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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。

新たに精進していかれる会員様にむけて、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という４７

都道府県社会福祉士会の連合体を組織する石川県社会

福祉士代表の組織です。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。 

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、情報共有ができ

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。 

私は、上記８つの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もするのも良いで

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

ソーシャルワーカーの活動を守っていく、より高い資質を得るにはどうすればよい

かのみを協議しています。皆様、どうか気軽に参加してください。  

（堂田俊樹 会長） 
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１ 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。 

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に行っていま

す。 

ところが、組織運営に欠かせない重要な会議であるにもか

かわらず出席が少ないのが現状です。これでは、会員からの

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。沢山

の会員からの多様な意見を調整して、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。 

  

R2.3.4年度コロナ感染対応 

ハイブリット形式での開催 

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！ 

 
例年は、、、。集合でした。 

（末松良浩 副会長） 
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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。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、顔の見ええるネットワーク形成の一助となっています。 

残念ながら令和２年度以降は、新型コロナウィルスのため、「顔合わせ会」は中

止となってしまいました。最近では、会議、研修等はオンライン形式で開催ができ

るようになったため。今年度こそは、何とか開催できないかと検討しました。しか

し、私たちはエッセンシャルワーカーとして現場で働く会員が多いため、新型コロ

ナウィルスの感染リスクを考え中止との決断をしました。新規合格者のお祝いと、

会員との交流会が開催できる日がきっと来る！その時は、会員の方々の参加を心待

ちにしています。 

 

 

  

新規合格者の皆様へは、お花の

贈呈式があります。 

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!! 

会員となり、新な仲間が増える嬉

しい瞬間です。 
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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、

新型コロナウィルスの感染予防のため、リモート対応になっています。 

 

 

生涯研修制度 
 生涯研修制度は、日本社会福祉士会が各都道府県社会福祉士会に所属する会員に

対し、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。 

※ 令和４年度、基礎研修Ⅰについては、案内は終了しています。  
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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の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。 

 

参加者の声 
・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。 

・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。  

研修を通して、共に受講した会員同士が、研修終了後の 

ネットワークに繋がっており、知識だけでなく、新たな関係が 

構築できます。       （生涯研修部 永岡和徳 理事） 
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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 

・社会福祉士としてのアイデンティティの確立 

・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。 

・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。」 

 

 
 

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） 
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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 毎年４回 

主 催 富山、福井、石川の持ち回り 
 
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になる予定の人 

   （定員の範囲内でそれ以外の方も受講できます。） 

開催 隔年開催で実習指導者講習会とフォローアップ研修を 

交互に開催します。 

 
研修内容 
 平成２１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。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。令和４年度、集合形式で１１月５日（土）

と６日（日）は２日間で行う予定です。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。なお、今年度から社会福祉士の養成カリキュラム変更に対応し、講習会の

内容を一部変更しています。 

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。（令和３年度現在） 

 

参加者の声 
・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社会福祉士会ホームペー

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 ※新型コロナ感染状況により変更有 

 

 
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。 

 

参加者の声 
・最前線で取り組んでいるソーシャルワーカーの話が聴

くことができる。 

・自分の立ち位置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が違 

うより想像以上の刺激を受けることができる。  

    P    
 M   S 

一緒に研修会を企画するのでも良いですし、研修会そのも

のにご参加して頂くのも、どちらも大歓迎です…(*^-^*)！！ 

 研修の申込みについては、会員の方に郵送にて案内を送り

ます。         （組織事業強化部 藤田徹 理事） 
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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いましたが、

新型コロナウィルスによりオンライン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 
 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。 

 例年を通して要望がある、社会保険労

務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、オンラインによ

る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

加もお待ちしています。 

 

 

 
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。 

 

 

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。また、研修内容については、金沢、能登ブロックと合同での開催など

も企画していますが、会員の方が求めている研修内容、テーマを、加賀ブロック委

員会で決めています。  
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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。対策講座は、石川

県社会福祉士会の会員の中から講

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ます。

模擬試験では、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。 

令和２～３年度、新型コロナウィルスの感染予防のため、一般の方が金城大学の

学生と合同で受講することはできませんでした。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い、この事業を行っています。今後、金城大学側とも新型

コロナウィルスの動向をみながら相談していく予定です。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貴重な機会となっていま

す。自己研鑽だけではなく、司法、福祉の場で活躍する参加者が、お互いの分野を

知る機会としても有意義な時間となると思います。  

金城大学と連携し、毎年多くの学生が受講して 

います。      （総務部 内慶瑞 理事） 
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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、少しでも興味があれば参加してみません

か。いつからでも参加ＯＫです。 

 

ソーシャルワーク推進部 
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、子ども・子育て・女性・障害・高齢・生活困窮など

の分野を超えて互いの実践を知り、つながりを深めることをとおして、地域包括ケ

アを推進する人材として育ち合うことを目的に活動しています。 

１．委員会運営のための打ち合わせ会（企画委員会随時開催） 

２．会員の資質向上のための勉強会（奇数月・第 1水曜日１９時～２１時） 

３．高齢者・障害者虐待対応委員会・ぱあとなあ石川・子ども家庭支援委員会との 

連携 

４．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 

５．その他関連事業に関すること 

 

メッセージ 
 地域包括ケア推進委員会では、地域包括ケアに携わる社会福祉士として実践力の

向上を目指しています。様々な分野・職場の社会福祉士が参加しており、分野を超

えたつながりを持てること、またお互いの実践を知ることができる貴重な場になっ

ています。現在、約４０名の方が名簿登録をしています。委員会活動がより一層魅

力的なものになるよう多種多様な領域からの参加者を募集しています。 
 

参加メンバーの声 
地域包括ケア推進委員会では一緒に学び合うために勉強会の

テーマをメンバーで話し合い、企画運営を行っています。委員

会の経験者も未経験者もチームでアイデアを出し合うので初心

者でも安心して参加できます。仕事が終わったような時間帯に

オンラインでの参加となります。決められたテーマで受け身で

参加するよりも楽しく、ずっと勉強になります。  

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 廣野雅志） 
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高齢者障害者虐待対応委員会 

委員数    ４９名 
委員会開催日 偶数月の第１水曜日 １９時～２１時  

オンライン開催 
 
 

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、石川県内に権利擁護の取組みを推進します。 

 石川県社会福祉士会では、会員が石川県高齢者障害

者虐待対応専門職チームでアドバイザーとして活動を

しています。専門職チームは、金沢弁護士会、石川県

社会福祉士会、石川県精神保健福祉士会、石川県相談

支援専門員協会の４団体で構成され、県内の各市町が

行う高齢者・障害者虐待への対応を中心とする権利擁

護業務への支援を行うことを目的として設立されまし

た。各市町からの相談があると、弁護士とＳＷの２名

で、相談や助言を行い、依頼によっては現地に出向

し、会議に参加しています。また、講師派遣の依頼な

ども対応しています。 

委員会では、実際に専門職チームとして各市町から

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。また、実際に職場で高齢者障害者虐待対応を

している会員からの質問などから検討を重ね、虐待防止、対応に向けてのスキルを

深めています。県から委託を受けている高齢者障害者虐待標準研修等の各研修講師

や、研修プログラム、研修教材作成などを行っています。 

 

メッセージ 
 権利擁護は、人が主体的に生き、自分で自分の権利を理解し、実現し生活できる

ための支援。この社会的支援はソーシャルワークであり、法律家等の役割とは違う

専門性を身につけていくため、委員会での検証、意見交換をすることで、知識や技

術を磨いていきませんか。 

 

参加メンバーの声 
 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、アドバイザーとして適切な助言ができていたか検証します。虐

待対応では、本人の自己決定を支える、安心して生活が送れるこ

と。そして養護者の支援についても大事なことだと勉強になりま

す。 
ホームページの高齢者障害者虐待対応委員会 

案内を見て委員会申込書に記入して送ってくだ 

さいね。(^^♪     （委員長 垣内光子） 
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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、午後９時 金沢市武蔵が辻集合 

 

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

現物支給しています。 

※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っています。 

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しています。 

 

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しています。 

 

④その他 

・ホームレス支援団体との情報交換

や勉強会等、不定期ですが行って

います。 

・赤い羽根共同募金助成金による会員の活動サポート等、随時行っています。 

 

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 

住居及び就労不安定者が少しでも安心して 

暮らせるように支援しいきたいと思います。 

子ども家庭支援委員会 
委員数    ３０名 

委員会開催日 奇数月の第２火曜日１９時〜２１時 
 

活動内容 
 主に次の活動を行っています。 

・子どもや家庭にかかる事例検討や研修会の開催 

・スクールソーシャルワーカーの育成・候補者の推薦・啓発 

具体的には、２か月に１度定例会を開催し、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 
令和３年度までは、スクールソーシャルワーク委員会でしたが、令和４年度から

子ども家庭支援委員会に拡充しました。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ソー

シャルワーカーを目指して、事例検討や情報交換を重ねていく予定です。会員を対

象とした研修会（オンンライン）も予定していますので、子ども家庭支援に関心の

ある方のご参加をお待ちしています。定例会でソーシャル

ワークの原点に立ち返った意見や、いろいろな情報を得る

ことで、考えが整理できます。現在は子どもに関わる業務

についていませんが、関心があり参加しています。 

活動に是非、一緒に参加してみませんか。 

     （副会長・ソーシャルワーク推進部 北脇宜和） 

研修会の案内は、社会福祉士 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） 



  石川県社会福祉士会活動紹介, ページ 19 

生涯研修センター運営委員会 
委員数    １０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（生涯研修センター運営委員会）は、主に石川県士会会員の皆さんが

生涯研修制度を活用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。 

 

今年度の予定 
（１）基礎研修Ⅰ（申込期間 ５月中旬～７／１９） 

 e-ラーニング受講、オンライン集合研修（全３日間・Zoom）を開催予定。 

（２）基礎研修Ⅱ、Ⅲ（今年度の申込期間は終了しています。） 

 e-ラーニング受講、オンライン集合研修（全９日間・Zoom）、専門課程のスー

パービジョンのコーディネートを検討中です。 

 

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ます。研修の企画運営には多

くの人の協力が必要です。部員としての参画のみならず、基礎課程修了後には、基

礎研修講師・ファシリテーター（注：要件あり）として研鑚を重ねては如何でしょ

うか。年間の活動実績によっては、専門課程の「生涯研修制度独自の研修・実績」

の１単位としてカウントできる場合があります。 

 

 

 

  

生涯研修部では、会員の皆さんが未来の「あるべき姿」 

に向かって動くために、触媒や黒子になって頑張ります。 

             （生涯研修部 吉川敦 理事） 



  石川県社会福祉士会活動紹介, ページ 20 

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土曜日 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。 

 

 
  

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・能登・加賀ブロックと合同で開催 
   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。 

※新型コロナウィルス感染症対応中はオンライン開催です。早く、直接顔が見られ

る対面での開催をしていきたいです。 

 

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は、毎年

１０月頃に開催し、医療、福祉関

係の団体や、福祉の養成校等が参

加し、市民の方に介護の仕事の魅

力や重要性を伝えることを目的

に、医療、福祉の活動を知っても

らう場となっています。石川県社

会福祉士会当会のブースを設け、

当会のＰＲ活動、成年後見制度に

関する相談コーナーを設け、来場

された方の相談に応じながら、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。 

 令和元年度は台風により中止、令和２～３年新型コロナウィルス感染拡大防止の

ため中止となっていますが、令和４年度は、感染対策を講じ準備中です。  
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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。この企画は富山県、

福井県の社会福祉士会の会員も参加し、３県合同の企画です。このコロナ禍ではチ

ラシ配りを中止せざるを得ませんでしたが、今後の動向を見ながら、富山、福井県

社会福祉士会担当者と、入会促進、PR 活動

ができればと思っています。 

メッセージ 
 新型コロナウィルスの感染予防を講じ、社会福祉士会の活動もオンラインでの会

議や研修などが増えています。 

新型コロナウィルス感染予防の観点からは仕方ないことですが、また、会員の皆

さんと直接対面で交流が持て、活動ができると信じています。自己の専門性の維持

や向上のために、是非、当会の活動に参加してください。新しいネットワークがで

きます。 
                     （組織事業強化部 垣内光子 理事） 

 
 

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３回 不定期 

その他イベント、研修会あり 

 
活動内容 
 金沢ブロック委員会では、年２回の研修会を開催しているほか、会員同士

の交流を深めるための親睦会（飲み会）を開催しています。 

 秋には、金城大学の学園祭に出店し、会員の方の就労継続支援Ｂ型事業

所からのクッキーやジュースを販売しながら、社会福祉士会の周知をして

います。周知と言いましたが、実際は楽しく学生や仲間たちと交流する場

になっています。 

 新型コロナウィルスのため、令和２年～３年度は残念ながら参加してい
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ません。また、大学側と相談し、学園 

祭に参加でき学生との交流が持てる日

には、金城大学出身の会員はぜひ参加

をお願いしたいです。 

（もちろん出身校が異なる方も大歓迎

です。） 

毎月第４土曜日午前１０時３０

分～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、

コーヒーを飲みながら福祉に関する

勉強会を行っています。 

 令和３年度はコロナ禍ということ

もあり、セミナーの代わりにコロナ

相談会も開催しました。令和４年度

は、感染対応を行い、福祉セミナー

を再開します。１時間ほど、会員の

専門性を活かしたテーマや、他の専

門職や活動している方などにもセミ

ナー講師を調整しています。相談会

は、堅苦しい内容ではなく、地域の方々と和やかに談笑する集まりです。

気軽にご参加ください。 

 

参加メンバーの声 
新型コロナウィルスで、「福祉相談カフェ善隣」の活動も、セミナーもしばらく

できない中、月１回、「ここに来きて、話を聞いてもらうだけでいいわ」と地域の

高齢者、民生委員の方がいて、自分自身も元気と癒しをもらえる時間になっていま

す。（会員Ｓ氏） 

 

メッセージ 
金沢ブロック委員会の活動に関しては、定期的に委員

会を開催して、活動内容を皆さんと一緒に考えていきた

いと思っています。参加しやすい内容ですので、入会し

たばかりの方や若い方、是非参加頂きたいです。  

気軽に事務局まで、ご連絡ください。 

（金沢ブロック 越村悠 理事） 
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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） 

研修会 数回 

 

 
活動内容 
 加賀ブロックは、金沢か

ら南の区域となっており、

運営委員会にて企画・運営

を行っております。 

当委員会では、社会福祉

士の顔の見えるネットワー

クづくりを中心としてお

り、交流を通じて互いの価

値を高めます。又、福祉に

関する幅広い研修を行い、専門職としての知識と技術を高めます。 

 

メッセージ 
 研修会では知識の向上につながり、懇親会では、さまざまな社会福祉士の方と交

流することで、社会福祉士のことだけではなく、職場のことなどたくさんのことが

学べるメリットがあると思います。 

新型コロナウィルスに負けず、感染対策を行いながら、できる活動を実施してい

きたいと思っています。よろしくお願いします。 

 

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） 

 
  

加賀ブロックのメンバーは気さくな方ばかりです。 

楽しく活動していきたいと思っています。 

（加賀ブロック 大音師雅樹 理事） 
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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。 

 令和４年度は、ぱあとなあとの合同研修会、Ⅿ

ＳＷ協会、ケアマネ協会能登中部支部との合同研

修会、加賀ブロックとの合同研修会を今年度も予

定しています。それ以外にも研修会を予定してい

ます。 

 

メッセージ 
 今まで能登からの研修会参加は距離的なことがネックで参加できないことが多

かったと思います。コロナ禍により Zoom 研修が主流となり、自宅からでも気軽に研

修会に参加できるようになり、なかなか会えない他のメンバーや新しい会員とおな

がりを増やしていくことができるように、研修会や情報交換の場を企画していきた

いと思っています。皆様の参加をお待ちしております。 

 

参加メンバーの声 
 右も左もわからないまま能登ブロック委員会に参加した令和３年度は、コロナ禍

が続き Zoom によるリモート研修がほとんどでしたが、普段の業務では得られない多

くの学びや交流を深める経験を重ねていくことができました。今後はオンラインで

繋がった皆さまと直接お会いできるブロック活動が開催される

ことが楽しみです。（会員Ｈ氏） 

参加して良かった、楽しかったと思っていただけるような 

研修会を企画していきたいと思っております。 

よろしくお願いします。（能登ブロック 山形優子 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。 

「福祉のつどい」は、令和２～３年度は新型コロナウィルス感染予防のため中止し

ていますが、動向を見て、開催者とも相談し企画し、社会福祉士会のＰＲ活動をし

ていきたいと思います。 

 

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し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、若手の会員や新規入会

した会員が、気軽に会の活動に参加できるよ

うに、会員同士の交流会を目的とした、交流

会を開催しています。これまでは、バーベ

キューやビアガーテンでの交流会を実施して

きました。これからも、コロナ禍でも会員同

士が、新しいネットワークが作れる場になれ

ばと思います。 

 

メッセージ 
 コロナ禍で飲食等の企画ができない状況にあります。三密を避け感染予防での交

流できる企画、(例えば、会員の方の畑で野菜の収穫など)を、皆さんと一緒に企画

していければと思います。 

 

リレーマラソン 
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 秋（９月） ※春の陣は参加なし。 

 
活動内容 
石川県社会福祉士会では、「２０１９金沢城リ

レーマラソン～秋の陣～」に参加しました。  

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シャツを作成しました。ハーフコース（４

２.１９５㎞の半分）ですが、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、ゴールを切る達成感

が気持ちいいです。 

今後、秋の陣（９月）に参加ができればと思っています。 

是非、その時は参加募集しますので、我こそは走ってみたい！方、 

よろしくお願いいたします。  （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 
 年一回、「実践と研究」という冊子を発行しています。この中でアンケートを実

施して結果を考察したり冊子に掲載したりします。 

掲載内容は、論文、研究ノート、会員レポート、調査報告、その年に起こった災

害に対して会員が支援活動した内容などの特集記事となっています。 

 

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。 

（委員長 北本千鶴） 

メッセージ 
 気の合う仲間が和気あいあいと、編集会議を行ってい

ました。現在は、コロナ禍の中、Zoom で編集会議をして

います。企画、編集、校正は大変ですが、製本された一

冊の冊子が出来上がったとき、会員の方に読んでもらえ

ると嬉しくなります。是非、参加してみませんか。 

 
 
 
 

 
  

自身の実践を発表するチャンスです。レポート 

や論文があれば掲載します。 

（学術部 西村修一 理事） 



  石川県社会福祉士会活動紹介, ページ 29 

一般社団法人石川県社会福祉士会 役員名簿 
 

任期 自 令和３年 5月 
                                                   至 令和５年 5 月 

役職名 氏名 担当（※部長） 所属 

会長 堂田 俊樹 
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 宣和 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 内 慶瑞 総務部※ 金城大学社会福祉学部 

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 永岡 和徳 生涯研修部 社会福祉法人金沢市社会福祉協議会 
理事 斎田 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 

就労継続支援Ｂ型あけぼの作業所 

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福祉課 

理事 大音師 雅樹 加賀ブロック 
社会福祉法人ジェイエイ小松福祉会 

ＪＡきらら千代デイサービスセンター 

理事 越村 悠 金沢ブロック 津幡町地域包括支援センター 
理事 山形 優子 能登ブロック あいずみクリニックデイケア 

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 
 

任期 自 令和３年 5月 

至 令和 7年 5 月 

監事 北山 達朗 社会福祉法人緑会 介護老人福祉施設千寿苑 

監事 徳山 一也 金沢市こども未来局こども相談センター 
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