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会のスケジュール
◇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

（2022.1.30 時点）

正会員

1,287 名
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【ご案内】

法人研修班

対人援助スキルアップセミナー
「応える」～だれもが共に生きる社会のために

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。
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
ながら学ぶ研修です。
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
【方 法】 Zoom ミーティングによるオンライン開催（定員 60 名）
【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）
★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。
右記 QR コードからもお申込みいただけます。
（担当：企画部・法人研修班）

【ご案内】 人材育成・スーパービジョン支援班 実習指導者フォローアップ研修
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。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す。

【日 時】 2022 年 3 月 17 日（木） 13 時 15 分～16 時 00 分
【方 法】 Zoom ミーティングによるオンライン開催（定員 40 名）
★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。
右記 QR コードからもお申込みいただけます。
（担当：会員活動部 人材育成・ＳＶ支援班）
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【ご案内】

高齢者支援班・魚沼地区 困難事例の対応力を高める 2021

「ゴミ屋敷を紐解く」
どこの地域にも『ゴミ屋敷』と呼ばれるお宅があるのではないでしょうか？
でも、そのような差別的な言葉でレッテルを貼ったところで、そこで暮らす
当事者の課題も、周囲が困っていることも、中々解決されていきません。
なぜゴミ屋敷になってしまうのかを紐解き、当事者の視点からゴミ屋敷問題
を考えてみませんか？

【日 時】 2022 年 3 月 26 日（土） 15 時 00 分～17 時 00 分
【方 法】 Zoom ミーティングによるオンライン開催
【講 師】 奥谷 和隆 氏
（京都高齢者生活協同組合くらしコープ専務補佐／
三愛合同会社社会福祉士事務所代表社員）

★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。
右記 QR コードからもお申込みいただけます。
（担当：会員活動部 高齢者支援班魚沼地区）

【出席報告】 全国生涯研修委員会議（日本社会福祉士会主催）
2021（R3）年 10 月 17 日（日）に全国生涯研修委員会議がオンライン（Zoom）で開催されました。
全国の生涯研修委員、事務局スタッフなど 86 アカウントの参加がありました。オンラインの良さ
としての時間と距離を超えてネット環境とパソコンなどがあれば全国会議が開催できることが良い
と思います。
新潟県からは、生涯研修センター担当理事の稲田、事務局の畠山が参加し、また、日本社会福祉士
会生涯研修センターの委員として当会会員の高野八千代さんが出席されていました。
本会議では下記３点の説明、グループワーク、体験会が行われました。
① 「生涯研修制度の在り方・見直しについて」
⇒生涯研修制度と認定社会福祉士制度の混同によって会員への周知、取り組みへの複雑さ、事務
局の負担など含めて、
「実践力をどう担保」、
「会員の質の向上」、
「研修のルート設計整備」など
議論されました。
② 「オンライン研修における事例の取り扱いについて」
⇒「オンライン研修における事例の取り扱いについて」⇒例えば基礎研修などで事例検討が有っ
た場合、個人情報保護や研修終了後の事例の取り扱い方法について各都道府県によっても取扱
い方法が異なっている点などが挙げられ”正会員及び正会員に所属する社会福祉士が実践研究
等において事例を取り扱う際のガイドライン”（2020.6 改正）の周知徹底が求められています。
③ 「オンラインツールの説明と体験会」
⇒オンライン下での名刺交換など情報交換ツール『Eight』の活用、グループワークの検討され
た内容の共有『Google スプレッドシート』
『Google Jamboard 』などのツールを活用してグルー
プ討議の質の向上をどう図っていくのか検討が進められました。
コロナ禍により研修がオンラインに移行しつつある中で、ツールの活用もさることながら社会福祉
士同士の横のつながりなどをオンライン下でどう行っていくのか、社会福祉士にも ICT などのスキ
ルアップが求められている点など強く印象に残りました。
（報告：生涯研修センター担当理事 稲田泰紀）
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【出席報告】 甲信越（長野・山梨・新潟）社会福祉士会連携会議
2021（R3）年 12 月 4 日（土）
、長野県社会福祉士会、山梨県社会福祉士会との「甲信越社会福祉
士会連携会議」が開催されました。この会議は毎年、3 県士会の取り組みや課題について意見・情報
交換を行うとともに、次年度の基礎研修における連携体制を確認することを目的に実施されているも
のです。コロナ禍により昨年度からはオンラインでの実施となっており、今年度は長野県士会がホス
ト（幹事）で実施されました。
会議には各会の会長、副会長、基
礎研修担当者、事務局長等が参加。
ブレイクアウトルームにて「会運営」
チームと「研修」チームにわかれて
協議を行いました。
「会運営」チームでは、入会促進や
コロナ禍での活動、未成年後見など
について、意見交換・情報交換を行
いました。
基礎研修は、2022 年度は３県士会
ともに、引き続き Zoom によるオン
ライン実施を中心とすることが確認
されました。振替受講について長野
県は、他県からの受入、長野から他
県への振替ともに実施しない方針で
す。山梨県、新潟県では、他県⇔自
県ともに振替 OK とする予定です。

【出席報告】 成年後見制度推進ネットワーク会議（新潟市社協主催）
2022（R4）年 1 月 14 日（金）
、新潟市総合福祉会館で開催された標記会議へ出席してきた。
会議には、三士会（新潟県弁護士会、リーガルサポート新潟（新潟県司法書士会）、ぱあとなあ新潟
（新潟県社会福祉士会）
）等の後見人受任団体の他、家庭裁判所や新潟市福祉行政担当課が出席し、そ
れぞれの団体の活動状況等について報告・共有した。その後、市民後見人が地域の中でより一層活躍
できるための環境整備の促進や、中核機関及び地域連携ネットワークの強化に向けての協議を行っ
た。
ぱあとなあ新潟からは、市民後見人の単独受任の体制構築に向けては、千葉県浦安市や広島県福山
市など県外の先進事例を参考に、行政と社協のみならず、専門職団体等も一緒になって継続的に議論
していく必要性があることや、地域の中で権利擁護支援を展開していく上で、各区社協に配置されて
いるコミュニティソーシャルワーカー（CSW）等と有機的に連携が図られるよう、中核機関の機能を
区ごとに持たせること、さらには利用者にメリットを感じてもらう成年後見制度としていくために地
域連携ネットワークや協議会の構成メンバーに当事者団体や障がい者基幹相談支援センター、地域包
括支援センター等も加えていただきたいことなどを要望として伝えた。
なお、新潟市では、昨年７月に中核機関を設置し、それに伴い成年後見支援センターの職員を増員
したが、受任調整機能については現状持ち合わせていないため、今後、他自治体の取組も参考にしな
がら協議していく旨の説明があった。
地域共生社会実現に向けた権利擁護支援体制の構築に向けては、今後、より一層関係者と連携・協
働しながら取り組んでいく必要性を強く感じた会議となった。
（報告者：ぱあとなあ新潟本部運営委員 寺口祐司）

【出席報告】家事関係機関と家庭裁判所との連絡協議会（新潟家裁主催）
2022（R4）年 2 月 4 日（金）にオンラインにより開催された標記協議会に、渡辺信也理事ととも
に出席してきた。同協議会には新潟家庭裁判所裁判官や各支部長、三士会、新潟県、県社協、市民後
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見人養成研修実施自治体、法人後見事業実施社協等が出席し、市民後見人及び法人後見の活用をテー
マに協議がなされた。
新潟家裁からは後見人の給源不足・受け皿拡充にとどまらず、地域共生社会実現に向けた取組にも
資する観点から、市民後見人の養成や活動を一層推進していきたい旨の説明があり、佐渡支部からは
市民後見人の選任状況や選任プロセス、佐渡市社協による市民後見人への丁寧なフォローアップ体制
などについて説明があった。また、佐渡支部以外の各支部（三条、新発田、長岡、高田）からも、管
内自治体等と連携しながら市民後見人の選任について前向きに検討していきたい旨の報告があった。
市民後見人を養成している自治体・社協（佐渡市、新潟市、柏崎市、村上市、糸魚川市、阿賀町、
新発田市）からは、それぞれの取組状況について報告があり、市民後見人の単独選任に向けた課題と
しては、市民後見人の支援体制の構築やそれに伴う予算確保等が挙げられた。新潟県としては、市民
後見人養成に活用できる財源の利用を促すとともに、市町村の意向を確認しながらバックアップ体制
を整備していきたい旨の発言があった。
また、法人後見についても各社協から取組状況や課題について報告があり、さらには（一財）ささ
えあいコープ新潟からも法人後見事業へ取り組んだ経緯や現在の受任状況等について報告があった。
同協議会では、後見人の給源不足の現状や市民後見人の活動推進の意義・必要性等について共有さ
れた一方で、実際に各地域で市民後見人制度を運用していく上での課題も確認され、それらの課題解
決に向けては、各地域で行政、社協、専門職後見人、当事者団体、福祉関係者らが継続的に話し合っ
ていける有機的な地域連携ネットワークや協議会等の早急な整備が必要と再認識した。
（報告者：ぱあとなあ新潟本部運営委員 寺口祐司）

【実施報告】 高齢者支援班・県央地区勉強会「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」
2022（R4）年 1 月 29 日（土）
、県央地区高齢者支援班の研修を、ZOOM を活用しオンラインで開
催し、21 名の方が参加されました。
「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」と題して、柏崎市生活支援コーディネーターの砂塚一美さん、燕市生活支援コーディネーターの
稲田泰紀さん（当会理事）より、生活支援コーディネーターとして地域へ向けて活動していることや
コロナ禍での活動実践について講演をしていただきました。
砂塚さんからは、市から委託を受けている「NPO 法人地域活動サポートセンター柏崎」における生
活支援コーディネーターの活動内容や、市内 21 箇所ある「くらしのサポートセンター」を地域の活
動拠点として住民と共に活動に取り組まれていることについて、稲田さんからは、「燕市配達サービ
スガイド」や「みんなで支える地域の気づきシート」などの取り組みについてお話いただき、それぞ
れコロナ禍でも歩みをやめないソーシャルワーカーの姿勢を学びました。
後半のグループセッションの中では、参加者の方同士で自身の地域におけるソーシャルワーク実践
を語り合い、情報交換の場となりました。
今回、生活支援コーディネーターの方の活動実践を通じて、地域に向けて何ができるのかを改めて
考えるきっかけとなりました。地域と顔がつながっていけば良い方向に進む、ちょっとしたことでも
現場へ行く、といった姿勢を大切にこれからのソーシャルワーカーとして活動に活かしていきたいと
思います。
（報告者：高齢者支援班県央地区運営委員 坂田直樹・茂岡敏夫）

【実施報告】 2021 年度社会福祉士実習指導者講習会
2022（R4）年 2 月 11 日（金）〜13 日（日）の 3 日間を使い実習指導者講習会をオンラインで実
施し、93 名の実習指導者を目指す方から参加申し込みがあった。日程については 11 日実習指導概論
（横山先生）
、実習マネジメント論（松山先生）、実習プログラミング論（三浦先生）の講義科目、12
日・13 日の 2 日間は A 日程（佐野先生）と B 日程（高野先生）に分かれて実習スーパービジョン論
の講義と演習を行った。全日程リモートで研修を実施したが、大きなトラブルが起きることなく全日
程を終了することができた。リモート研修に慣れている受講者も多く、講師の方の問いかけにチャッ
トやリアクションボタンでスムーズに反応する場面も多く見られ、グループワークでも活発に意見交
換が行われるなど、受講生の学びを確認することができた。
本研修は実習指導者になるために知識や技術を学ぶことが目的の 1 つではあるが、それと同時に実
習指導者としての志や悩み、不安を共有できる仲間を作るきっかけになったのではないだろうか。ま
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た、
「社会福祉士を育てるのは社会福祉士である」と講師の皆様が言われていた通り、社会福祉士の役
目の一つに後進育成があるということを再認識できた機会となった。
旧カリキュラムで行われる実習指導者講習会は今回で終了となり、次回からは新カリキュラムに対
応した実習指導者講習会となる。今までご尽力いただいた講師の皆様には深く感謝を申し上げます。
（報告者：人材育成・SV 支援班担当理事 廣川真之輔）

実習スーパービジョン論は、運営チーム（講師・

実習スーパービジョン論では、講師とアシスタントが実習指導者

アシスタント・スタッフ）のみがユニゾンプラザに集

役と実習生役となった模擬ロールプレイを見ていただくのですが、

まり演習を展開しました。

今年は事前に録画した動画を使用しました。
指導者役の佐野一美さん（講師）、実習生役の関口悟さん
（アシスタント）ともに名演技でした！

ぱあとなあ新潟 地区研修報告
■下越地区
2021（R3）年 12 月 11 日（土）新発田市ボランティアセンター集会室にて、第３回下越地区研修
会を実施。会員 6 名参加。
① 自己紹介
今年度の成年被後見人人材育成研修修了者 1 名が初参加したため出席者がそれぞれ自己紹介を
行った。
下越地区の名簿登録者は 17 名。そのうち 10 名が現在受任中。また、今年度は下越地区で 2 名
が人材育成研修を修了し、名簿登録予定である。
② 連絡事項
・ぱあとなあ事務局からの連絡
関係機関から個人的に受任を依頼された場合には、その場で承諾せず、ぱあとなあ事務局を通
すように伝えて欲しい。
ぱあとなあ事務局から受任依頼が出て、受任を希望する場合には立候補届けを提出すること。
立候補者の中から選定するため、必ずしも依頼された方が受任できるとは限らないことも関係
機関に伝えて欲しい。
・10 月 27 日 三士会による zoom ミーティングの報告
成年後見利用促進に係る各市町村体制整備に向けた専門職派遣体制づくりについて、派遣対
象者の名簿を作成し県に送付した。各市町村にも届いている模様。
③ 後見等活動報告・情報交換
出席者から日ごろの後見活動の状況について報告をしていただき、相続にあたって、どのタ
イミングで親族に確認を行うべきか、また書類の取り交わしを行っているかどうかについて意
見交換が行われた。相続人がいないか受け取りを拒否している場合において、財産が預貯金の
みで少ない場合には、使い切るようにし、通帳をそのまま後見人が保管している例があるよう
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であり、裁判所もそのようなアドバイスをしているとのこと。
職場内の若手職員を社会福祉士会への入会や研修への参加、ぱあとなあの活動へどのように
誘って行けば良いのかについて意見交換がされ、職場によっては、活動へ参加しやすいように
体制が組まれているなど、職場環境によって参加しやすさがあることなどもわかった。
（報告：ぱあとなあ下越地区運営委員 竹前亮太郎、齋藤哲英、鈴木優子）
■下越地区
2022（R4）年 2 月 5 日（土）オンラインにて第 4 回下越地区研修会を実施。会員 7 名参加。
① 自己紹介
下越地区では初めてのオンライン開催。地区外からの参加もあり、それぞれの自己紹介を行った。
② 講義「新発田市における中核機関の機能・役割と現状について」
講師：新発田市社会福祉協議会地域福祉課 石山仁奈子主事、平川真美主事
③ 質疑応答
Q．新発田市の法人後見事業における報酬の請求について、利用支援事業の申請を行っているか
A．新発田市社協は市より委託されている関係もあり、利用支援事業の申請は行わず、報酬をも
らえる対象者のみから報酬をもらっているとの回答。
Q．法人後見での受任上限を設定しているかどうか
A．年度ごとに上限を設けているとの回答。
④ 情報交換
・講義について／下越地域の中でも、新発田市のように中核機関を立ち上げているところもあれ
ば、後見についてあまり進んでいない地域もある。地域によって差がなく、困っている人が利
用に結び付く体制を整備していく必要があり、地域の社会福祉士として行政等への働きかけや
社会福祉士同士の連携を深めていく必要性があるとの意見があった。
・参加者の受任状況等について報告／今回は特別な困りごと等の相談はなかった。
⑤ 2 月定期活動報告について事務連絡
（報告：ぱあとなあ下越地区運営委員 竹前亮太郎、齋藤哲英、鈴木優子）
■佐渡地区
2021（R3）年 12 月 18 日（土）佐和田中央会館にて第３回佐渡地区研修会を実施。名簿登録者 6
名参加。
今回は、新潟県社会福祉士会で成年後見利用促進に係る体制整備に向けた取り組みを進めている現
状にあることを踏まえ、
「中核機関の機能と佐渡での現状と今後について」をテーマに佐渡市社会福
祉協議会 成年後見センターから金子弘樹さんと菊池紀子さんを招いて研修を実施した。
成年後見制度の利用促進の背景や法整備の経緯や、佐渡での中核機関の機能、今後の課題について
ご講義頂いた。すでに必要な機能を備えていたため、令和３年から中核機関委託を受けていることや、
市民後見人の養成・マッチング等の現状を学ぶことができた。市民後見人の過去の職歴、経験等によ
る強みを生かして、被後見人等がメリットを感じられるようにマッチングするとともに、市民後見人
が活動しやすいよう関係機関とのネットワーク（市民後見人キラキラネットワーク）を構築する重要
性が語られた。親族後見人への支援をどのように行うかやネットワークのさらなる強化など今後の課
題に触れ、後見人等に任せざるを得ない親族への思いを汲み取れるよう血の通った後見活動の実践や
広報が必要だとも言及されていた。会員からも活発に質疑応答があり、有意義な研修となった。
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、8 月度の成年後見活動報告のチェ
ック状況について報告した。
（報告：ぱあとなあ佐渡地区運営委員 海老由紀、佐々木伸一郎）
■上越地区
2021（R4）年 12 月 11 日（土）に第 3 回上越地区研修会を実施し、18 名が参加しました。
新型コロナの状況が落ち着いてきていた時期だったため集合型研修とし、参加者同士の顔が見え、
和やかな雰囲気の中で研修会が進みました。参加者同士の交流を深めるため、自己紹介や近況報告に
加え、趣味や大晦日の定番などの話題にも触れてもらい、参加者の皆さんの人柄を伺うことができま
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した。情報交換や意見交換では、後見人の心労への対応として複数後見人の選任申立てをした事例に
ついて話を伺うことができ、被後見人の親族が後見人の自宅まで押しかけるような場合への対応につ
いて確認し合いました。後見活動での苦労や悩みの多くは身寄りなしの事例で、死後の事務をどうし
たらよいのかとのことでした。死後は後見人の権限がなくなりますが、火葬、納骨、墓じまい等と、
それらに付随する支払い、現金管理等々は、家裁と相談の上、社会福祉士の善意で行っている現状が
ありました。
研修会を通じて、仲間の活動を知り、苦労や悩みを共感し、様々な事例を共有できたことで、今後
の活動への充電と専門職後見人としてアップデートを図ることができたと思います。それぞれ忙しい
中、多くの皆さんが参加してくださり、ありがとうございました。
（報告：ぱあとなあ上越地区運営委員 荒井琴美、佐藤昭雄）
■新潟地区
2021（R3）年 12 月 25 日（土）オンライン（Zoom）にて実施。会員 20 名参加。
（１）参加者自己紹介
（２）実践報告：死後事務について（報告者：細山正則会員）
死後事務について、事例を交え具体的な手続きの流れや注意点等をお話しいただき、質疑応答
により会員間で各々の経験をもとに意見交換した。
（３）報告事項
・12/9 開催のぱあとなあ本部運営委員会の報告
・新潟地区会員内における後見人交代等の交代（リレー方式）スキームについて
今年度新潟地区で検討している「会員内でリレー方式による円滑な交代ができないか」という
案件の進捗状況を報告し、家裁の了承も得ていることを共有した。
・定期報告書の書式について
提出された報告書を確認して気になったことを、新潟地区委員で話し合い、問題点、提案事項
をまとめ、事務局へ提出した。
（報告：ぱあとなあ新潟地区運営委員 切替敦子）
■中越地区
2022（R4）年 1 月 22 日（土）
、Zoom にて実施。21 名が参加。
（１）事例提供・活動報告
・集合住宅より転居の際、家裁より居住用不動産処分許可申立要否の判断が別れた 2 ケース（サ高
住等から退去し別のサ高住等へ転居の場合は申立不要、県営住宅から退去し介護保険施設へ入所
の場合は申立が必要）の報告。
ポイントとして、県営住宅退去時は賃貸借契約の解除が必要となるが、サ高住等は利用権方式で
退去時の解約手続きが不要という場合もあり、それが家裁の判断の違いにつながったとの考え方
が示された。
（個別のケース毎に家裁への報告・相談は必要）
（２）情報交換
・マイナンバーカードの管理・取得については、積極的に取得している会員は少ないが、今後保
険証類との連動が想定されること、コンビニでの住民票取得等のメリットもあることから、取
得している会員もいた。また後見人であれば代理取得できるが、補助・保佐類型の方は本人と
一緒に手続きを進める配慮が必要となるとの考えも示された。
（３）本部運営委員より
・いわゆる内諾ケースについて。関係機関等より会員が直接受任可否の相談を受けた場合は、ぱ
あとなあとして把握・推薦をする前に審判がおりる等の事態を防ぐためにも、相談を受けた会
員からも本部事務局へ事前に報告・相談することを再度周知。
＊研修終了後、中越地区・魚沼地区の委員により中越エリアの受任コーディネート業務について協議。
現在本部運営委員が担っている本業務について、会員とのより顔の見える関係での調整が行えるよ
う、R4 年４月以降は各地区委員が連携・分担して実施する方法へと変更する方向で話し合った。
（報告：ぱあとなあ中越地区運営委員 平澤武）
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■魚沼地区
2022（R4）年 1 月 29 日（土）
、南魚沼図書館を会場に実施、4 名が参加。コロナ感染が広がる中で
の開催となり、顔を合わせることが難しい中で、実施方法を考えなければと感じた。
① 新潟県社会福祉士会理事会報告を受けて、
「なんで加入しないんだろうね」から社会福祉士として
の研修のあり方、魅力ある研修、専門性を生かす研修は何かの意見を出し合った。
② 魚沼地域はとにかく「専門職」がいない。自治体で募集しても応募者が少ないのが現状。打開策
はないが現状について話し合った。所属が違う参加者がそれぞれの状況を理解する場となった。
③ 4 月から成年後見受任コーディネーターを魚沼地区は地区運営委員が行うこととなったことを報
告。地区のぱあとなあ会員の状況が分かり連絡がしやすくなると考えられる。
（報告：ぱあとなあ魚沼地区運営委員 枝村和枝）

外部評価機関・あいエイド新潟 活動状況
■2021 年 10 月 22 日付
新潟県（国保・福祉指導課）より新潟県社会福祉士会が、地域密着型サービス外部評価の評価調査
員養成研修機関として指定されました。
新潟県における認知症高齢者グループホームの外部評価調査員の新規養成研修や、既存の調査員へ
のフォローアップ研修（評価項目等改正時）は今後当会が研修機関として実施することとなります。
他評価機関からの要望もあり、2022 年度内には新規調査員養成研修を実施する予定で検討中です。
■2022 年 1 月 29 日（土）
午前中にあいエイド新潟運営委員会を開催しました。コロナ禍における評価実施方法の現状や課
題、次年度予定されている第三者評価（1/29 時点で社会的養護関係施設 4 ヶ所、障害福祉サービス事
業所 1 ヶ所）
、受審事業所の第三者評価への満足度向上に向けた工夫などについて検討を行いました。
また、地域密着型サービス（認知症高齢者グループホーム）外部評価については、介護保険制度の
見直しにより、2021 年 4 月から事業所の運営推進会議を活用した評価実施も選択できることとなり、
評価機関への申込数の減少が予想されましたが、実際には例年並みの申込数となり、他の評価機関で
も同様の状況が見られています。
同日午後からは、第三者評価調査者の「新任者・現任者研修」をオンラインで実施し、8 名の調査
者にご参加いただきました。運営委員を講師に、あいエイド新潟における評価の方針や一連の流れ、
また、保育施設の評価基準についてお伝えしました。
■2022 年 1 月 31 日（月）
新潟県福祉保健部国保・福祉指導課主催で「新潟県
福祉サービス第三者評価機関意見交換会」が開催さ
れ、あいエイド新潟運営委員の猪俣と、事務局の畠山
が出席しました。
コロナ禍での評価実施について県担
当者の考えをお聞きするとともに、各評価機関におけ
る実施方法について意見交換を行いました。
2022 年 1 月 5 日の新潟日報にも保育所の第三者評
価に関する記事が掲載されましたが、
全国的にも第三
者評価がなかなか進まない状況があります。
第三者評価の普及に関しては、評価制度の目的は受
審事業所数の増加ではなく、施設・事業所のサービス
向上であることから、まずは評価基準を活用して「自
己評価」
のサイクルを組織の中で作ってもらうことを
目的とした働きかけの必要性などについても意見と
してお伝えさせていただきました。
新潟日報（2022 年 1 月 5 日）掲載記事
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会員のみなさまへ（各種お知らせ、お願い）
■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
前回の事務局だよりでもお知らせいたしましたとおり、
・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。
作成したキャンペーンチラシを
今回同封しています。ぜひお近
くの対象へお知らせください！

【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
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して
いきます。
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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■「新潟社会福祉士 実践報告 第 20 号」 誤記のお詫びと訂正
前回の事務局だよりに同封して会員のみなさまにお送りした「新潟社会福祉士 実践報告 第 20
号」におきまして、以下の記載に誤りがありました。お詫び申し上げますとともに、訂正させてい
ただきます。
●目次ページ上から 15 行目 及び 23～27 ページのページ右端見出し（インデックス）
（誤）保険医療福祉成領域
（正）保健医療福祉領域
読者のみなさまにご迷惑をお掛けいたしましたことをお詫びいたします。

（広報委員会）

■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受付中ですので、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（利用申請書は当会ホームページの「会員専用ページ」内「事務手続き関係」に掲載してい
ます）。
※「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。
※新入会員が家族割を申請する場合は、入会時にお申し出いただければ摘要されます。

■2022 年度年会費の口座振替予定日について
2022 年度の年会費の口座振替を 2022 年 4 月 12 日（火）に行なう予定です。お手数ですが、予定日まで
に口座にご準備いただきますようお願いいたします。

■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。

■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）。

■ぱあとなあ名簿登録者のみなさまへ～２月度の定期活動報告提出締切は 2/28 です
ぱあとなあ新潟の名簿登録規程により、ぱあとなあ名簿登録者の方は、毎年８月・２月に成年後見活動
の報告を行うこととなっています。
２月度の定期報告の提出締切は 2 月 28 日となりますので、名簿登録者の方は報告書のご提出をお願い
いたします（名簿登録をしている場合、受任していなくても提出が必要な書類があります）
。
最新版の報告書様式、注意事項、ぱあとなあ新潟通信は会員専用ページ内「権利擁護センターぱあとな
あ新潟」に掲載しています。報告に際しては最新版の様式をご使用いただくとともに、
「成年後見等活動報
告書の提出および記入についての注意事項」2022 年 2 月版をよくお読みいただき報告書の作成をお願い
いたします。
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■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№96（特集：統合失調症の人と成年後見）
」
・全社協
「月間福祉12月号（特集：コロナ禍で見えた困窮課題と支援の方向性）」
「月間福祉1月号（特集：社会福祉法人のこれから-社会福祉事業法施行から70年を機に考える）
」
「月間福祉2月号（特集：孤独・孤立につながり続ける）
」

・新潟市西蒲区社会福祉協議会
「iroiro いろいろ vol.1 ホントはみんな、生きづらい」
➡「iroiro」は西蒲区社協さんから寄贈いただき、事務局に数冊在庫がございます。ご希望の方は事務局へご連絡いた
だければ取り置きいたします（在庫なくなり次第終了）。
※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

※2022 年 2 月 15 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。
◆2022 年２月
日程
11 日(金)
12 日(土)
13 日(日)
15 日(火)
17 日(木)

時間（予定）
9:00～18:30
9:00～17:00
9:00～17:00
19:00～20:00
17:00～
18:45～20:45
14:00～16:00

18 日(金)
18:30～19:30
19:00～20:00
9:45～16:30
19 日(土)

14:00～16:00

内容
社会福祉士実習指導者講習会 1 日目
社会福祉士実習指導者講習会 2 日目・A 日程
社会福祉士実習指導者講習会 2 日目・B 日程
ぱあとなあ新潟理事・事務局長・事務局打合せ
総合企画会議
ぱあとなあ新潟 新潟地区運営委員打合せ
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）研
修会（入所施設編）
ぱあとなあ新潟合同運営委員会
障害者支援班運営委員会
基礎研修Ⅲ
関東甲信越ブロック社会福祉士会連絡協議会
（丸山副会長出席予定）
日本社会福祉士会事務局代表者会議
（事務局長および事務局・齋藤出席予定）

会場（予定）
Zoom ミーティング
Zoom ミーティング
Zoom ミーティング
Zoom ミーティング
Zoom ミーティング
Zoom ミーティング
Zoom ミーティング
Zoom ミーティング
Zoom ミーティング

20 日(日)

13:00～17:00

Zoom ミーティング

25 日(金)

10:00～12:00

理事会

27 日(日)
28 日(月)

10:00～12:00
19:00～21:00

愛着障害の理解と支援の基本
福島県復興支援ミーティング

ユニゾンプラザ及び
Zoom ミーティング
Zoom ウェビナー
Zoom ミーティング

時間（予定）
13:30～16:30
9:00～10:30
13:15～16:00
14:00～
9:30～12:00
15:00～17:00

内容
対人援助スキルアップセミナー
ぱあとなあ上越地区研修
実習指導者フォローアップ研修
総合企画会議
ぱあとなあ新潟地区研修
高齢者支援班・魚沼地区勉強会

会場（予定）
Zoom ミーティング
Zoom ミーティング
Zoom ミーティング
Zoom ミーティング
Zoom ミーティング
Zoom ミーティング

◆2022 年３月
日程
5 日(土)
12 日(土)
17 日(木)
26 日(土)

編集後記
カフェイン中毒かというほど毎日何杯もコーヒーを飲んでいたのですが、最近牛乳を入れてカフェオレ
にしてもちょっと胃が痛むようになってしまったため、ハーブティーに変えたところ、すっかりハマって
しまいました。ミントとカモミールがお気に入りです。良い香りで朝の目覚めにも就寝前のリラックスに
も最適。ただしお米には合わない。
（は）

12

