分野で、意思決定支援に基づく取り組みが行われています。意思決

定支援を実践する対人援助の場面で、対象者の話をしっかり聴けているか、「面倒くさい人」「自己

責任」という言葉で片付けていないか、「支援者や周囲の都合」による支援に偏っていないか…。日

頃、もやもやしていることや疑問や矛盾に感じていることについて皆で話し合ったり、意見交換し

ながら学べる研修です。 

新潟市で長年に渡り障がい者支援に携わってこられ、現在全国トラブルシューター（TS）ネット

ワーク共同代表、新潟 TS ネット事務局長としてもご活躍の竹田一光氏を講師にお迎えしました。 

とことん「応える」ためにどうしたら良いのか、何が出来るのかを一緒に考えましょう。 

  

 【日 時】 2022年 3月 5日（土）13時 30分～16時 30分（予定） 

 【方 法】 Zoomミーティングによるオンライン開催 

 【講 師】 竹田 一光 （たけだ かずみつ） 氏 

（当会会員／新潟市障がい者基幹相談支援センター西相談員 

／新潟 TS（トラブルシューター）ネット事務局長） 

 

★研修の詳細は決まり次第改めて、事務局だより、ホームページ、 

Facebook等で会員の皆さまにご案内いたします。ぜひご参加ください！ 

（担当：企画部・法人研修班） 

 

 

「災害に強い事業所づくり～社会福祉士がつくる福祉事業所におけ

る BCP（事業継続計画）作成研修会（入所施設編）」を 2/18（金）に

開催します 
 

 福祉現場は、大規模災害やコロナ禍においても業務を継続し続けることが期待されています。大

規模災害等が起こったときに、被害を最小限にとどめ、事業をいかに継続していくかは、どの組織

にも必要とされています。 

企画部・災害支援班では、BCP（事業継続計画）とはどのようなものか、社会福祉士として、ど

のような視点を持ち、どのように作るのかなどを学ぶ研修会を開催します。 

  

 【日 時】 2022年 2月 18日（金）14時 00分～16時 00分（予定） 

 【方 法】 Zoomミーティングによるオンライン開催 

 【講 師】 後藤 至功 （ごとう ゆきのり） 氏  

（佛教大学専門職キャリアサポートセンター専任講師／NPO法人さくらネット理事） 

 【参加費】 

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：企画部・災害支援班） 
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高齢者支援班・県央地区 

生活支援コーディネーターのソーシャルアクション実践を学ぼう 

                     ～コロナ禍での対地域援助技術～ 
 

コロナ禍で外出や地域活動が制限され、高齢者の方の閉じこもりや孤立、生活不活発の状態が深刻

となってきているなか、地域で活躍をする生活支援コーディネーターの役割について理解をしたうえ

で、コロナと共存をしながら地域で支え合う仕組みづくりについて学び、社会福祉士として自分たち

が地域に向けてできることを考える勉強会です。参加者同士でのグループディスカッションも行いま

す。 

【日時】 2022年 1月 29日（土）13時 30分～15時 30分 

【方法】 Zoomミーティングを使用したオンライン研修 

【講師】 柏崎市生活支援コーディネーター 砂塚一美 様（NPO 法人地域活動サポートセンター柏崎）

燕市生活支援コーディネーター  稲田泰紀 様 （社会福祉法人燕市社会福祉協議会） 

        

＊新潟県社会福祉士会会員は無料でご参加いただけます。 

 

 

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／高齢者支援班県央地区運営委員 坂田直樹・茂岡敏夫） 

 

 

【予告】 引きこもりの支援に関する研修を 2/26（土）に開催します 
 

 新型コロナウイルスの流行により８０５０問題や、孤立する人々に関する問題、困窮者問題など

は、さらに見えにくく、さらに拍車がかかっている状況です。 

生活支援班ではそのような数ある問題の中から、「ひきこもり支援」をテーマに皆様方と一緒に考

えてみたいと思います。 

  

 【日 時】 2022年 2月 26日（土）13時 30分～ 

 【方 法】 集合形式での研修 （会場は新潟ユニゾンプラザ・4階「大会議室」） 

広い会場で少人数のグループをいくつか作って事例を検討する形を取ります。（新型コロナウィルスの再

拡大の際にはオンラインに切り替えて実施する可能性がございます） 

  

 ★研修の詳細は決まり次第改めて、事務局だより、ホームページ、 

Facebook等で会員の皆さまにご案内いたします。ぜひご参加ください！ 

 

（担当：会員活動部 生活・更生保護、児童家庭支援班） 
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【予告】実習指導者フォローアップ研修を 3/17（木）に開催します 
 

 

新カリキュラムに向けて、変わること・変わらないこと 
～不安や心配なこと、みんなで話してみませんか～ 

2019（令和元）年 6 月 28 日に、厚生労働省から社会福祉士養成課程における新たなカリキュラ

ムの内容が示されました。実習の時間数も拡充される。ソーシャルワーク機能の実践能力の向上に

向けて実習時間数が拡充（ソーシャルワーク実習 180 時間→240 時間）され、また、地域の多様な

福祉ニーズや多職種・多機関の協働、社会資源の開発などの実態を現場で深く学べるよう 2 ヵ所以

上の施設で実習を行うこととされました。 

「新カリキュラムでの実習ってどうなるの？どうしたらいいの？」という不安や心配も少なくな

いと思います。そこで、人材育成・ＳＶ支援班では、【社会福祉士養成カリキュラム改正に伴う実習

指導について、変更点の概要を知り】、【変わらない点（「社会福祉士」の本質）として実習生に伝え

るべきこと、その伝え方について、参加者間での意見交換・情報交換を行い理解を深める】ことを

目的としてフォローアップ研修を開催します。 

社会福祉士実習指導者として現に実習指導を担っている方、これから社会福祉士の実習生を受け

入れる予定の方だけでなく、受け入れに不安や迷いがあるなどまだ実習生を受け入れたことのない

方にもご参加いただきたい内容で企画中です。 

研修の詳細は決まり次第改めて、事務局だより、ホームページ、Facebook等で会員の皆さま

にご案内いたします。ぜひご参加ください。 

 

 【日 時】 2022年 3月 17日（木） 午後 

 【方 法】 Zoomミーティングによるオンライン開催 

（担当：会員活動部 人材育成・ＳＶ支援班） 

 

 

高齢者支援班・下越地区勉強会  

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（11/20）

報告 
 

 令和 3 年度の下越地区勉強会は、11 月 20 日にオンラインに

て、「意思決定支援」をテーマに県内外から延べ 29 人の参加の

もと開催した。内容として講師（須貝秀昭氏➡新潟県身寄りな

し問題研究会代表）による講義、他さまざまな職種、機関の参加

者間で事例検討や実践を振り返るグループワークを実施した。

グループ発表では「意思決定支援」における各地域における固

有の実践も語られた。研修のまとめとして講師が運営する「新

潟県身寄りなし研究会」での活動の紹介も報告いただいた。 

  昨今、各地域で身寄りやキーパーソン不在による対応の問題

をはじめ当事者の推定意思を把握する過程においてもうまく連

携がとれないなど課題が聞かれている。当勉強会においては県

内外各地域から分野を越えてさまざまな専門職によるご参加を頂いた。これはまさに「意思決定支

援の課題」が特定の地域に限らず社会全体の問題であることを改めて感じることができた。 

本研修では同様の課題を抱える仲間が地域や職種を越えて存在することが確認できた機会となっ

た。引き続き、当会の勉強会をとおして特定の課題について共有したり仲間づくりとなる機会に取

り組みたい。         （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） 
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司法福祉研修（11/30）報告 
 

 11 月 30 日（火）新潟県地域生活定着支援センター主催により、Zoom ウェビナーを使用したオン

ライン研修を開催しました。 

参加者は当会員、医療施設、市町村行政各課、社会福祉協議会、福祉施設、居宅介護支援事業

所、相談支援事業所、障害者基幹相談センター、地域包括支援センターの他、大学専門学校施設や

弁護士事務所、矯正施設関係者、警察など、連携機関等から複数の視聴も可能とし、150 回線以上

の申し込みを頂きました。 

 

午前中の第 1 部では、新潟検察庁・中島検事、新潟保護観察所・徳武統括保護観察官よりそれぞ

れの業務と役割をご説明いただき、福祉関係者にとって難しい司法の流れについて、業務や役割に

ついて学ぶことができたといった感想が聞かれました。 

 

午後の第 2 部は、当会理事で前定着センター長の國兼明嗣理事の挨拶でスタート。 

長崎県地域生活定着支援センター所長を経て、現在、厚生労働省 社会・援護局の矯正施設退所者

地域支援対策官の伊豆丸剛史氏より『生きづらさを地域で支援する』と題した基調講演をいただき

ました。 

平成 21 年、全国に先駆けて開設された長崎県地域生活定着支援センターにおいて、実に 800 名を

超える罪を犯した障がい者・高齢者等に対し、彼らが出所後に望む地域の暮らしに向けて、伊豆丸

氏は粘り強く地道にソーシャルワーク実践に取り組んでこられました。行き場がなく教会での寝袋

の一泊から始まった定着支援センターの調整。出所日当日に支援を断って県外へ旅立ち、そして夢

叶わず刑務所の入口まで戻って助けを求めた人。70 年間無国籍だった人と、70 年間繋がらなかった

支援…。 

伊豆丸氏のお話から、「私たちは通り過ぎていなかったか」「対象でない、と言うことで相手がど

うなるか想像することができたか」を考えさせられました。 

『犯罪者』に対してではなく、見えない生きづらさを抱える相手にただ受け止めてもらう事から

始めようと努めてきた伊豆丸氏の実践は、地域生活定着支援センターの仕組みに止まらず、ソーシ

ャルワークに取り組む人たちの想いに大きな影響を与えていると感じた貴重講演でした。 

 

その後、新潟県地域生活定着支援センター長・本多崇人より、今年度よりスタートした【被疑者

等支援業務（罪に問われた障がい者・高齢者に対し、「被疑者・被告人」段階、いわば「入口」（取

調べ、司法手続き）の段階で、どのような福祉的支援が適切かを考えて環境調整を開始する入口支

援業務）】についての報告を行いました。新潟県における支援システムづくりの現状や課題について

の説明を行い、その後、相談員より、実際、どの様なケースが被疑者等支援業務となるのか、実際

の事例を 3 例あげて支援をご報告させていただきました。講師の伊豆丸対策官からは、関係者間で

協働して取り組んでいる新潟県における入口支援への評価・応援をもらい、また、基調講演に対し

て参加者から寄せられた質問にも丁寧に応えていただきました。 

最後は、当センター長・本多より、今後も継続的に司法分野の理解を深められる研修を行い発信

する中で、関係機関との連携を深めていくことを閉会のあいさつとして、本研修会を終了しまし

た。 

ご参加・ご講演いただきました皆様、大変ありがとうございました。生きづらさを抱える人たち

への支援をこれからも一緒にお願いいたします。 

（担当：新潟県地域生活定着支援センター相談員 坂井賢） 
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ぱあとなあ新潟 名簿登録研修 30名が修了 
 

今年度の「ぱあとなあ新潟 名簿登録研修」が 10/23 に終了し、30 名の方が本研修を修了されまし

た。名簿登録研修は、「成年後見人材育成研修（旧・成年後見人養成研修）」の修了者を対象として、

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）を養成するための研修です。名簿登録研

修を修了し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。 

 今年度の名簿登録研修を修了された方には、現在、名簿登録申請の手続きをお願いしているところ

です。修了者ご自身のご希望や状況に応じて、2021 年度中の登録、または 2022 年度以降の登録を瀨

託していただくこととなっています。 

 

●名簿登録をすると… 

・ぱあとなあ新潟が推薦依頼を受けたケースについての「受任のお願い」メールが随時届きます。受任を

希望するケースに「受任立候補届」で立候補できます。 

・ぱあとなあ新潟会員向け研修に無料で参加できます（名簿登録しない場合は研修参加費が有料となり

ます） 

 

名簿登録研修修了者の皆様におかれましては、ぜひ名簿登録し、後見人等として活動いただけます

ようお願いいたします。                 

（担当：ぱあとなあ新潟運営委員会） 

 

 

ぱあとなあ新潟 地区研修報告 
 

■佐渡地区 

10 月 30 日（土）新穂公民館にて、第２回佐渡地区研修会を実施。名簿登録者９名参加。 

 始めに、地区委員からの連絡事項として、成年後見利用促進に係る体制整備に向けた専門職派遣メ

ンバーを圏域ごとに三士会から選定している経緯を報告。現状は、中核機関の設立状況に地域差があ

り、担当者の異動による取り組みの停滞、また、専門職後見人の供給が飽和状態になり、市民後見人

の普及と活用も十分でない等の状況がある。権利擁護に関連する取組について地元の三士会会員が協

働して参画し、中核機関の立ち上げだけでなく、運営や市民後見人支援等にも協働して支援していく

等の取り組みを進める為に名簿作成していることや、佐渡圏域で選定された三士会メンバーについて

も併せて報告した。佐渡圏域でも専門職後見人は飽和状態。市民後見人のフォローや受任調整、成年

後見制度以外での支援方法の検討も必要。また、家庭裁判所の担当官の異動により、市民後見人の選

任の適否のすりあわせや、市民後見人養成に関する取り組み等、異動によって途切れた部分もあり確

認が必要になっている等の意見交換をした。 

 後見活動等に関する意見交換では、施設の面会制限の緩和に伴う被後見人等との面会状況について

意見交換を行った。コロナ禍によって長期間面会できず、電話やオンラインでの確認だったが、基本

的感染対策に留意して面会を実施していくことを確認した。 

 最後に、参加者の受任状況や今後の受任の可否についての確認、成年後見制度申立時の診断書の変

更点について情報共有した。      

（報告：ぱあとなあ新潟佐渡地区運営委員 佐々木伸一郎） 
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都道府県ぱあとなあ連絡会議 参加報告 
 

11 月 6 日にオンラインで、日本社会福祉士会による「都道府県ぱあとなあ連絡協議会」が開催され

た。本連絡会は各都道府県士会から、成年後見事業担当者・未成年後見事業担当者・虐待対応事業担

当者が参加するものであり、新潟県からは、ぱあとなあ新潟担当の渡辺信也理事、虐待対応委員会担

当の古澤圭理事、および虐待対応委員の当職（峯嶋直美、佐藤正枝、宮下美知子）が参加した。 

基調講演では同志社大学の永田祐氏より、『包括的な支援体制と権利擁護の推進』の演題で講演が

あり聴講した。その中で、今後は生活困窮や障害、児童、高齢など世代や属性に関わらず複合的な課

題を抱える家族の全体像を把握して、断らない相談を可能にする包括的相談支援事業と、多様な社会

参加・就労に繋げる参加支援事業、そして地域づくりに向けた支援事業などから成る『重層的支援体

制整備事業』について話があった。「断らない相談」とは、一機関で全部受け止めるという意味ではな

く、どこかにつないで解決していくことであり、「断らない相談」の中核の機能は多職種協働であると

説明されていた。銚子市の不幸な事例を引用しながら、ソーシャルワーク機能が行政の中に存在しな

いこと、何で困っているかをしっかり聴き取り、自分の所属する機関（係）の扱う制度が使えないか

らと言ってクライエントを帰すのではなく、困りごとをなくすようにかかわる支援ができていない現

状を語られた。さらに、それは専門職のみの支援で完結するものではなく、地域社会との協働が必要

であることが強調された。 

なぜ地域との協働が必要なのか。近年の社会変動によって単身世帯の増加や繋がりの希薄化が進ん

だことにより、社会的つながりが弱い人の問題が顕在化している。NPO 法人抱樸(ほうぼく)の奥田理

事長の言葉を引用しながら、「関係の貧困」の中にいる人にとって、「地域と一緒に考えていかなけれ

ばその人らしく生きてはいけない」と地域の人々とともにその人らしくいられる居場所づくりの必要

性が語られた。 

『重層的支援体制整備事業』は、新たな事業が生まれたのでこれに取り組まねばならない、と考え

るのではなく包括的支援体制をつくるために活用すべき事業であり、市町村において、それぞれの相

談支援の体制をしっかり見直し、どこが中核の機能を担うのかが市町村ごとに各相談機関の実態も異

なることを前提に、それまでの各相談機関の支援の蓄積によって体制を組み立てていくことが必要と

なる。市町村ごとに異なる相談機関の実態を踏まえ、社会福祉士会もその協議に参画していくことが

必要であると述べられていた。 

縦割りが外れることにより、相談支援体制のみならず、大きな効果が見込まれるのは地域づくりの

部分であるとのお話もあった。高齢者向けにつくった居場所が子どもや障がいのある人にも活用して

いける場づくりへの好影響もある。交付金化された中から、ジェネラリストの社会福祉士が活躍でき

る場が増えていくとし、すべての市町村でこうした展開（重層的支援体制整備）ができることが期待

されている。ただ、今年度の取り組みは全国でも４２自治体にとどまっており、地域福祉計画に位置

付けて実施していく必要も示唆されていた。本事業では、地域にある社会資源を活用していくという

視点のみならず、協働していくことで社会資源を開発していくことが求められているといった説明が

印象に残った。社会福祉士養成校でも、こうした流れの中で、連携・協働のできるジェネラルな視点

を醸成する観点から、分野の異なる複数箇所の実習がカリキュラム上、義務付けられていることにも

触れられていた。社会福祉士会の組織づくりに関しても、縦割りの組織を横断的に変えていく必要が

述べられ、後半のグループワークなどでも、すでに高齢・障がい・児童・生活困窮といった縦割りの

組織の在り方を見直した都道府県社会福祉士会の状況を聞くことができた。 

次にまた『成年後見制度利用促進法と基本計画』について説明があった。2017 年基本計画に、改め

て制度の趣旨であるノーマライゼーションと自己決定権の理念に立ち返り、その運用の見直しが明記

された。その基本的な考え方は、ひとつには成年後見制度は一ツールであって、「申し立てありき」で

はないということである。利用促進は、適切な利用促進でなければならない。様々な支援を組み合わ

せて本人を支えることで申し立てが必要ない場合もあり、当該制度利用の可否のアセスメントをし、

適切なチーム(多機関協働)でが支援していくことが重要となる。また情報や知識、経験の不足を補う

ことで意思を表明できるということを前提に、継続的に「意思決定支援」の視点で必要な機関がチー
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ムで支えていく必要がある。権利擁護の支援といった土台の上に包括的相談支援体制をはじめとする

様々なネットワークが構築されていくといったイメージを共有し、地域共生社会実現の基盤には権利

擁護の支援が位置づくことも確認された。 

今後、成年後見制度の利用を含む権利擁護支援はますますニーズの多様化と増大が見込まれる。社

会福祉士はただ単に後見を受任する役割を担うだけでなく、権利擁護の考え方を地域にも広げていく

役割があることを忘れてはならない。日ごろの業務においても、対象を限定しない分野を超えた支援

の知識を向上させ、被後見人等が自分らしく地域で暮らすための社会への参加支援と、地域づくりに

関わっていかなければならない。 

中盤、高齢者虐待対応研修についての方針も示された。行政が行うべき研修の範囲が示されており、

この講師を担う人材養成の位置付けで、各都道府県において日本社会福祉士会が作成した虐待対応標

準研修を実施してほしいこと、また、虐待対応専門職チームとして派遣される人材においては、アド

バイザーコースの受講を推奨されている。虐待対応専門職チームとしては、改めて、①社会福祉士と

弁護士がチームとして対応すること ②助言者であること ③個別のケース会議を通じた助言であ

ること ④実効性かつ恒久的なものとするため、契約に基づく助言であることの４点がスタンダード

モデルとして再確認された。 

今回、講演を拝聴し貴重な機会を得て大変勉強になりました。ありがとうございました 

（報告：虐待対応委員会運営委員 峯嶋直美・佐藤正枝・宮下美知子） 

 

 

関東甲信越ブロック県士会災害連携会議 報告 
 

11/30（火）に関東甲信越ブロックの社会福祉士会の災害担当理事が連携会議を行いました。 

今回も対面式ではなく、ZOOM を使ってのオンライン会議でしたが、まずは各都県からの近況報告

に合わせ 10 月 7 日に発災した千葉県北⻄部を震源とする地震について、社福祉士会の対応について

報告がありました。 

県によっては大規模災害時には被害状況や安否確認のために Line や Line-works を使い理事や事

務局で連絡を取り合うよう準備をしているそうです。新潟県についても、万が一の大規模災害に備え、

今後導入について検討したいと感じました。 

各県の災害時の取り組みがわかりとても有意義な会議になったと思います。来年は対面式+オンラ

イン会議を使ったハイブリッド型の会義で開催しようとハードルを上げまくって閉会となりました。 

（担当：企画部・災害支援班担当理事 本多博樹） 

 

 

理事会（2021.11.19）報告 
 

日時）2021 年 11 月 19 日（金）10 時 00 分～11 時 05 分 

会場）新潟ユニゾンプラザ小研修室 2、および Zoom ミーティング 

出席）理事総数 16 名中、出席 10 名 

渡辺陽一 遠藤真一 丸山径世 秋山武司 井上基之 國兼明嗣 古澤圭 本多崇人  

本多博樹 米澤大輔  

   監事総数 2 名中、出席 1 名 

野島廣一郎 

 

■第１号議案 新規会員の承認について 

  2021 年 8 月 1 日～10 月 30 日の入会申込者について、正会員 7 名、準会員 1 名、賛助会員 1 団

体（新潟県介護支援専門員協会）を承認。 

■第２号議案 2021年度 日本社会福祉士会入会促進キャンペーンに対する当会の対策等について 
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  入会年度に 30 歳を超えない入会希望者の入会金及び初年度年会費を無料とする日本社会福祉士

会の入会促進キャンペーンが 2022 年度に開始することを受け、当会では下記の通り対応するこ

とを承認。 

（１） キャンペーン概要 

社会福祉士資格取得者は資格取得年度に社会福祉士登録費用の負担もあり、若年層（新

卒者等）は社会福祉士会への入会まで至らないケースも多い。そのため、30 歳を超えな

い若年層の入会希望者に対し、入会金及び初年度年会費を無料とするキャンペーンを日

本社会福祉士会が 2022 年度から全国一斉に開始するもの。なお、かかる経費については

日本社会福祉士会と都道府県社会福祉士会が半額ずつ負担する。 

新潟県社会福祉士会では、入会金 5,000 円＋年会費 15,000 円＝計 20,000 円であり、

日本士会と新潟県士会とで 10,000 円ずつ負担することとなる。 

なお、2020 年度の新規入会者 51 名中、30 歳を超えない方は 7 名だった。 

（２） 新潟県社会福祉士会の対応 

① 会費に関する規則の改正（変更） 

本来であれば今年度中に総会を実施し「会費に関する規則」の改正（変更）を行うこと

がベストであるが、対象者が限定されていること、現行会員は対象外であること、臨時

総会招集にかかる経費などを総合的に勘案し、規則の改正案を理事会（11/19）で決議し、

2022 年 6 月定時総会で改正する。総会で承認された場合、「会費に関する規則」の改正

は 2022 年 4 月 1 日に遡り適用し 4 月 1 日よりキャンペーンを開始するものとする。 

② 会員周知 

理事会（11/19）の決議を受けて、会員には複数回、事務局だより等で十分な周知を行う

ものとする。 

③ 新規会員の募集 

キャンペーンのチラシを作成しホームページ、Facebook 等を活用して社会福祉士会入会

促進キャンペーン内容を広く周知する。 

④ 各事業部門の対策 

2022 年度は入会者が多くなる可能性があるため、各事業部門において研修の実施に際し

て会場や開催回数を工夫するなどの対策をあらかじめ検討する。 

⑤ その他 

当会が独自で実施してきた入会紹介キャンペーン（紹介者・被紹介者へ 5,000 円相当の

研修クーポン支給）」は継続実施する。 

  （以下、理事からの意見等） 

   ・3 月卒業予定の学生へは今年度内にチラシ配布を。 

   ・チラシは学生のほか、全会員、施設・事業所などできるだけ多く配布することが有効では。 

   ・若い人に対しては、ＳＮＳや動画でのＰＲも検討しては。 

   ・年代的に対象となる若い社会福祉士の意見を聞く場も設定しては。 

■第３号議案 公益社団法人新潟県社会福祉士会 会費に関する規則の改正案について 

  第２号議案と関連する議案のため一括審議し、「日本社会福祉士会が入会年度において、満 30 歳

を超えない者に入会金及び会費を補助する場合は会費を免除する」旨を規定した改正案を承認。 

  本理事会で承認された改正案を 2022 年 6 月定時総会に上程する。 

■第４号議案 委員会委員の増員について 

  生涯研修センター運営委員の増員について、古田島直子会員（会員番号 66332）、中川雪人会員

（会員番号 59403）を新たな委員として承認。 

■第５号議案 2021年度 会員の研修参加費について 

  会員の研修参加促進に向けて、コロナ禍におけるオンライン活用による経費削減、各事業での増

収等（地域密着型サービス外部評価件数の増加など）を活用し、今年度これから実施する会員の

研修参加費を可能な範囲で引き下げることを承認。 
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 （以下、理事からの意見等） 

   ・「会員としてのメリット」という点では、会員の研修参加費の引き下げは明確であり有効であ

る。 

   ・一方で、無料の研修の場合、とりあえず申し込んで当日参加しないというケースや、オンラ

インの場合は「ながら聞き」なども散見され、研修意図のとおりにいかなくなる場合も考え

られる。安易な無料化は避け、研修の内容やねらいをふまえての料金設定を検討すべき。 

・会員にとって入口の研修であり生涯研修制度の要となる基礎研修については、来年度以降、

より多くの会員に参加してもらえるような参加費設定にすべきでは。 

■報告事項（１）2021年度事業の実施状況（2021年 10月末まで） 

 

 

「新潟社会福祉士 実践報告 第 20号」をお届けします 
 

 新潟県社会福祉士会の記念となる実践報告 第 20 号ができました。渡辺新会長のご挨拶に始ま

り、各分野、各地域で日夜それぞれの役割を担われておられる会員の皆様の取り組みは、気づきと

学び、そして、考えや視野を広げ、励みをいただく話題に溢れています。また、これまでのご報告

をご覧になられての皆様からのご感想等もぜひ併せて楽しみください。 

 節目となるこの第 20 号の編集は、新旧の広報員がバトンを繋ぐように力を合せて携わらせていた

だきました。完成と同時に、さっそく第 21 号の作成も始まり、県内各地、各分野の皆様と共に新た

な一冊を築いていきたいと思います。これからもどうぞよろしくお願いいたします。 

 （担当：広報部担当理事 秋山武司） 

＊「新潟社会福祉士 実践報告 第 20 号」は今回の事務局だよりと同封で会員のみなさまにお送りしています。ぜひ

ご一読ください！ 

 

 

会員のみなさまへ（各種お知らせ、お願い） 
 

■年会費の「家族割」適用申請について 
2018年 6月に会費に関する規則が改訂され、同一世帯に複数の会員がいる場合の「割引設定（通

称：家族割）」が設定されました。申請書に記入された正会員のうち、申請者の年会費は 15，000

円、２人目以降の正会員の年会費が 12,000円となります。 

2022年度の家族割の申請受付を開始いたしますので、申込を希望される方は今回同封された「家

族割に関する注意事項」をご確認の上、利用申請書を 2022年 2月 28日までに事務局までご提出く

ださい。 

※「家族割」は、1年度ごとに申請をしていただく必要があります。 
 

 

■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。 
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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 
・民事法研究会 

「実践成年後見№95（特集:生活保護と成年後見人の役割）」 

・全社協 

「月刊福祉11月号（特集：福祉職場のリーダーを考える）」 

※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 12 月 5 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 12 月 

日程 時間（予定） 内容 会場（予定） 

4（土） 13:30～16:30 甲信越社会福祉士会連携会議 Zoom ミーティング 

8（水） 19:00～ 虐待対応委員会 Zoom ミーティング 

9（木） 18:30～ ぱあとなあ新潟本部運営委員会 Zoom ミーティング 

11（土） 

 9:30～16:45 基礎研修Ⅱ／9 日目 Zoom ミーティング 

10:00～11:30 ぱあとなあ下越地区研修 新発田ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ 

10:00～11:30 ぱあとなあ上越地区研修 だいにちｽﾛｰﾗｲﾌﾋﾞﾚｯｼﾞ 

12（日）  9:00～12:00 基礎研修Ⅱ／10 日目 Zoom ミーティング 

16（木） 14:00～ 総合企画会議 新潟ユニゾンプラザ 

17（金） 18:30～ 障がい者権利擁護チーム会議 Zoom ミーティング 

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

25（土） 9:30～12:00 ぱあとなあ新潟地区研修 Zoom ミーティング 

◆2022 年 1 月 

日程 時間（予定） 内容 会場（予定） 

16（日） 9:30～16:30 基礎研修Ⅱ／11 日目 Zoom ミーティング 

22（土） 15:00～ ぱあとなあ中越地区研修 Zoom ミーティング 

23（日） 10:00～16:00 基礎研修Ⅲ／10 日目 Zoom ミーティング 

25（土） 9:30～12:00 ぱあとなあ新潟地区研修 Zoom ミーティング 

29（土） 13:30～15:30 高齢者支援班・県央地区勉強会 Zoom ミーティング 
 

 

編集後記 
 先月、戸外で思いっきり前のめりに転倒し、左上腕と右膝に内出血、左膝に出血を伴う擦り傷を作りま
した。1 週間くらいで内出血（アザ）は薄くなってきて、左膝の傷も良くなってきたのですが、どうにも
こうにも左膝が痛い。歩くのは平気だけど、膝をついたりするとものすごく痛い。傷は治ってきているの
になぜ痛いのか…でもまあそのうち治るだろう～と思いつつ左膝のあたりを触ってみたら、どうも表皮で
はなく内部が痛むぞ！？とようやく気付きまして（気づくのが遅すぎる）。…受診した結果、靭帯が切れ
ていました。 
これから道路が凍る日も多くなってきます。みなさまもくれぐれもお気を付けください。（は） 
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