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会長挨拶 
　一般社団法人石川県社会福祉士会会長の堂田です。新人の会員様に向けて、本会
の紹介をさせてください。 

　本会は、公益社団法人日本社会福祉士会の連合体である47都道府県社会福祉士会
の１つです。公益社団法人日本社会福祉士会は2012年度より、社会福祉士個人の会
員組織から47都道府県社会福祉士会を会員とする連合体組織へ移行しました。弁護
士会などと同様の組織形態です。皆さんが入会をご希望される場合はご自宅、また
はご勤務先のある都道府県社会福祉士会へご入会いただくこととなりました。本会
へは、自宅住所、職場などが石川県にある社会福祉士が所属できるということに
なっています。 

　さて、皆さんは、社会福祉士の国家試験に合格して、ストレスから解放されると
同時に、社会福祉士としてソーシャルワーカーとして胸を張って活動していきたい
と考えていることでしょう。それでは、皆さんの考える社会福祉士、ソーシャル
ワーカーとは職業的に考えると何者かと考えたことはあるでしょうか。 

　私は、以下のように考えます。①常に新しい知識を得るために知識、技術をブ
ラッシュアップしている。②専門職として社会に認められている。③同じソーシャ
ルワーカーとして同一の倫理綱領を順守する団体に所属している。④希望すれば、
更に専門性の高い認定社会福祉士や成年後見活動等ができる。⑤学会参加、学会発
表などができる。⑥社会福祉士というネットワークを使い、お互い切磋琢磨した
り、情報共有したりできる。⑦全国の社会福祉士会の意思決定及び国等への政策提
言に参加する。⑧就職情報等を得る。 

　私なりには、だいたいこういうことが可能である環境に置くことまたは置かれて
いることと考えます。それでは、どうしたらいいでしょうか。これにはシンプルな
回答が可能です。 

「そうだ、社会福祉士会に入会して、いろいろな活動をやろう！」これだけです。 

　何も難しいことを考えなくてもよろしいです。入会し、会員活動を行お
うということです。研修に参加する、研修を企画する。会員相互のネッ
トワーク構築の活動をする。今、自分たちのやりたいことを希望する。
同僚、後輩、先輩たちと悩みなどを打ち明ける。現在の自分以外の職
場などの情報交換などするのも良いでしょう。 

　私を含め、役員や各委員会の委員長は何も難しいことを考えなが
ら活動しているわけでなく、会員の皆様が少しでも本会の活動に参
加し、利益を得、そして守っていくにはどうすればよいか毎月理事
会等で協議しています。どうぞ、気軽に参加してください。　　　　　　　　　　　　　　　　　 

• • • • • • • • • • •
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（堂田俊樹 会長）



組織図 
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活動に参加してみよう！！ 
　社会福祉士会に入会したら、ぜひ当会の活動に参加してみましょう。 

　興味のある分野、気になる取り組みがきっとあるはずです。 

１　総会 

　総会はすべての正会員で構成し、最高意思決定機関に位置付けられる重要会議で
す。組織は部局制（総務部・ソーシャルワーク推進部・生涯研修部・成年後見部・
組織事業強化部・学術部・事務局）のもとで運営されており、各々の部局に担当理
事を配置して、業務執行機関である理事会で事業の進捗や課題等を調整しながら運
営にあたっています。年２回開催される総会では、事業活動を議案資料にまとめ、
会員へ説明し承認を受ける流れとなります。 

　５月の決算総会では事業報告及び決算が審議されます。1年間の事業活動を総括評
価する機会であり、重点的に実施した活動やそれに投じた経費は適正に支出された
か等について振り返ります。３月の予算総会では事業計画及び予算が審議され、会
員及び社会のニーズに合った活動が計画されているか、収入の約６割を占める会費
がどのような事業で支出されるのか等、新たな1年間の予算を審議する大切な機会と
なります。その他、役員の選任や規則の制定等の重要な審議や日本社会福祉士会の
情勢報告等も適宜行っています。 

　ところが、組織運営に欠かせない重要会議であるにもかかわらず出席者が少ない
のが現状です。これでは会員から直接意見等を伺う機会が減るばかりか、組織の硬
直化を招き、更なる発展は期待できません。会員数は５００人を超える県内で最も
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大きなＳＷ職能団体で、所属する会員は高齢・障害・医療・教育・行政等様々なの
が当会の特徴の一つです。たくさんの会員からの多様な意見を調整して、意思を形
成するプロセスこそ社会福祉士会らしい運営の姿ではないでしょうか。 

顔合わせ会 
　 

　総会の後は、「顔合わせ会」の始まり
です。顔合わせ会とは、会員の多くが
集い、交流し情報交換のできる、年１
回の大切な行事です。新規合格者の
方々を紹介し、ささやかなお花のプレ
ゼントとともに新しい仲間を祝福して
います。また、コーラスやダンスの観
賞、全員参加のゲームをするなどのお
楽しみイベントもあります。県内各

地、それぞれで活動している会員ですが、この顔合わせ会で、唯一会え、久しぶり
の交流を楽しむ場面も。初めましての方も久しぶりの方もみんなが笑顔になれる機
会です。会員同士、顔の見えるネットワーク形成の一助となっています。 
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役員の熱い思い、運営方針、幅広い事業展開、
等々、これまで知らなかった社会福祉士会の魅力が
発見できるはず！？会員の皆様からの貴重な提案や
意見を会の運営に反映させる貴重な機会です。ぜ
ひ、参加して皆でより良い組織を作り上げていきま
しょう！（末松良浩 副会長）

新規合格者の皆様へ、お花の贈
呈式。会長が代表してお祝いの
気持ちを込めて贈ります。 

皆さん、合格おめでとう!!



２　研修に参加してみよう 
　当会では、自己研鑽のための研修会が開かれています。新会員向けの研修や専門
分野別の研修会、会員のリクエストに答えた研修などを開催しています。現在は、
コロナの影響で、研修の多くは中止、延期、リモート対応になっています。 

生涯研修制度 
　公益社団法人日本社会福祉士会生涯研修制度は、各都道府県社会福祉士会に所属
する会員が社会福祉士の職務に関する知識及び技術の向上、倫理及び資質の向上の
ために、生涯にわたって研鑽を重ねることを支援する制度です。生涯研修制度は、
基礎課程、専門課程の２つの課程で構成されています。 

 

基礎研修Ⅰ Ⅱ Ⅲ 
対象　各都道府県社会福祉士会に所属する会員 
開催　 基礎研修Ⅰ：9月～翌年２月    
          基礎研修Ⅱ・Ⅲ：5月～翌年２月 

研修内容 
　基礎課程は、社会福祉士が新しく入会してはじ
めに受けていただく研修課程です。つまり、生涯
研修制度で研鑚を進めていくスタート地点と位置
付けられます。基礎課程は、基礎研修Ⅰ、基礎研
修Ⅱ、基礎研修Ⅲの3つの課程からなり、基礎研
修Ⅰから基礎研修Ⅲまでのプログラムが決まって
います。基礎研修Ⅰから基礎研修Ⅲの順で受講
し、3年間で受講修了していただくのが目安です。
全プログラムを修了すると基礎課程修了となりま
す。基礎課程が修了すると専門課程に進みます。 

申込み方法 
　基礎研修Ⅰは４月頃、基礎研修Ⅱ・Ⅲは２月頃に、開催案内を、郵送及び県士会
ホームページに掲載しますので、確認をお願いいたします。 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専門研修　 

　基礎課程を修了して専門課程に進むと、決められたプログラムを履修するのでは
なく、自身で様々な研修やスーパービジョン等から研修計画を立てて進め、研鑽を
積み重ねる課程となっています。相談援助等実践者の方は、認定社会福祉士の申請
も視野に入れて生涯研修に取り組んでいます。専門課程は、基礎研修を修了した会
員がさらに研鑽を積むための課程として、自ら立てた研修計画に従い受講するもの
として位置づけています。 　 

※専門課程は、共通研修と分野別研修で構成されています。共通研修は、社会福祉士
として分野に関わらず共通に必要な事項の研修で分野別研修は分野別の研修です。 

研修のメリット 
　生涯研修は、私たち社会福祉士が自らの力量を高めることだけではなく、常に研
鑚していることを社会に示す仕組みでもあり
ます。私たちが自己研鑚して実践力をつけて
いくことは、課程修了による専門研修受講機
会が得られるだけでなく、様々な場面でクラ
イエント等の利益につながるほか、社会福祉
士という専門職の信頼獲得にもつながりま
す。また、様々な領域で活躍している社会福
祉士と出会い、ネットワークを構築して活用
すること、情報交換をすること等ができるだ
けでなく、研修によっては他県の社会福祉士
とも交流でき、一緒に生涯研修で研鑽するこ
とができます。 

参加した会員の声 
・資格取得勉強では得られない多くのことを、生涯研修で学んでいます。 

・福祉関係の職場で勤務していないのですが、みんなのおかげで社会福祉士として　 

　の学びを深めることができました。 

・入会してからかなりの年数が経ちましたが、学び直しだけでなく、 

　新たな知識を得ることができました。 

・認定社会福祉士を目指したいと思います。 

・基礎研修Ⅲを修了したら、成年後見人養成研修を受講したいです。 
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スーパービジョン 
対象者　基礎研修Ⅲ修了者で認定社会福祉士を目指す方、 
　　　　認定社会福祉士の方 
 開　催　契約締結から１年以内 

研修内容 
　スーパービジョンとは、スーパーバイザー
とスーパーバイジー（受講者）がマンツー
マンで対話することにより、スーパーバイ
ジーが様々な気づきを得て、社会福祉士と
して成長することを目的としています。つ
まり、スーパービジョンは個別事例の検討
とは異なり、自分自身の専門性を育むため
のものです。スーパービジョンは単発では
なく、繰り返し行うことで効果が高まるた
め、１年に６回以上で１区分とされていま
す。より良いソーシャルワーカーを育成する研修です。 

参加するメリット 
　スーパービジョンを通して、社会福祉士の共通の価値、知識、技術を向上させる
ことができます。また、実践上の悩みの解決方法や、どのように考えればスムーズ
な活動につながるか等、アドバイスを受けることができます。 

効果 

①社会福祉士としてのアイデンティティの確立 

②所属組織においてソーシャルワーク業務を確立し担えるようになること。 

③専門職として職責と機能が遂行できるようになること。 

参加者の声 
　「自分では気づかない視点に気づき、実践力がついた。」「エンパワメントされ、
次の日から頑張る力が生まれた。」「アセスメントの重要性と社会福祉士としての
視点の持ち方を意識するようになった。」 
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基礎課程修了者された多くの皆さんが、スーパービ
ジョンを受講してくださることを期待しています。
（組織事業強化部 藤田陽子 理事）



 

成年後見人材育成研修 
対 象 者　 基礎研修Ⅲを受講済みである者 
開催時期　毎年４回　 

　　　　　　 主　　催　富山、福井、石川の持ち回り研修内容　 

研修内容 
　生涯研修制度における基礎課程
(基礎研修I~III)の受講を通じて、社
会福祉士に共通する専門性の基礎 

を身に付けた上で、成年後見人養
成研修を受講することで、成年後
見に関する相談対応や、受任者と
しての活動の質を担保しています。 

成年後見人等として実務を担うに
は、本研修を修了後、社会福祉士
成年後見等受任候補者の養成を目的
とする「名簿登録研修」の修了が必要です。 

研修のメリット　 
　成年後見人材育成研修では、地域で相談援助に従事する社会福祉士も成年後見制
度活用の知識、技術を修得するこ
とが可能です。 

参加者の声 
　 研修の内容は法律に関するこ
とだけでなく、実際の実務や家庭
裁判所のことも知ることができ
て、後見活動をするだけでなく、
現場での相談にも役立ちそうで
す。 
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実習指導者養成研修 
対象　原則3年以上の実務経験がある実習指導者希望者 
　　 （定員の範囲内でそれ以外の方も受講できます。） 
 開催　隔年開催（次回は2021年度秋の予定） 

研修内容 
　2009年度から施設で社会福祉士養成校の相談援助実習を受け入れる際には、社会
福祉士の有資格者で、この実習指導者講習会を修了した指導者を置くことが義務付
けられることになりました。この実習指導者講習会は、実習生の受け入れのために
必要な知識や技能を2日間「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」「実習スーパービジョン論」の4科目の講義と演習を通じて学びます。 

　なお、石川県社会福祉士会では本講習会は隔年で実施をしています。（2020年度
は中止し、21年度に開催予定。）講習会の開催をしない年度は、実習プログラムや
スーパービジョンを振り返り学習するためのフォローアップ研修を開催しています。 

注：実習指導者になるには本講習の修了のほか3年以上の相談援助の実務経験が必
要です。 

参加するメリット 
　この研修を修了することにより、養成校のソーシャルワーク実習の受け入れ・指
導が可能になります。社会福祉士会の実習指導者講習会は単に実習指導のための知
識を学ぶではなく、日々の相談援助職としての自身の実践や知識の振り返りをでき
る研修内容となっています。なお、北陸3県では社会福祉士の実習指導者講習会は本
講習のみとなっています。（2020年10月現在） 

参加メンバーの声 
・実習に臨む実習生の思いに理解して実習指導に臨みたい。 

・実習生の受け入れを通じて自身の成長にもつなげたい。 

・自身のソーシャルワーク実践を見直す機会になった。 

・自施設の実習プログラムの見直しを考えたい。 

・スーパービジョンの大切さを再確認できた。 

申込み方法 
　実習指導者講習会の開催案内は7月～8月ごろに県士会
ホームページや郵送でご案内します。 

（委員長 立川竜） 
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ソーシャルワーカー合同研修 
対象　関心のある人ならどなたでも…です。 
研修開催　年１回 
 

研修内容 
 　毎年1回、ソーシャルワーカーデ
イに合せて、石川県社会福祉士会と
石川県精神保健福祉士会、石川県医
療ソーシャルワーカー協会３団体
が、協力して合同研修会を開催して
います。お互い所属する団体や分野
は違えども、同じソーシャルワー
カーとして大切にしている価値観や
視点は共通するものがあり、一緒に
専門性を学び合いたいと思っています。つながりを深めながら、更なるソーシャル
ワーカーを目指して、一緒に楽しくやりませんか…o(^o^)o‼

参加のメリット 
・最前線で活躍しているソーシャルワーカーの話が聴ける。 

・自分の立っている場所をもう一度見直すことができる。 

・日頃、お会いすることがない様々な分野や価値感の違う人と出会い、想像したこ
とがない刺激を受ける。 

・つながりが広まり深まり、仕事に活かせる。 

会員の声 
　7月に3団体の研修会に参加しました。所属団体の中で顔見知りの人や、初対面の
人、以前に別の場所で交流のあった人などと、多くの人たちとの交流ができまし

た。初めて会う人でもすぐ近くの職場にいたり、知り合いと同じ職場に
いる人だったりと、気付かない所での繋がりがあることを見つけられ
た機会になりました。（会員　B氏） 
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様々な価値観を持つ人に会い、刺激をもらえると思い
ます。是非是非、よろしく…です(^^ゞ
（組織事業強化部　藤田徹 理事）



その他 
各委員会・各ブロック研修 

　各ブロック研修では、基本的には地域ごとの会場で研修を行なっておりますが、
コロナ禍によりリモート形式を取り入れるなど、工夫も凝らしており、ブロック会
員に限らず、希望があればどなたでも参加が可能です。 

能登ブロック研修 
　能登ブロックでは、年度初めに会員の皆
様と研修内容についての意見交換や交流会
をしています。その上で要望に沿った研修
を実施しています。年3～4回の研修を実施
しており、特に、MSW・CMとの合同研修
会は地域や時代の流れで問題となった事例
について検討会をしています。他職種が一
堂に話し合うめったにない機会となってい
ます。 

　例年通して要望がある、社労士による公
的年金制度や労災・雇用保険等の研修はシ
リーズとして行っています。参加者につい
ては、コロナ禍でZoom参加も可能として
おり能登ブロック会員に限らず、隣県や遠
方の会員からの参加をお待ちしています。 

 

金沢ブロック研修 
　金沢ブロックでは、年２回研修会を実施
しています。秋に１回と、年度末の総会終
了後に１回開催しています。講師は会員の
方の実践を通したお話や、県外から講師の
方をお呼びするなどして実施します。研修
内容は、金沢ブロック委員会で話し合って
テーマや講師の方を決めています。 
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加賀ブロック研修 
　加賀ブロックでは、ぱあとなあ石川と合同の研修会を、加賀地域で年に数回開催
しています。今年度はコロナ禍により、中止となっていますが、再開時には多くの
方に参加していただければと思います。 

社会福祉士養成事業 
　社会福祉士養成事業は、将来私たちの仲間になる社会福祉士国家試験を受験する

皆さんを対象に国家試験対策講座
と模擬試験を実施しています。 

　国家試験対策講座は金城大学社
会福祉学部の学生さんと合同で実
施しています。対策講座は、県士
会会員の中から講師を派遣し、国
家試験の各科目について出題の傾
向や押さえておきたいポイントな
どを解説しています。 

　模擬試験は、実際の国家試験と同様のタイムスケジュールでかつ会場に近いコン
ディションで受験をしていただくものです。 

　社会福祉士を目指す皆さんに、対策講座や模擬試験が試験日までの
モチベーションの維持や自身の知識や弱点など再確認の一助になれば
と思っています。また、難関を突破した暁には受講者の皆さんととも
に社会福祉士会で活動できればと思っています。 

 

司法と福祉について考える会 
　 金沢弁護士会、石川県精神保健福祉士会、石川県社会福祉士会が連携し、

合同研修を実施しています。県内の司法と福祉の専門職が集う数少な
い機会となっています。 
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金城大学と連携し、毎年多くの学生が受講しています。
（組織事業強化部　内慶瑞 理事）

勉強だけではなく、司法、福祉、お互いを知る機会としても
有意義な時間となると思います。
（総務部 寺西里恵 理事）



3　委員会に入ってみよう 
　石川県社会福祉士会には、目的、地域別に委員会があります。自分の仕事分野に
関することや、活動している地域など、興味のあるところがあったらのぞいてみま
せんか。いつからでも参加OKです。 

高齢者障害者虐待対応委員会 
委員数　41名 
委員会開催日　偶数月の第１水曜日　19時～21時 

活動内容 
　高齢者および障害者虐待対応を中心とした権利擁護に関する専門的相談体制を構
築し、石川県内の権利擁護の取り組みを推進します。 

委員会では実際に高齢者・障害者虐待対応専門職チームとして行政から依頼を受
け、助言した事例をもとに事例検証を行っています。（事例は特定されないように
しています）また、虐待防止・対応に関する各種研修のプログラム、教材作成及び
実施を行っています。 

メッセージ 
　虐待対応および防止に関する取り組みに関心のある会員の学びの場を増やすこと
で質の向上を図り、アドバイザーを計画的に育成したり、現場で対応する社会福祉
士の力量向上を図りたいと思っています。関心のある方は、ぜひ参加してくださ
い。10月からはオンラインでの参加にも対応しています！ 

参加メンバーの声 
　何度か委員会で事例検証に参加しました。事例検証では虐待対応の流れに沿って
対応段階ごとに振り返り、行政の対応が適切に行われていたか、専門職チームとし
て適切な助言ができていたかを検証します。毎回、目からウロコが落ちるような思
いがします。みんな率直に疑問点を質問するので、とても勉強になります！  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虐待の防止や対応は、私たち社会福祉士のミッショ
ンでもある個別の人生に対する権利擁護の実践その
ものです。使命感をもって取り組む価値があると思
います。（委員長 寺本紀子）



スクールソーシャルワーク委員会 
委員数　19名 

委員会開催日　奇数月の第2火曜日19時～21時　　 
活動内容 
　主に下記の活動を行っています。（規則より抜粋） 

・スクールソーシャルワーカーの育成に関すること 

・スクールソーシャルワーカー候補者の推薦に関すること 

・スクールソーシャルワークに関する啓発事業に関すること 

具体的には、２か月に１度定例会を開催し、スクールソーシャルワークの事例検討
や情報交換を行うとともに、委員および会員を対象とした研修を開催しています。 

メッセージ 
　子どもの最善の利益を目指して、子どもや子どもを取巻く環境への働きかけを行
い、寄り添いながら問題を解決していくスクールソーシャルワーカー。現在、約10

名の現任者が学校や教育委員会からの要請に応えています。 

委員会には約20名が所属し、2か月に1度、ケース検討（特定されないようにしてい
ます。）や情報交換を行っています。また会員を対象とした研修会（R2年度はオン
ライン）も予定していますので、関心のある方のご参加をお待ちしています。 

参加メンバーの声 
・一人では悩むこともありますが、定例会で、ソーシャルワークの原点に立ち返っ
た意見やいろいろな情報をもらうことで考えが整理できます。（現任者） 

・現在はスクールソーシャルワーカーとして活動していませんが、関心があり参加
しています。現在の業務にも間接的に参考になることが多く感じ 

ています。（委員）  
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研修会の内容が決定次第、社会福祉士会
Facebookにアップしますので、まずは参加し
てみてください！ 

（ソーシャルワーク推進部 茂尾亜紀 理事）



 
生活困窮者支援委員会 
委員数　不定 
活動日　毎月第１・３火曜日、他 
 

活動内容 
①赤い羽根県民くらしの緊急サポート事業 

　社会福祉士会会員の業務上（地域包括支
援センター、社会福祉協議会、行政、各種
福祉施設など）、または、社会福祉士会活
動上（成年後見、スクールソーシャルワー
カー等）において、適切な社会資源の利用
につながらず生活困窮している世帯を一時
的に支援するため食糧・衣料・燃料代等を
現物支給する。 

※生活保護制度や生活福祉資金など公的制度の利用開始前、または、何らかの理由
により利用できず緊急で一時的な場合 

②かなざわ夜回りの会（ホームレス支援活動） 

　県内の主要駅や公共施設周辺を巡回し、路上生活者等の生活困窮者へ食糧・衣料
の配布を通し、当事者と信頼関係を結び、住居や収入確保の支援を行う。 

また、生活保護受給等により住居を確保した生活困窮者が孤立しないよう自宅を訪
問し相談支援を継続する。 

③リーダー育成 

　住居および就労不安定者の支援に関する
研修会へ参加し、石川県内におけるリー
ダーを養成する。 

参加メンバーの声 
　令和２年度から「赤い羽根県民くらしの緊急サポート事業」が始まっています。
認知症で金銭管理ができない方、車上生活を送っている方の緊急一時的なサポート
など生活と権利の擁護に役立っています。 
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メッセージ 
　石川県内の路上生活者は、数年前に比べ減少していますが、金沢市内等に数名程
度が確認でき、他府県から移動して来る方も少なくありません。 

　社会福祉士会では、市民グループ等と連携し、路上生活者へ定期
的に食糧をお届けし、生活相談に応じています。 

　今後も、県内の路上生活者への支援を通じて住居および就労不安
定者が少しでも安心して暮らせるよう支援していきたいと思い
ます。 

 

地域包括ケア推進委員会 
委員数　１９名 
委員会開催日　奇数月第1水曜日 

活動内容 
　地域共生社会の実現に向け、高齢者や障害者、児童・母子保健など様々な分野で
の活動に取り組んでいる社会福祉士が、互いのつながりを深めるとともに、地域包
括ケアを推進する人材を幅広く育成することを目的として活動しています。 

■　委員会運営のための打ち合わせ会（定期開催） 

■　会員の資質向上のための定例勉強会（奇数月第1水曜日） 

■　横のつながりを深める交流会 

■　地域包括ケアに関係する各職種間の部会設置 

■　高齢者・障害者虐待対応委員会・ぱあとなあ石川との連携 

■　石川県地域包括支援センター職員研修（基礎研修）事業の受託運営 

■　その他関連事業に関すること 

メッセージ 
　私たち社会福祉士が、コミュニティソーシャルワークを実践場面で有効に活用で
きる力をつけるため、学習と実践の交流の場として定例会を継続的に開催していま
す。様々な分野で活動しているみなさんとテーマを決めて一緒に学び、意見交換を
通して新たな発見があり、毎回楽しい勉強の場になっていると感じます。 
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（北脇宜和 副会長）



「地域で暮らす世代を超えた複合的な課題を抱えるケース」に対応できるよう、定
例会や研修会を通じて、みなさんと一緒にスキルアップを目指していきたいと思っ
ています。 

「アセスメント力を身に付けたい」「家族を支援するってどういうことなんだろ
う」「地域包括ケアの意味を深めたい」「事例検討会を通じて学びたい」など、興
味のある方は、ぜひご参加ください。 

参加メンバーの声 
●地域包括ケア推進委員会の定例
会（研修会）では、社会福祉士と
しての実践力の向上を目指してお
り、自分自身の日々の実践を振り
返る機会につながっています。
様々な職場・分野の社会福祉士が
参加されており、分野を超えたつ
ながりを持てること、またいろい
ろな視点での意見を聞くことがで
きる貴重な場になっています。最
近は新型コロナウィルスの影響で
集合研修ができず、ZOOMを使っ
たオンライン定例会を行っています。最初は慣れないオンライン研修に戸惑いもあ
りましたが、今ではオンライン研修の利便性を実感しながら、参加者が一体となり
集中して取り組めていると感じます。（会員 A氏） 

●子供から高齢者まで様々な分野で働く方が参加し、積極的に意見交換しているた
め、日頃の業務だけでは見えにくい、新たな地域包括ケアの視点に気づくことがで
きます。委員会で何を学びたいのか、メンバーで声を出し合って企画運営している
ので、主体的に参加することができます。（会員 B氏） 
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委員会のみんなで切磋琢磨し、スキルアップを
目指しています。お気軽にご参加ください。
（委員長　川端脩平）



生涯研修センター運営委員会 
委員数　13名 
委員会活動日　基礎研修等の開催日　年３回程度の部会 

活動内容 
　生涯研修部は、会員の皆さんが生涯研修を通して社会福祉士としての知識や技
術、倫理を身につけ、専門性の向上を推進していくための自己研鑚が行えるよう、
生涯研修センターを設けています。日本社会福祉士会の生涯研修制度と連携しなが
ら、生涯研修における“基礎課程”の基礎研修Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの企画運営や、“専門課程”

のスーパービジョンのコーディネート、研修の企画運営などを担っています。 

メッセージ 
　生涯研修部員は、皆さんの生涯研修の伴走者と云えるでしょう。 

「生涯研修制度独自の研修・実績」の単位に「社会福祉士会に関する活動への参加・
会の運営」（1年間1単位）と云うものがあります。これは委員会委員（本県士会で
の部員も該当）や理事など会の運営に関する活動を年度間継続していれば、専門課
程の単位として認められます。なお、研修講師（ソーシャルワークに関するものに
限る）の実績時間を単位に換算することも認められます。そのため、生涯研修に関
わる活動で、生涯研修部員や基礎研修講師（注：講師要件あり）として研鑚を重ね
ては如何でしょうか。 

参加メンバーの声 
　基礎研修を受講していた時、生涯研修部員の皆さんの活動と、講師・ファシリ
テーターの方々のご尽力のおかげで、研修がスムーズに運営されている、と感じ、
部員に参加しました。部員の方々は気さくだったので、すぐに打ち解けることがで
きました。運営側として基礎研修を聴いていた際に、新たな学びや気づきを得たこ
とがありました。  
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基礎課程修了者には基礎研修の運営につい
て、専門課程修了者には研修会の企画運営や
講師等を担う活動、社会貢献活動等の役割を
果たすことを期待します。
（生涯研修部 吉川敦 理事）



成年後見センターぱあとなあ石川 
委員数　70名 
委員会開催日　毎月第２土曜午後　 

活動内容 
　成年後見センターぱあとなあ石川は、高齢や障害
などにより判断能力が不十分な方々の生活や権利を
守るため、成年後見制度に関する相談事業や成年後
見人等候補者の推薦、制度に関する啓発活動等を
行っています。 
　成年後見人材育成研修・名簿登録研修を修了し、
金沢家庭裁判所に名簿登録されて後見活動を行なっ
ている委員が月１回のフォローアップ研修と定例会
を通して、後見活動についてスキルアップ、情報交
換、活動上の課題や悩み事の相互相談を通して親睦
と連携を深めています。また、石川県成年後見制度
連絡協議会を通して、弁護士会、司法書士会、その
他士業団体と連携して、社会福祉と司法の交流も
図っています。 

参加メンバーの声 
　成年後見活動で困ったことがあっても、定例会の場で相談に乗ってもらえるの
で、活動での不安が解消できます。また、フォローアップ研修を通して、成年後見
人材育成研修では得られない実際のケースによる知識も得られるのでスキルアップ
もできますよ。 

メッセージ 
　成年後見人等になって活動してみたい、実際にどんな活動をし て 

いるのか興味がある、やってみたいけど不安や疑問があるとい
う方からのご連絡をお待ちしております。 

（成年後見部 齋田和樹 理事） 
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組織事業強化部 
対象　会員ならどなたでもOK 
開催　委員会は金沢ブロックと合同で年４回　 
　　　その他イベントあり 

活動内容 
　社会福祉士会の活動の活性化や、会員の連携強化に繋がる活動を企画、実施して
います。各ブロックの活動とも連携しています。 

　これまでに実施した活動をいくつか紹介します。 

　Let’s 友100プロジェクト
　　主に、新規入会や入会して数
年程度の会員に向けて、当会の活
動内容を紹介するための交流会を
実施しています。 

　各理事や委員長から、おのおの
の活動について説明を行うほか、
高齢者、児童関福祉、障害福祉関
係、社協、行政等、それぞれの分
野で活躍する会員の話を聞ける機
会にもなっています。活発な名刺交

換や意見交換もあり、横のつながりが広がり、当会の活動参加のきっかけづくりに
なっています。 

　いしかわ介護フェスタ（石川県主催）への参加
　いしかわ介護フェスタに当会のブース
を設け、成年後見制度に関する相談コー
ナーや、キッズ向けの認知症に関する人
形劇を開催しています。また、ブースの
一角にお茶や駄菓子とともにほっこり休
憩できるスペースも設け、気軽に福祉に
触れられるようなスペースを提供してい
ます。 

  石川県社会福祉士会活動紹介, ページ 22



　社会福祉士国家試験会場でのチラシ配り
　毎年１～２月頃に実施される国家試験の会場前にて、試験を終えたばかりの社会
福祉士を目指す方々へ、当会の案内チラシをお配りしています。会場には富山県や
福井県の社会福祉士会の会員も参加。お揃いのジャンパーを着て、冬の寒さにも負
けない熱い心で会のPRをしています。 

メッセージ 
　会員一人一人が社会福祉士として、多方面に渡って活躍すること
で発揮される力、それが、社会福祉士会の組織力だと私は考えてい
ます。1人だとどうしてもできることに限界がありますが、苦手な
ことを助け合ったり、連絡を行うことで組織としての力は大きく
なっていきます。それをサポートするのが組織強化部です。会員の
方の一人一人の参加を願い、自己の専門性の維持や向上のため
に、是非、会の活動に参加してくれたら嬉しい限りです。　 

　　　　　　　　　　　　（組織事業強化部 垣内光子 理事） 

参加メンバーの声 
　試験会場でのチラシ配りに参加しました。社会福祉士会の活動を少しでも沢山の
方に知っていただくためのPR活動で、石川県だけじゃなく、富山、福井から集まっ
た会員と一緒にチラシを受験生の皆さんに配布しました。参加した会員、役員の皆
さんがすごく頑張っているなぁと感じました。受験生は受け取ってくれる方、避け
ていく方、色々いらっしゃいましたが（笑）、仲間が増えることを期待して寒空の
中、今後もPR活動を続けていきたいと思います！（会員 O氏） 
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金沢ブロック委員会 
対象：勤務先または住まいが金沢市の会員 
開催：委員会は年４回　不定期　 
　　　その他イベント、研修会あり 

活動内容 
　金沢ブロックでは、年２回の研修会を開催
しているほか、交流会を開催し、会員同士の
親睦を深めています。また、地域交流や社会
福祉士会の活動をアピールするための活動も
実施しています。 

　秋には、金城大学の学園祭に出店し、お菓
子やジュースを販売しながら学生との交流を
楽しんでいます。　 

　また、毎月第4土曜日（午前10時半から12

時）は、金沢市野町の古民家カフェで「福祉
相談カフェ善隣」を開催しています。地域住
民等の参加者に向けて福祉セミナーを開催
し、コーヒーを頂きながら福祉に関する勉強
会を行っています。地域の方と和やかなひと
ときを過ごしています。 

 

メッセージ 
　研修や交流会を通して、身近な会員との
つながりが深まります。色々な分野で活躍

する会員と情報交換ができるの
で、現場の声ならではの面白
い学びが得られます。参加を
続ける内に、どんどん仲間
も増え、活動への参加が楽
しくなっていくと思い
ます。ぜひお気軽にご
参加ください！！　 

（金沢ブロック 杉由紀 理事） 
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参加メンバーの声 
　福祉相談カフェ善隣に参加しています。こちらでは、地域の民生委員の方が参加
されており、地域の生の声を聞く貴重な機会となっています。お話の内容は、普段
の仕事では分からないようなことばかりで、とてもためになります。会員の方によ
るミニセミナーは勉強にもなり知識の習得になるばかりでなく、参加者同士のコ
ミュニケーションが私にとっての癒しにつながっています。（会員 G氏） 

 

加賀ブロック委員会 
対象：金沢市より南の地域にお勤め、お住まいの会員の方 
開催：運営委員会は年数回（不定期） 

活動内容 
　運営委員会を年数回実施して
います。研修会や懇親会、ぱあ
となあ石川との合同研修会、意
見交換会、地域活動への参加に
取り組んでいます。 

メッセージ 
　皆さんは日々、どのような思いを持ち、お仕事に取り組んでおられますか？ 

どのようにお過ごしでしょうか。ブロック活動の良い点は、身近に 

仲間ができることです。仲間との交流は自身の成長に大きくつな 

がります。日々の悩み、喜びを分かち合い、必ず力になります。 

社会福祉士としての役割、地域貢献等、日々忘れてしまいそうなこと 

も、再認識させてくれます。一緒に活動に参加しませんか？ 

　　　　　　　　　　　（加賀ブロック 森下絵美子 理事） 

参加メンバーの声 
　職種や年代の違う方との交流が大変、良い影響を受けます。
広い視野を持てたり、悩みが解消されたり、今後も活動に参加したいです。 

（会員 Ｋ氏） 
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能登ブロック委員会 
対象：勤務先または住まいが能登地区の会員 
委員会活動日　年３～４回の研修会実施 

活動内容 
　能登ブロックでは、年3～4回の研修会を開催し「顔の見えるつながり作り」を目
標に、交流会や意見交換会等での要望をもとに年間活動を決めています。継続的な
活動は社会保険労務士による障がい者・国民・企業・厚生年金等の各種年金の基礎
知識等を学び、三団体(MSW・CM・能登ブロック)合同研修会で他業種との意見交
換会を行っています。またZoomで他県や遠方の会員相互の情報交換や、Zoom勉強
会で得た知識をさらに深めています。 

メッセージ 
　自宅で気軽にできて、時間や金銭的に
無駄の少ないZoom研修で普段会えない会
員や遠方で活躍している会員と画面を通
した「顔の見える関係づくり」で交流や
活動の場が広がっています。仕事で使っ
ているパソコンが人の輪を築き、全国の
会員と繋がることでいろんな情報が得ら
れます。ぜひ、身近に人とのつながりを
肌で一緒に感じませんか!! 

理事より一言 
　若くもない機械音痴の私でしたが、今年は恥をかいても笑ってくれる能登ブロッ
ク会員と学びました。その時は出来ても次回はすっかり忘れて、また最初からの繰
り返し。継続的に参加することで分からない会員のサポートもできて、10人集まっ

て1人前でした。しかし、慣れとは凄いもので他機関のZoom

研修会に安心して受講できました。自宅で仕事を終えホッと
した時間帯での参加は、ホワイトボードで一日の出来事
を記録したりして楽しく過ごせる時間でした。これか
らは他会員Zoomを使いこなせるよう支援していき
たいです。（能登ブロック 小林美智子 理事） 
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広報委員会　 
委員数　9名 
委員会開催　年２～３回（不定期） 

活動内容 
　広報委員会の主な活動は、当会の広報誌「石川CSW　いっし～通信」の発行（年
1回発行予定）や、会員への情報提供の促進、ホームページの管理を行っています。
また、県内のイベントにも参加し、当会のPRを行っています。「福祉、介護の就職
フェア」では相談員を派遣しており、松ヶ枝福祉館で行われる「福祉のつどい金
沢」では毎年スーパーボールすくいのコーナーを設置して参加しています。特に子ど
も連れのファミリーに人気で、毎年、このコーナーを楽しみにしてくれているお子
様もいらっしゃるほどです。県民、地域の方との交流できる場となっています。 

委員から一言 
　広報委員会は、会員の一員として、会員の声を聴き、会の活動報告を中心に会員
の皆様へわかりやすくお伝えできるよう紙面も工夫しています。組織率の向上を目
指し、会の活動の見える化、社会福祉士の活躍について、会員、県民及び団体に対
して、必要な情報を提案できるよう取り組んでいきたいと思っています。 

メッセージ 
　社会福祉士会に入ったけれども、なかなか活動に参加しづらいという方もいるの
ではないでしょうか。そのような方には、ぜひ「知る」ことからのスタートをオス
スメします。 

　各部・委員会では多彩な取組・工夫が行われています。その魅力を「いっし～通
信」やホームページを通じて発信するのが広報委員会の活動です。その活動を通し
て「知る」ことで、あなた自身にとっての新しい可能性をみつける場にしてもらえ
ると嬉しく思います。（委員長 大田健志） 
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ユース委員会 
対象　若手や新入会会員、興味のある会員ならどなたでもOK 
開催　交流会年１回、委員会は組織強化委員会と合同 

活動内容 
　ユース委員会では、若手の会員や新
しく入会した会員が、気軽に会の活動
に参加できるよう、会員同士の交流を
目的とした、交流会等を開催していま
す。これまでは、バーベキューや、ビ
アガーデンでの交流会を実施してきま
した。参加者の皆さんで準備から協力
し合い、和気あいあいと、交流を深め
ています。 

メッセージ 
　社会福祉士会に入会したばかりの会
員のみなさんが、ちょっと参加してみようかなと、気軽に足を運んでもらえるよう
な企画を考えていきたいと思っています。活動参加へのきっかけづくりになれば幸
いです。コロナが収束したら、楽しい企画を検討します。委員会に参加して、一緒
に企画作りから参加してみませんか？ 

 

リレーマラソン 

対象　すべての正会員 
開催　年２回　春（5月）秋（9月） 

活動内容 
　石川県社会福祉士会から、「２０１９金沢城リレーマラソン～秋の陣～」に参加
しました。今回のこの企画をきっかけに、公式マスコットキャラクター「いっ
し～」をプリントした、会のPR用のTシャツを作成し、ハーフコース（４２.１９５
㎞の半分）に２チームで挑みました。Aチームは平均３３歳、趣味がランニングと
いう方をはじめとするスピード重視で上位を狙う５人、Bチームは平均５０歳、健康
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のためにランニングをしている方や大会の直前に
なって練習を開始した方などの5人に、助っ人と
して金城大学生（女性）一人が加わり完走を目標
にしました。私たちの得意とすることの一つであ
る「繋ぐ」ことを襷に変え、最後まで諦めること
なく走り切り、ゴールしたときは感動の瞬間でし
た。これからは継続して、春の陣（5月）、秋の
陣（９月）の年に2回の参加ができればと思って
います。 

参加メンバーの声 
　当日は雨の中の準備でしたが、ス
タート時には驚くほどの晴天になりま
した。金沢城を背に気持ち良く走り、
応援団の「行けーっ、頑張れ～」の声
がさらに力になり、最後まで諦めずに
襷を繋げることができました。ゴール
に向かって皆が一つになれたように思
います。翌日、さらに翌々日と筋肉痛
で大変でしたが、走って良かったで
す。次回はもっと練習して挑みたいで
す。また１つ歳を取りますが・・・。 

（会員 K氏） 

 

メッセージ 
　長い間の準備が形になり、「感慨」の気持ちを持って参加してい
ましたが、その形が皆の力で想像以上のものになり、最後は「感
動」することができ、「感謝」の気持ちでいっぱいになりまし
た。走ることが好きな方、走ってみようかなと思う方などの
ランナー、また応援だけでもという方、現在はコロナで大会
が中止となっていますが、再開されたときには、是非一緒にや
りましょう。
（生涯研修部 澤田康夫 理事） 
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調査研究委員会　 
委員数：９名 
開催：2ヶ月に１回程度　 

活動内容 
　現在10名の委員で活動しています。主な活動は、年1回発行の「実践と研究」の
編集会議になります。内容は会員の論文、会員レポートや実践報告になります。こ
れはその年の大きな出来事も題材にすることがあります。平成23年度発行の13号で
は特集として東日本大震災について9名の方から、現地へ赴き支援活動を行った原稿
をいただき掲載しました。今読み返してみても臨場感あふれる内容で、悲惨な状況
の中で石川県の会員がどの様に奮闘していたか様子がうかがえます。 

メッセージ 
　論文を書いてみたい人や、自分の活動を掲載してほしい人、または身近にそうい
う人がいる場合など、ダイナミックな編集作業に参加してみませんか。 

参加メンバーの声 
　学術部は年に数回集まり、「実践と研究」誌の編集作業をしています。とはいえ
堅苦しい雰囲気はなく、集まったついでに互いの近況を報告したり、時には職場で
は話せない愚痴を聞いてもらったり・・・・和気あいあいといつも楽しく活動して
います。これまでも参加会員の負担にならないよう、集まるペースなどを検討して
いましたが、このコロナ禍を「学術部活動オンライン化のチャンス到来？」とポジ
ティブにとらえ、内容の濃い「実践と研究」誌の発刊はもちろん、もっと気軽でさ
らに気楽に参加できる学術部を目指して活動していきたいと思います。　 

（北本千鶴 委員長） 
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（学術部 西村修一 理事）



一般社団法人石川県社会福祉士会　役員名簿 
任期　自　令和元年5月

至　令和 ３年5月

任期　自　平成29年5月
至　令和 ３年5月

役職名 氏　名 担当（※部長） 所属

会　長 堂田 俊樹 総括生涯研修センター長 
成年後見センター長

社会福祉法人ＹＧ

副会長 末松 良浩 事務局長 社会福祉法人石川県社会福祉事業団　 
特別養護老人ホーム石川県八田ホーム

副会長 北脇 宜和 ソーシャルワーク推進部※ 社会福祉法人金沢市社会福祉協議会

理　事 茂尾 亜紀 ソーシャルワーク推進部 社会福祉法人石川県社会福祉協議会

理　事 寺西 里恵 総務部※  
成年後見センター副センター長

金沢市障害者基幹相談支援センター

理　事 島野 桂太郎 総務部事務局次長 社会福祉法人福志会松任　 
特別養護老人ホームつるべ荘

理　事 吉川 敦 生涯研修部※ 社会福祉法人いずみ福祉会　 
特別養護老人ホームいずみ園

理　事 澤田 康夫 生涯研修部 医療法人社団扇寿会　老人保健施設なでしこの丘

理　事 齋田 和樹 成年後見部※ 一般社団法人ケアサポートネットワークピーナッツ

理　事 垣内 光子 組織事業強化部※ 社会福祉法人陽風園　陽風園生活支援センター

理　事 内 慶瑞 組織事業強化部 金城大学社会福祉学部

理　事 藤田 徹 組織事業強化部 社会福祉法人内灘町社会福祉協議会

理　事 藤田 陽子 組織事業強化部 七尾市役所健康福祉部　子育て支援課

理　事 森下 絵美子 加賀ブロック 社会福祉法人萌和会　小規模多機能ホームいらっせ庄

理　事 杉 由紀 金沢ブロック 金沢市役所福祉局　生活支援課

理　事 小林 美智子 能登ブロック

理　事 西村 修一 学術部※ 社会福祉法人石川サニーメイト　セルプはくさん

監　事 西川 昭彦 社会福祉法人眉丈会　地域ケアセンター唐戸山

監　事 杉岡 健 社会福祉法人石川県社会福祉協議会
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