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【２０１９年度総括】 

２０１９年度事業報告の全体総括を申し上げます。愛知県内で想定される大規模災害被災者支援、生

活困窮者等支援、成年後見、高齢者福祉、障害者福祉、児童福祉、司法福祉、地域福祉を初めとする社

会福祉の諸課題に現われる社会情勢の中で、職能団体として本会に寄せられた社会的信頼とソーシャル

ワークの意義に応え、会員一人ひとりの皆様の拠り所となれるように、１年間の活動を行ってまいりま

した。 

６月には定時社員総会を開催しました。７月のソーシャルワーカーデーは愛知県内の社会福祉専門職

能３団体や社会福祉専門職養成団体等と共催して開催し、学生や市民、ソーシャルワーカーの参加者を

得ました。東海四県社会福祉士会連絡会も継続して開催し、連携を深めることができました。しかし、3

月に岩倉市で開催予定であった意見交換会・実践報告会は新型コロナウイルスの感染拡大防止対策のた

め中止せざるを得ませんでした。新型コロナウイルスの感染拡大は次年度の計画にも大きな影響を及ぼ

すものとなりました。 

日本社会福祉士会へは多くの委員を派遣し、各都道府県社会福祉士会と連携して日本社会福祉士会の

一員としての活動を行いました。 

対外的な活動として、行政機関や社会福祉協議会等の要請により各種会議への参加や委員等の推薦等

を継続的に行ってまいりました。 

２０１９年度は、事業としては以下の活動を行いました。総務部では、法人の安定した運営を目指し

日々の業務を行い、ホームページのリニューアル、災害対策の検討を行いました。生涯研修センターで

は、会員の資質向上を目的とした各種研修事業や、福祉事業従事者等を対象とした各種研修事業を行い

ました。愛知ぱあとなあセンターでは、自身の権利を行使することが困難になった方への成年後見に取

り組み、県からの委託を受け、高齢者虐待防止対応人材養成研修を開催しました。生活支援相談ほっと

センターでは、生活全般に関わる相談支援事業や、県委託事業として自殺予防対策研修事業、生活困窮

者自立支援制度の従事者養成研修を開催しました。福祉・介護サービス情報調査センターでは、保育所

の第三者評価調査を行いました。 

財政面では、日本社会福祉士会に委託してきた会員管理事務を本会が担うことになり、財政負担が増

えました。しかし、決算は収支のバランスを考えた運営に務めたことで黒字とすることができました。

今後も新しい収入の方法を探り、支出削減に努めてまいります。 

１，４００人程の大きな会となりましたが、まだまだ足腰の弱い会であります。運営基盤の強化を目

指し、一人ひとりの会員の拠り所となれるように、そして職能団体としての社会的信頼に応えられるよ

うな活動をしてまいります。 

会員の皆様のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。以上を全体総括とさせていただき

ます。 

 

 

 



                       

 

中長期目標（５か年目標２０１５－２０１９） 短期目標（２０１９年度目標） 

組織強化と運営基盤の安定 ① 日本社会福祉士会及び近隣県社会福祉

士会との連携 

② 日本社会福祉士会より愛知県社会福祉

士会への事務移行の実施 

③ 財政基盤及び事務局機能の強化 

④ 理事会・委員会・支部の編成強化 

⑤ 新入会員の拡大と後継者育成 

会員の拠り所となる ① 県本部支部連携の充実 

② 研修の強化充実 

③ HP・広報・メルマガの充実 

ソーシャルワークの意義と社会的信頼に応え

る 

① 社会的支援事業の充実 

② 他機関・他団体との連携推進 

③ 県民・学生への啓発と情報発信 

２０１９年度各事業部別重点目標 

総務部 ① 理事・事務局体制の強化 

② 財政基盤の安定 

③ ホームページのリニューアル 

並びに SNS 等の電子情報媒体の活用 

生涯研修センター ① 生涯研修制度における研修体制の充実 

② 認定社会福祉士の資格取得者支援 

③ 各種研修事業の充実 

愛知ぱあとなあセンター ① 成年後見制度の利用促進計画に則った

地域連携ネットワーク構築への支援等

と成年後見人等の質の向上 

② 愛知県主催の高齢者虐待対応研修の継

続受託 

③ 虐待対応専門職派遣チームにおける障

害者虐待への派遣拡大 

生活支援相談ほっとセンター ① 人材の育成 

② 他機関・他団体からの支援要請に応え

られる体制の強化 

福祉・介護サービス情報調査センター ① 公正・中立な立場での評価の徹底 

② 評価調査員の養成と資質の向上 

 

 

 



                       

事業                              

 

１． 総務部 

（１）本会の運営に関わる会議等 

１）総会・理事会等 

小括：定時社員総会、三役会議、事業部長会、理事会とも予定通り開催し、会の事業運営について審議

することができた。 

事業名  実施日 参加者・対象者 備 考 

２０１９年度定時社員総会 

公開研修会講師：古田学氏 

愛知県西三河児童・障害者相談セン

ター 

センター長 

6/22 愛知県社会福祉士会会員 

（正会員1405名） 

出席者744名（出席者52

名、 

書面表決提出出席者270

名、 

委任状提出出席者422名） 

於：名古屋市中小企業振興会館 

吹上ホール 

三役会議 5/24 7/19 9/20 

11/22 2020/1/17  

3/21 

会長・副会長・事務局長 於：愛知県社会福祉士会事務局 

事業部長会 

 

4/20 6/22 6/30 8/

3 10/19 12/21 

2020/2/8 

会長・副会長・事務局長 

事業部長 

於：愛知県社会福祉士会事務局 

理事会 

 

4/20 6/22 6/30 8/

3 10/19 12/21 

2020/2/8 3/21 

顧問・監事・理事 於：愛知県社会福祉士会事務局 

２０２０年度予算ヒアリング 11/24 11/30 12/8 

12/21 

会長・副会長 

事業担当理事・委員長 

於：愛知県社会福祉士会事務局 

東海四県社会福祉士会 

会長・事務局長連絡会 

三重県社会福祉士会災害シンポジウ

ム 

 

5/26 

11/17 

 

会長・副会長・事務局長 

事務局次長 

 

於：愛知県社会福祉士会事務局 

於：三重県社会福祉会館 

綱紀委員会 5/1 7/17 綱紀委員会委員 於：愛知県社会福祉士会事務局 

 

２）日本社会福祉士会の会議    

事業名 実施日 参加者・対象者 備 考 

２０１９年度都道府県社会福祉士会会長

会議 

9/7・8 会長 於：アットビジネスセンター東

京八重洲通り 

公益社団法人日本社会福祉士会通常総会 6/15 会長・副会長 於：鉄鋼会館 

 

（２）支部支援事業  

小括：支部役員会・総会等に会長が出席し、意見交換を行った。                                    

事業名 実施日 参加者・対象者 備 考 

名古屋支部 3/29→新型コロナ

ウイルス対策の為、

中止 

 於：日本福祉大学中央福祉専

門学校 

尾張支部 3/1→新型コロナウ

イルス対策の為、中

止 

 於：岩倉市生涯学習センター 

 

 

 

 

 



                       

（３）関係機関への協力 

小括：関係機関からの要請に応じて、講師等の派遣を行い、協力関係の推進に努めた。 

事業名 実施日 参加者・対象者 備 考 

「行政職員・福祉職のための成年後見制度研修

会」ファシリテーター 

5/24 内園・奥村・鎌田 於：扶桑町中央公民会館 

第1回とよた市民後見人育成講座講師 7/13 7/27  

9/28 11/26  

11/23 

近藤・鬼頭 於：豊田市福祉センター 

令和元年度精神保健福祉・ひきこもり家族教室

講師 

8/22 高橋知己 於：衣浦東部保健所 

成年後見人養成研修講師 2020/2/2 宮崎靖 於：愛知県社会保険労務士

会館 

令和元年度権利擁護サポーター養成講座の講

師 

11/19 纐纈光幸 於：春日井市総合福祉セン

ター 

高齢者虐待対応研修会講師 12/17 今澤和代 於：碧南市役所 

成年後見制度本人情報シート作成研修講師 2020/3/5→新

型コロナウイ

ルス対策の為、

中止 

安藤一成・近藤芳江 於：江南厚生病院 

第3期市民後見人養成研修（基礎研修）講師 2020/2/20 3/

4 

工藤明人・近藤芳江 於：東郷町民会館 

令和元年度よりそいサポーター養成講座の講

師派遣について（依頼） 

2020/2/21 

 

工藤明人 

 

於：しんしろ福祉会館 

 

（４）広報委員会  

小括：年 6 回（隔月）の会報発行により、会員や福祉関係者等への情報提供を行った。今年度はホーム

ページのリニューアルをした。 

事業名 実施日 参加者・対象者 備 考 

広報委員会 10/10 広報委員 於：愛知県社会福祉士会事務

局 

会報「社会福祉士会ニュース」の発行 隔月 会員及び社会福祉関係機

関・ 

大学・専門学校等への配布 

4-5月号、6-7月号、8-9月号

、 

10-11月号、12-1月号、2-3

月号 

ホームページ運営管理 随時更新 ホームページ閲覧者 掲載記事の確認 

メールマガジンの配信 随時更新 メールマガジン配信希望会

員 

 

 

（５）ソーシャルワーカーデー企画実行委員会 

小括：愛知県内の社会福祉専門職能３団体や社会福祉専門職養成団体等が参加するソーシャルワーカー

デーｉｎあいち実行委員会に会員を派遣して、実行委員会の事務局機能を務めて企画・運営に携わり、

以下の事業を行った。 

事業名 実施日 参加者・対象者 備 考 

ソーシャルワーカーデー実行委員会 4/24 6/4 前田修・早川真理・羽飼憲

次 

早川遥 東野綾斗 

於：愛知県立大学長久手キャンパ

ス等 

ソーシャルワーカーデー２０１９inあ

いち 

7/7 学生・一般県民 於：愛知県立大学長久手キャンパ

ス 

 

（６）災害支援対策委員会 

小括：一昨年度に作成した愛知県社会福祉士会版のガイドライン・マニュアルの活用について検討を行

った。災害時を想定した連絡網を作成し、災害対策本部の立ち上げを伝達するための連絡訓練を行った。                                      



                       

事業名 実施日 参加者・対象者 備 考 

災害連絡訓練 9/1  災害対策委員、理事  

 

（７）特命事業 

１）多文化ソーシャルワークチーム 

小括：多文化ソーシャルワークチームの 2 年目の取り組みとして、201８年度に引き続き公益財団法人

愛知県国際交流協会と共催して外国人支援についての研修会を開催した。また、実際の支援について学

ぶ機会として勉強会を開催した。   

                                    

事業名 実施日 参加者・対象者 備 考 

多文化ソーシャルワークチーム会議 4/12 7/26 10/4

  12/13 2/14 

多文化ソーシャルワークチーム

員 

於:あいち国際プラザ 

多文化ソーシャルワーク研修会 9/7 社会福祉士・福祉関係者・外国

人相談担当者  

参加者42名 

共催：愛知県国際交流協

会 

於：あいち国際プラザ 

多文化ソーシャルワーク勉強会 11/30 社会福祉士・福祉関係者 

参加者12名 

於：日本福祉大学中央福

祉専門学校 

 

 ２）障がい者生活支援チーム 

小括：障がい者生活支援チームを立ち上げ２年目を迎えた。昨年度行った第１回の研修アンケート結果

をもとに地域包括支援センター・介護支援専門員と障害相談員との連携研修会や、就労継続支援Ａ型事

業、放課後等デイサービスの実践報告会を開催した。                                 

事業名 実施日 参加者・対象者 備 考 

障がい者生活支援チーム会議 4/13 6/29 8/17 

10/14 11/23 

障がい者生活支援チーム員 於：愛知県社会福祉士会事務局

等 

障がい者生活支援チーム研修会 

 

11/30 社会福祉士・福祉関係者・その

他興味がある方 

参加者14名 

於：日本福祉大学中央福祉専門

学校 

 

（８）会員数 

２０１9 年３月末会員数 １，４０５名 

２０２０年３月末会員数 １，３９５名 

２０１９年度の入会者数    ７８名 

       退会者数        ８９名 

       転入者数    ５名 

       転出者数    ４名 

 

 

２．生涯研修センター 

（１）会員支援事業 

１）生涯研修委員会  

小括：生涯研修ならびに認定社会福祉士の申請のための研修として以下の研修事業を実施した。認定社

会福祉士  

の取得ルートの説明会と講演会を実施することができ、会員啓発に努めた。また、愛知県として新規の

認証研修（研修認証番号：20180015）を愛知県 MSW 協会と連携・共催し認証申請と研修実施を行

うことができた。情報管理の手法として、事務局と委員の間でクラウドシステムの活用を試行した。会

場確保や 自然災害時の対応など課題についても会と協議継続した。        

事業名 実施日 参加者・対象者 備 考 

生涯研修委員会 6/9 10/6  生涯研修委員・生涯研修担

当理事 

於：愛知県社会福祉士会事務局等  



                       

基礎研修Ⅰ（集合研修Ⅰ） 

（集合研修Ⅱ） 

10/13 

2020/2/9 

社会福祉士（新入会員向け

） 

修了者63名 

於：名古屋市能楽堂 

  

基礎研修Ⅱ（集合研修） 5/12 6/9 7/14 8/4

 9/8 10/13 11/10

 12/8 2020/1/12 2

/9 

社会福祉士（基礎研修Ⅰ修

了者対象） 

修了者38名 

於：名古屋市総合社会福祉会館等  

 

基礎研修Ⅲ（集合研修） 

 

5/12 6/9 7/14 8/4

 9/8 10/13 11/10

 12/8 2020/1/12 2

/9 

社会福祉士（基礎研修Ⅱ修

了者対象） 

修了者37名 

於：名古屋市総合社会福祉会館等  

 

ピアスーパービジョンによる事例検

討会 

7/21 11/17 

2020/2/23 

社会福祉士  

参加者合計27名 

於：イーブルなごや等 

 

認定社会福祉士医療分野研修 

「がんとソーシャルワーク」 

11/2・30 認定社会福祉士（医療分野

）を目指している者、実務

経験4～6年目（2019年3

月末において）の者 

修了者7名 

於：日本福祉大学中央福祉専門学

校 

 

２０１９年度基礎研修講師養成研修

  

11/24 安藤一成・石野成明・ 

宇津野靖子・中村教子・ 

宮田千佳子 

於：タイム24ビル 

  

東海四県生涯研修担当者会議 2020/1/13 生涯研修担当理事・静岡

県、 

三重県、岐阜県各担当者 

於：愛知県社会福祉士会事務局 

全国生涯研修委員会議 9/28 9/29 安藤一成・葛谷潔昭 於：タイム２４ビル 

 

２）スーパービジョン委員会 

小括：認定社会福祉士制度では必須となるスーパービジョンの実施体制を整備し４年目。基礎研修修了

者を中心  

に、希望者とバイザーとのマッチング支援ならびに、実施支援を行うことができた。バイザー会議を開

催し、スーパービジョンの実態を把握し次年度の運営の見直しを行った。  

事業名 実施日 参加者・対象者 備 考 

スーパービジョン受講オリエンテーシ

ョン 

5/15 スーパーバイジー16 名 於：日本福祉大学名古屋キ

ャンパス 

スーパーバイジー意見交換会 5/15 スーパーバイジー16 名 於：日本福祉大学名古屋キ

ャンパス 

スーパーバイザー会議 5/15 スーパーバイザー8 名 於：日本福祉大学名古屋キ

ャンパス 

スーパービジョン実施 5月〜2020/3 基礎研修Ⅲ修了者 18 名  

 

（２）人材育成事業 

１）高齢者支援委員会  

小括：地域包括ケアシステムの構築に向けて、高齢者支援に関わる専門職として必要なアセスメント力

や多職種での協働をすすめる事例検討のファシリテートが社会福祉士及び主任ケアマネジャー等の相談

員に求められている。今年度は、高齢者支援員会として、新たに委員会をスタートし、地域包括支援セ

ンター職員だけでなく、ケアマネジャーや関連職種の方々の参加も得て、事例を通して活発な討議をし

ながら、アセスメント力を身に着け、具体的な支援までを 2日に分け、学ぶ予定だったが、新型コロナ



                       

ウイルスの影響で中止となった。次年度に今回の申し込み者に案内することも含め、あらたに開催して

いくことを予定している。                      

事業名 実施日 参加者・対象者 備 考 

対人援助職実践研修会  

① アセスメント・ICF及び課題整理総

括票 

② 事例検討会の開催・進め方 

3/8、14→新型コロナウ

イルス対策の為、中止 

高齢者支援等に係る社会福

祉士、介護支援専門員、地

域包括支援センター職員等 

 

於：名古屋市総合福祉会館 

 

 

 

小括： 今年度は、試験に合格した実務研修受講者だけでなく、社会福祉士会会員及び介護支援専門員の現

任者にも広報し、社会福祉士会様式を活用したアセスメント研修としたところ、多くの会員非会員の参加

があり、高評価を得ることができた。新型コロナウイルスの影響を受け、キャンセルも出たものの、感染

防止対策を強化し、講義と個人ワークで進め、今までより長い 4時間研修にしたため、アセスメントシー

トの活用からケアプラン作成までを実施することができた。介護支援専門員実務未経験の方など、多くの

受講申し込みがありその役割は大きい。 

事業名 実施日 参加者・対象者 備 考 

高齢者支援委員会 9/5.10/2.30.11/25. 

  12/10.1/17（2/22

） 

高齢者支援委員会 於：金山イオンカフェドクリ

エ 

（研修終了後会場にて） 

社会福祉士会方式によるアセスメント

手法とサービス計画作成研修 

2020/2/22 介護支援専門員実務研修受講

者等 当日参加者合計50名 

於：日本福祉大学中央福祉専

門学校 

 

２）後継者育成研修委員会 

小括：社会福祉士が所属する各領域の後継者を育成する人材である実習指導者の養成を行った。また、講

習会修了者向けのフォローアップ研修を実施し、実習プログラム作成や実習教育の動向について学べる環

境を整備した。 

事業名 実施日 参加者・対象者 備 考 

後継者育成委員会 5/10 8/29 11/14 後継者育成委員 於：豊橋市民センター 

２０１９年度社会福祉士実習指導者講

習会 

11/23・24 社会福祉士 

修了者56名 

於：日本福祉大学東海キャンパ

ス  

社会福祉士実習指導者養成研修 

フォローアップ研修会 

11/24 実習指導者養成研修修了

者 

参加者7名 

於：日本福祉大学東海キャンパ

ス   

 

 

３）子ども家庭福祉委員会 

小括：今年度も引き続き、認定社会福祉士制度の分野専門の研修として認証されたスクールソーシャル

ワーカー養成研修講座（研修認証番号：20130031）を開催した。更に、現任者を中心としたブラッシ

ュアップを目指す、スクールソーシャルワーク実践研究会も開催した。今後ともスクールソーシャルワ

ーカーの採用ニーズの高まりに応えていく必要性を改めて確認した。 

また、2019 年にスクールソーシャルワーク委員会から子ども家庭福祉委員会と名称変更したことを意

識し、2020 年度以降対象分野を子ども家庭福祉全般に広げる準備をした。 

事業名 実施日 参加者・対象者 備 考 

スクールソーシャルワーク委員会 6/6 7/31 11/11

  

2020/2/17 

スクールソーシャルワーク委

員 

於：金城学院大学サテライト

キャンパス 

２０１９年度スクールソーシャルワー

カー養成研修 

6/29 7/20 8/31 

10/5 10/26 

修了者30名 於：日本福祉大学名古屋キャ

ンパス等 



                       

２０１９年度スクールソーシャルワー

ク実践研究会 

11/30 参加者10名 於：ウィルあいち 

 

 

３．愛知ぱあとなあセンター 

（１） 成年後見研修委員会 

小括：成年後見人材育成研修は今年度も東海４県を対象に実施した。また、生涯研修委員会との連携に

より、人材育成研修を毎年開催することで、社会福祉士専門職後見人の人材確保につなげることができ

ている。成年後見活用講座や市町村・福祉関係者のための成年後見講座、弁護士会との合同勉強会など

関係機関や専門職と連携した研修についても継続して開催できた。研修の参加が名簿登録の更新要件に

なっているため、研修には多くの参加者があり、資質向上ならびに顔の見える関係づくりにつながって

いると考える。 

事業名 実施日 参加者・対象者 備 考 

成年後見研修委員会 7/28 2020/2/22 成年後見研修委員 於：鯱城ホール 等 

成年後見活用講座 

 

7/28 会員・福祉関係者 

参加者212名 

共催：名古屋市成年後見あん

しんセンター 

於：鯱城ホール 

成年後見人材育成研修 9/7 11/9 12/7 

 12/21 12/28 

社会福祉士会会員 

修了者22名 

於：名古屋市総合社会福祉会

館等 

市町村、福祉関係者のための成年後見講

座 パート１６ 

 

10/24 市町村職員・地域包括支援セ

ンター職員・弁護士等 

参加者134名 

共催：愛知県弁護士会 

於：ウィルあいち 

ぱあとなあ名簿登録研修 2020/1/25 成年後見人材育成研修修了

者 

参加者20名 

於：名古屋市総合社会福祉会館 

成年後見継続研修会 2020/2/22 成年後見人養成研修修了者 

参加者65名 

於：名古屋市総合社会福祉会

館 

愛知県弁護士会アイズとの定例会 

 

4/18 5/28 7/9 

8/9 9/26 

会員(成年後見高齢者虐待

担当委員、理事)・弁護士 

於：SOHOプラザ丸の内  

弁護士会・社会福祉士会合同勉強会 6/21 11/15. ぱあとなあ登録者・弁護士 

参加者合計36名 

於：オフィスパーク丸の内  

ぱあとなあセンター業務監査 2020/3/18～27 業務監査委員・ぱあとなあセ

ンター理事 

書面監査 

東海四県ぱあとなあ会議 8/10 愛知・岐阜・三重ぱあとなあ

センター理事 

於：愛知県社会福祉士会事務局 

本人情報シート伝達研修 5/19 会員・ぱあとなあ登録者・M

SW協会  

参加者91名 

於：イーブルなごや 

 

 

（２）成年後見活動委員会 

小括：愛知ぱあとなあセンターでは年間２１３事案に対して随時後見人等の候補者を推薦した。名簿登

録研修では２２名受講し新たな受任者候補となった。また、社会福祉士の行う専門職後見人として、権

利擁護の視点で活動を行い、名古屋・尾張と三河地域では、毎月受任調整会議を開催してきたが、後見

センターからの依頼が徐々に多くなり、すべての案件の振り分けに苦慮することが多くなった。新たな

受任者を増やすことが急務になっている。 

また、受任件数が多くなるとともに、受任者に対するフォローアップ体制が不十分になり、受任者に

対する苦情が出てしまった。受任者に対する指導を行い、不信につながらないように対処することがで

きたが、受任者の資質向上ならびに顔の見える関係づくりが必須となった。受任者に対して現在の受任

件数、受任可能件数、受任可能地域などのアンケート結果をふまえ、フォローアップ体制を確立してい

く。 

 



                       

事業名 実施日 参加者・対象者 備 考 

成年後見活動委員会 7/28 成年後見活動委員 於：名古屋市総合社会福祉会館

等 

成年後見人等推薦件数  ぱあとなあ登録者 ２１３件内訳 

（名古屋家庭裁判所７９件 

一宮支部６件 豊橋支部３件

 岡崎支部３７件 静岡家庭

裁判所浜松支部１件 名古屋

市成年後見あんしんセンター

３７件 尾張東部権利擁護支

援センター１７件 尾張北部

権利擁護支援センター４件 

豊田市成年後見支援センター

１９件岡崎市成年後見支援セ

ンター４件一宮市生活支援相

談室１件 豊川市民病院患者

サポートセンター１件 個人

からの推薦依頼４件） 

受任調整・サポート会議 

尾張・名古屋・知多 

4/19 5/23 6/20 7/

25 8/22 9/19 10/1

7  

11/21 12/19 2020/

1/16 2/20 3/19  

成年後見等受任者 

ぱあとなあ登録者 

於：名古屋市総合社会福祉会館 

※3/19はメールでの調整 

受任調整・サポート会議 

三河 

3/31 4/27 5/26 6/

308/4 9/7 10/6 11

/9 12/8 2020/1/12

 2/2 3/1 

成年後見等受任者 

ぱあとなあ登録者 

於：岡崎東部地域交流センター 

むらさきかん 

成年後見事例検討会 12/14 成年後見等受任者 於：名古屋市総合社会福祉会館 

ぱあとなあ会議 2020/1/11 ぱあとなあ登録者 於：名古屋市総合社会福祉会館 

成年後見活動報告会（活動報告書チェッ

ク） 

2020/3/15 成年後見活動委員 於：愛知県社会福祉士会事務局 

高齢者問題専門職ネットワーク勉強会

・ 

幹事会 

6/1・9/14 愛知県弁護士会・愛知県

司法書士会・愛知県精神

保健福祉協会・会員 

於：愛知県司法書士会館 

 

都道府県ぱあとなあ連絡協議会 5/11・12 近藤芳江 

 

於：錦商会館 

ぱあとなあセンター業務監査 2020/3/18～27 業務監査委員・ぱあとな

あセンター理事 

書面監査 

 

（３）成年後見利用促進委員会 

小括：成年後見制度の利用の促進に関する法律が 2016 年に施行され、この法律において、5年間で本

人がメリットを感じ、成年後見制度をはじめどの地域においても権利擁護支援が可能となるような地域

社会を目指している。 

このような状況において、社会福祉士として専門職後見人としての責務のみならず、中核機関のスタ

ッフとして、また地域連携ネットワークで、様々なポジションで責務を果たしていく為、委員会を立ち

上げた。 

201９年度では、各中核機関予定の各後見センタースタッフと専門職後見人として関わるぱあとなあ

登録者との意見交換を行った。また、三士会では、愛知県内において、どの地域でも権利擁護支援が受

けられるよう、家庭裁判所、県、県社協と協議を行った。 

事業名 実施日 参加者・対象者 備 考 

成年後見制度利用促進委員会 12/17 成年後見制度利用促進委員 於：名古屋市総合社会福祉会

館 



                       

成年後見利用促進に関する三士会打合

せ 

4/3 5/27 7/17 

8/26 9/24 12/20 

 

（計6回） 

成年後見委員・愛知県弁護士会

・愛知県司法書士会 

於：愛知県弁護士会館 

家事関係機関と家庭裁判所事務打合せ 12/19 成年後見制度利用促進委員会 於：名古屋家庭裁判所 

令和元年度成年後見利用促進委員会 10/15 市町村社協職員・中核機関予定

職員 99名 

於：愛知県社会福祉会館 

ぱあとなあセンター業務監査 2020/3/18～27 業務監査委員・ぱあとなあセン

ター理事 

書面監査 

 

（２）リーガルソーシャルワーク委員会  

小括：罪を犯した人には、高齢者、障害者、生活困窮者等福祉的な支援を必要とするものが含まれ、社

会復帰に向けた取り組みが求められている。再犯の防止の推進に関する法律に基づく、地方公共団体等

が行う再犯防止事業等について検討を行った。各種研修、勉強会等に参加し、研鑽に努めた。 

事業名 実施日 参加者・対象者 備 考 

リーガルソーシャルワーク委員会 
10/14 2020/1/13 

2/24 

リーガルソーシャルワーク 

委員9名 

於：愛知県社会福祉士会事

務局 

リーガルソーシャルワーク研修会 2020/2/29 →新型

コロナウイルス感

染拡大防止の為中

止  

社会福祉士・福祉関係者・司

法関係者等  

於：名古屋市総合社会福祉

会館 

名古屋保護観察所特別調整対象者 

選定会議 

4/22  7/26 

10/25  

2020/1/30 

リーガルソーシャルワーク 

委員 各日 1 名 

於：名古屋保護観察所 

刑事施設、少年院、更生保護施設及び

保護観察所と地方公共団体、公共の衛

生福祉に関する機関等との連絡協議会

  

6/19  鷲見修  於：名古屋法務合同庁舎 

愛知県被害者支援連絡協議会 6.21 9.3 

2020.2.18 

リーガルソーシャルワーク 

委員 各日 1 名 

 

愛知県再犯防止連絡協議会 7/12 内園洋子 於：アイリス愛知 

名古屋刑務所豊橋刑務支所参観 10.24・.28 愛知県社会福祉士会会員 於：名古屋刑務所豊橋刑務

支所 

 

（３）高齢者・障害者虐待対応委員会 

小括：愛知県がプロポーザルにより初めて実施する「高齢者虐待防止・対応に向けた人材養成研修」を

受託し、委員会委員や関連する会員の協力を得て、演習等を通した養護者向け高齢者虐待対応研修を２

会場で実施することができ、虐待対応における本会の専門性を関係機関や地域包括支援センター等に周

知する機会にもなった。 

 あわせて、障害者虐待対応研修や養介護施設従事者等への虐待対応研修の継続開催、弁護士会との専

門職チームによる市町村支援等を通し、虐待対応を実施する行政機関側に目を向けた、虐待対応への支

援を積極的に推進してきた。 

事業名 実施日 参加者・対象者 備 考 

高齢者・障害者虐待対応委員会 7/27  8/24  9/29

  

10/22 2020/1/19 

高齢者・障害者虐待対応委員 於：愛知県社会福祉士会事務局  

愛知県高齢者虐待防止対応人材養成

研修 

11/18 

12/9 

市町村職員・地域包括支援セ

ンター職員  

於：蒲郡商工会議会議所会館  

於：ウィルあいち  



                       

（県委託研修） 参加者合計213名 

愛知県高齢者・障害者虐待対応専門職

チームの市町村への派遣 

5/9 11/19 三河地区 市町村 

高齢者虐待対応現任者標準研修 2020/1/30・31 2/6 市町村職員・地域包括支援セ

ンター職員・介護支援専門員

・社協職員等 

於：大府市役所 

 

 

４．生活支援相談ほっとセンター 

（１）相談支援事業 

小括：電話相談および来所相談を事務局内で週 1 日（毎週水曜日）実施した。外部機関からの依頼に基

づいて進学・就職フェア等における相談担当者を派遣した。 

事業名 実施日 参加者・対象者 備 考 

相談援助活動 

 

通年 

（毎週水曜日） 

生活に困っているなど、相

談支援が必要な方 

 

 

権利擁護セミナー 

 

12/7 県民・福祉関係者・会員  

受講者43名 

共催：愛知県 

於：日本福祉大学中央福祉

専門学校  

日本ドリコムセミナー２０１９「医療・

教育・福祉・健康系オール学校ガイダン

ス」 

4/28 5/10 6/13 福祉系大学、専門学校への

進学希望者および保護者 

 

於：ウインクあいち 

於：岡崎竜美丘会館 

於：とよはし芸術劇場 

２０１９年度愛知県「福祉・介護の就職

総合フェア」 

6/23 

6/29 

2020/1/26 

福祉・介護の仕事を希望す

る 

学生等 

於：ロワジールホテル豊橋 

於：ウインクあいち 

於：ウインクあいち 

他の事業実施機関等との連携・協働 随時 他の実施機関・行政機関・

ホームレス等の支援団体等 

 

 

（２）自殺対策支援チーム（県委託事業） 

小括：生活困窮者等の支援に携わる方を対象とした研修を行った。２０１３年度に作成した「生活困窮

者支援に携わる方への自殺対策ハンドブック」を２０１５年度に改訂し、県が主催する福祉事務所職員

（現業員および査察指導員）研修で、改訂版を資料として活用した研修を実施するため、研修講師を派

遣した。 

事業名 実施日 参加者・対象者 備 考 

２０１９年度生活困窮者等対策対応者 

研修事業 

「生活困窮者等の支援担当者のための

自殺対策研修」 

2020/3/23→新型コロ

ナウイルス感染拡大防

止の為中止 

自治体や支援団体等の職員

・ 

医療機関職員・社会福祉士

・ 

精神保健福祉士等福祉関係

者 

 

於：桜華会館 

愛知県生活保護関係職員研修講師派遣 5/23 高橋知己 於：愛知県社会福祉会館  

生活保護査察指導員研修講師派遣 8/6 高橋知己 於：愛知県社会福祉会館  

生活困窮者自立支援制度従事者養成研

修（従事者フォローアップ研修）講師派

遣 

2020/2/27 高橋知己 於：法研中部久屋大通店 

 

（３）生活困窮者自立支援制度従事者研修事業チーム（県委託事業） 

小括：生活困窮者自立支援事業の従事者を対象として従事者に必要な、相談支援の知識と技術の維持・



                       

向上を目的とした研修を実施した。 

事業名 実施日 参加者・対象者 備 考 

生活困窮者自立支援制度従事者養成研

修 

（基本実務研修） 

6/25・26 県、市又は委託事業者の新任

事業担当者等  

参加者42名 

於：日本福祉大学中央福祉

専門学校 

生活困窮者自立支援制度従事者養成研

修 

（スキルアップ研修） 

11/12・13 県、市又は委託事業者の生活

困窮者自立支援制度従事者 

参加者33名 

於：桜華会館 

生活困窮者自立支援制度従事者養成研

修 

（フォローアップ研修） 

2020/2/27 県、市又は委託事業者の生活

困窮者自立支援制度従事者 

参加者22名 

於：法研中部久屋大通店 

 

 

 

 

５．福祉・介護サービス情報調査センター 

福祉サービス第三者評価事業  

小括：評価調査契約１件があった。その他に契約に至らなかった問合せや見積り依頼も増えており、問

い合わせから契約、調査に至る事務の円滑化や調査者の確保が課題である。また、調査機関内研修では

評価基準の改正点を周知し、調査員の質の向上を図った。 

 

事業名 実施日 対象等 備 考 

２０１９年度愛知県福祉サービス 

第三者評価機関連絡会議 

6/6 高橋知己・中村慶弥 於：愛知県社会福祉会館 

愛知県社会福祉士会福祉・介護サービス

情報調査センター第三者評価機関内研

修 

6/25 愛知県福祉サービス第三者

評価調査者養成研修修了者

9名 

於：イーブルなごや 

第三者評価の実施 契約１件 

望が丘せせらぎ保育園 

10/23 望が丘せせらぎ保育園 於：保育事業所 

 

 

６．支部活動 

小括：支部の活動では、尾張・三河・名古屋で各研修会や懇親会が開催された。  

事業名 実施日 参加者・対象者 備 考 

名古屋支部支部会 3/29→新型コロナウイ

ルス対策の為、中止 

  

尾張支部研修会と総会 3/1→新型コロナウイ

ルス対策の為、中止 

  

意見交換・実践報告会２０１９in尾張 3/1→新型コロナウイ

ルス対策の為、中止 

  

 

 

7．関係機関への協力                                

（１）公的機関等への推薦（新規・継続） 

研修・委員会等名称 講師・委員等氏名 依頼者 

愛知県いじめ問題対策委員会委員 早川真理 愛知県教育委員会 

愛知県介護支援専門員支援会議委員 纐纈光幸 愛知県健康福祉部 

愛知県介護保険審査会委員 

 

 

 

今枝敬典・齊藤純子・火口弘樹

・ 

山田規貴・渡邉亮・木全伸夫・ 

杉浦みさえ・纐纈光幸・奥村朱

愛知県健康福祉部 



                       

美 

・伊藤健・山本恒慈・水野雄也 

愛知県災害福祉広域支援推進協議会委員 前田修 愛知県健康福祉部 

愛知県認知症施策推進会議 塚本鋭裕 愛知県健康福祉部 

愛知県社会福祉協議会成年後見制度推進委員

会委員 

近藤芳江 愛知県社会福祉協議会 

愛知県社会福祉協議会運営適正化委員会委員 中井景子 愛知県社会福祉協議会 

愛知県福祉人材センター運営委員 前田修 愛知県社会福祉協議会 

第４次中期計画策定委員会委員 對馬幸司 愛知県社会福祉協議会 

日常生活自立支援事業契約締結審査会委員 工藤明人 愛知県社会福祉協議会 

安城市成年後見支援事業運営委員 神谷真人 安城市社会福祉協議会 

岡崎市成年後見支援センター法人後見審査会 前田修 岡崎市社会福祉協議会 

学校法人セムイ学園東海医療科学専門学校教

育課程編成委員会委員 

高橋知己 学校法人セムイ学園 

蒲郡市いじめ防止策推進法を踏まえた組織等

の設置に関する委員 

髙島徹 蒲郡市教育委員会 

犬山市障害者自立支援協議会権利擁護部会 山中和彦 犬山市障害者自立支援協議会 

権利擁護センターぱあとなあ運営協議会高齢

者虐待対応標準研修改訂作業プロジェクトチ

ーム委員 

塚本鋭裕 公益社団法人日本社会福祉士会 

生活困窮者支援委員会委員 塚本鋭裕 公益社団法人日本社会福祉士会 

地域包括ケア推進委員会（高齢者施設班）委員 見平隆 公益社団法人日本社会福祉士会 

幸田町成年後見制度利用促進基本計画推進委

員会委員 

工藤明人 幸田町 

春日井市令和元年度高齢者・障がい者虐待防止

連絡会議委員 

猿子雅子 春日井市 

春日井市令和元年度高齢者・障がい者権利擁護

センター専門委員会委員 

羽飼憲次 春日井市 

春日井市市民後見人サポート委員会委員 纐纈光幸 春日井市社会福祉協議会 

小牧市介護保険地域密着型サービス運営委員

会委員 

田中秀治 小牧市健康福祉局 

小牧市地域包括支援センター運営協議会委員 田中秀治 小牧市健康福祉局 

常滑市空家等対策協議会委員 新渡戸満貴 常滑市都市計画課 

知多地域成年後見センター運営適正化委員 渡久地千絵 知多地域成年後見センター 

東海市障害者介護給付認定審査会委員 葛間雅由 東海市市民福祉部 

東郷町いじめ防止対策推進法を踏まえた組織

等の設置に関する委員 

早川真理 東郷町教育委員会 

東三河広域連合障害支援区分認定審査会委員 田中友久・木野田直泰 

鈴木百恵・長坂宏・柴田圭吾 

東三河広域協議会 

日本社会福祉士会プロジェクト委員 塚本鋭裕 日本社会福祉士会 

日本社会福祉士会選挙管理委員会の委員 早川真理 日本社会福祉士会 

尾張東部成年後見センター適正化委員会委員 近藤芳江・茶野忠幸 尾張東部成年後見センター 

尾張東部成年後見センター尾張東部圏域成年

後見制度利用促進計画策定委員会の委員 

近藤芳江 尾張東部成年後見センター 

 

尾張北部権利擁護支援センター適正運営委員

会委員 

坂本由香利・内園洋子 尾張北部権利擁護支援センター 

碧南市社会福祉協議会碧南市成年後見支援セ

ンター運営委員 

石川智宏 碧南市社会福祉協議会碧南市成年後見

支援センター 

豊川市成年後見支援センター運営委員会委員 三浦博久 豊川市社会福祉協議会 



                       

豊田市社会福祉協議会豊田市成年後見支援セ

ンター 

アドバイザー候補者 

近藤孝 豊田市社会福祉協議会豊田市成年後見

支援センター 

北名古屋市権利擁護事業検討会委員 内園洋子 北名古屋市 

名古屋家庭裁判所委員会委員 高橋知己 名古屋家庭裁判所 

名古屋市・在宅医療介護連携推進会議委員 今枝敬典 名古屋市医師会 

名古屋市いじめ対策検討会議委員 髙島徹 名古屋市教育委員会 

名古屋市介護認定審査会委員 荒木篤・内園洋子・纐纈光幸 

近藤孝・伊達啓子・田中真琴 

・西村喜子・吉岡英雄・山岸絹

枝 

・天野幸恵 

名古屋市健康福祉局 

名古屋市健康福祉局障害者基本計画専門部会 鈴木智敦 名古屋市健康福祉局 

名古屋市障害支援区分認定等審査会委員 田中真琴・小野寺由里子 新型コロナウイルス感染拡大防止の為

中止 

事業運営委員会委員 纐纈光幸 名古屋市社会福祉協議会 

福祉サービス苦情相談事業における苦情調整

委員 

奥田亜由子 名古屋市社会福祉協議会 

弥富市いじめ防止対策推進法を踏まえた組織

等の設置に関する委員 

早川真理 弥富市 

  

（２）公的機関等の会議へ出席 

研修・委員会等名称 実施日 出席者氏名 備 考 

社会を明るくする運動愛知県推進委員会 5/23 早川真理 於：名古屋法務合同庁舎 

刑事施設、少年院、更生保護施設及び保護観

察所と地方公共団体、公共の衛生福祉に関す

る機関等との連絡協議会 

6/19 鷲見修 於：名古屋法務合同庁舎 

 

名古屋市在宅医療・介護連携推進会議 2020/1/27 今枝敬典 於：名古屋市医師会館 

家事関係機関と家庭裁判所との連絡協議会 7/5 12/19 2020/2/

14 

奥村朱美、工藤明人、 

近藤芳江、纐纈光幸、 

宮崎靖 

於：名古屋家庭裁判所 

愛知県ホームレス自立支援対策推進協議会   新型コロナウイルス対策の

為、資料配布のみ 

市町村空き家対策担当者連絡会議における

情報提供 

6/7 高橋知己 於：愛知県庁 

令和元年度第2回特別調整対象者候補者検討

会議 

7/26 今津政直 於：名古屋保護観察書 

岡崎市成年後見支援センター運営委員会 2020/4/1～2022/3/31 前田修 於：岡崎市成年後見支援セ

ンター 

名古屋市成年後見制度利用促進に関する懇

談会 

6/10 9/10  宮崎 靖 於：名古屋市役所西庁舎 

 

 

 

 

（３） 後援等 

後援名義使用団体 実施日 研修等名称 備 考 

朝日高齢者福祉セミナー実行委員会 7/7 朝日高齢者福祉セミナー２０１

９ 

於：朝日会館 



                       

特定非営利活動法人尾張北部権利擁護支援

センター 

2020/3/3 令和元年度愛知県市民後見推進

事業 

於：名古屋能楽堂 

日本社会福祉学会 11/30 第16回日本社会福祉学会フォー

ラム 

於：日本福祉大学東海キャン

パス 

豊田市 事前説明会 

6/1  

基礎講座6/2

2～11/23 

とよた市民後見人育成講座 於：豊田市福祉センター 

特定非営利活動法人尾張北部権利擁護支援

センター 

7/27 2019年度尾張北部権利擁護支援

センター権利擁護講演会 

於：岩倉市総合体育文化セン

ター 

第21回日本医療マネジメント学会学術総会 7/19・20 第21回日本医療マネジメント学

会学術総会 

於：名古屋国際会議場 

愛知県作業療法士会 2020/5/31 第２８回愛知県作業療法学会 於：ウインクあいち 

高次脳機能障害リハビリテーション講習会

実行委員会 

11/23 高次脳機能障害リハビリテーシ

ョン講習会 

於：中区役所ホール 

特定非営利活動法人尾張北部権利擁護セン

ター    

2020/3/3 令和元年度愛知県市民後見推進

事業 

於：名古屋能楽堂 

一般社団法人愛知県医療ソーシャルワーカ

ー協会 

2020/1/15 愛知県医療ソーシャルワーカー

協会 ガイドライン研修 

於：IMYホール 

公益社団法人 認知症の人と家族の会 2020/2/24 

→延期 

40周年記念講演会 於：ウインクあいち 

 

日本教育支援協働学会第２回大会実行委員

会 

2020/2/29 

・3/1→延期

、開催日未定 

日本教育支援協働学会第２回大

会 

於：愛知教育大学 

RUN伴2019in春日井実行委員会・春日井市 9/21 RUN伴2019in春日井 於：落合公園・春日井市内

各所 

 

 


