
  いつもお世話になっております。様々な情勢変化等があり、社会福祉士としての在り方が問われている昨今であるかと
思います。変わらない本質は必要ですが、常に自己研鑽を行い、成長していかなければソーシャルワーク（相談援助）を
行うことはできません。今回、ホームページのリニューアルに加え、「社会福祉士会だより」も紙面をリニューアルいたしまし
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ルワークフォーラムもその一環です。これまでいただきました皆様のご支援とご協力に感謝申し上げるとともに今後の社会
福祉士会活動について温かく見守っていただきますよう、お願いいたします。（総務・広報委員会 藤井宏行） 
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 全国大会に向けて、研究発表研修会を開催しまし 
  

巻頭特集 

 徳島県社会福祉士会は、徳島県内の社会福祉の発展に寄与するための普及啓発活動及び社会福祉その他の専門職団
体等の連携に関する事業として、2019年11月9日、10日に徳島県立総合福祉センターにて「-第10回四国地区社会福
祉士研修会-ソーシャルワークフォーラムとくしま2019 ～ 地域共生社会の実現を目指して ～」を開催致しました。 
 1日目のワークショップ、基調講演「ソーシャルワーク、をする」、認定社会福祉士ソーシャルワーク鼎談では延
べ151名、2日目の実践報告・実践研究（3分科会）では85名の方が来場されました。また今回は四国合同開催で県外
から多くの方が参加され、実践報告、座長・助言者などを務めて頂きました。参加者の皆様、ご協力いただきました
関係者の皆様に心よりお礼申しあげます。 

四国大会・SWフォーラムに参加された方から感想を頂きました。 

 第10回四国地区社会福祉士合同研修会 ソーシャルワークフォーラムとくしま2019 基調講演／公開講座で
は、立命館大学大学院先端総合学術研究科教授 立岩真也氏をお招きし「ソーシャルワーク、をする」と題し
開催されました。立岩真也先生は、社会学者として地域で暮らす障害者の自立生活についての研究や問題提起
をしてこられました。ご講演のなかでも、介護保険法の訪問介護と障害者総合支援法の重度訪問について制度
設計の問題や矛盾を指摘されました。また先生は、生命倫理、自己決定の問題に関する考察をまとめた「私的
所有論」をはじめ多くの著書を上梓されていますが、ご講演のなかで紹介された「生の技法」は手に取り、改
めて「生存、をする」について考えてみたいと思わせて頂いたご講演でした。 

                  医療法人清樹会 清水内科 福川 啓代  

認定社会福祉士ソーシャルワーク鼎談 
         

 大会特別企画として四国四県の認定社会福祉士に登壇してもらい、「地域共生社会のソーシャルワーク 認定
社会福祉士の実践力とは？」のテーマのもと、現在取り組んでいることを発表してもらい、ディスカッション
を通じてこれからの社会福祉士に求められることは何かということを会場にいる人と一緒に考える良い機会で
あった。鼎談を終えて感じたことは、問題を抱えているクライアントが複合的な課題を抱えており、それに対
して、分野業種が横断的なケアマネジメントが必要になっていることだ。我々社会福祉士は、専門職としてク
ライアントと向き合い、様々な制度、機関との繋ぎ役になることが求められている。そのために初心に立ち返
り、研鑽、活動をすることが重要である。 

綜合医療 大西 澄洋 

第10回四国地区社会福祉士合同研修会 
ソーシャルワークフォーラムとくしま2019 

基調講演・公開講座 
立岩真也氏「ソーシャルワーク、をする」 



 徳島文理大学の江口教授、森泉教授 SSWの大坂氏と「児童虐待
の支援を考える〈パート２〉」を開催。子供の貧困、いじめ、不
登校、虐待としてのDV、 親子支援など子供を取り巻く環境は危
機的な状況にあります。そこで、私たちは何が出来るのか、必要
なものは何か、どこの機関なら、何があればと、SSWの実践を通
して「チーム学校」を基盤とした教育と福祉分野の協働をすすめ
ていく課題や方策を参加者と学びました。 
         東みよし町地域包括支援センター 土井 智子 

WS-01「児童虐待への支援を考える<Part2> 
   ～チーム学校・ＳＳＷの役割～」 

 第一分科会では、「子どもの権利擁護におけるソーシャルワーカーの必要性について」というテーマで児童に関わ
るさまざまな立場の3名の方から、子どもの権利を守ろうとしている具体的な報告がありました。 
 徳島県からは、貧困の世代間連鎖を断ち切る取り組みとして、生活困窮家庭の子どもへの学習支援の取り組みが話
されました。教育と福祉をつなぐ事業としても重要で、課題もありますがぜひ定着させていきたいものです。 
 徳島県ではスクールソーシャルワーカーが市町村に配置されるようになってまだ3年目です。現在は週１日6時間以
内という限られた時間ですが、子どもの権利擁護の視点からもさらに充実していくように願っています。 
    徳島県スクールソーシャルワーカー協会 大坂 庄司 
 
徳島県スクールソーシャルワーカー 大坂 庄司 

第１分科会 「権利擁護」/ 特別講演「子どもの権利条約と子どもの権利擁護」 

  徳島大学の白山靖彦教授による特別講演は、持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現のためには、あらゆ

る資源を活用してまちづくりを行うコミュニティデザインが重要であり、その主体者が社会福祉士であるとい
う内容でした。その後、3名の発表者から実践報告がありました。高知県の田岡優氏は、法人や町村の枠を超え
て障害者就労支援を実践されています。徳島県の住友妃華氏の実践は、本誌5ページを参照してください。愛媛
県の藤村高弘氏の実践は、総合事業を通じて、地域住民の介護予防だけでなく、地域と施設のつながり作りに
発展しています。地域共生社会を実現するために、社会福祉士が主体となっている発表を聞き、いい刺激を受
けました。              鳴門市地域包括支援センター おおあさ  近藤 美紀 

 経営コンサルタントの藤井幹夫氏の「独立型社会福祉士が経済的独立を獲得するために」という演題の講演
を聴いた後、香川県の三瀬誠氏と愛媛県の池井恭久氏と徳島県の和泉芳枝氏が独立型社会福祉士としての実践
報告をされた。三瀬氏は2年前に開業し、高齢者の介護支援や成年後見人活動を行っている。池井氏は2年半前
に開業。介護支援事業と認知症サポートの活動を実施、昨年からは妻と2人体制で経営を行っている。和泉氏は
2001年に有限会社を設立して独立型社会福祉士として開業。現在、高齢者分野や児童分野で幅広く経営を展開
されている。PVを用いた発表を聴いた後、熱心な質疑応答も行われて有意義な研修を受けることができた。 
      徳島県社会福祉士会 秋田 優子 

実行委員長からひと言 ランチセッション 独立型社会福祉士実践セミナー 

 今回の目玉である『ランチセッション』は，6名の実行
委員が取り組みました。お弁当代として600円の実費を
いただくという形で実施し、46名の申込がありました。
お弁当を食べた後に、実行委員でもある橋本正士さんに、
権利擁護とソーシャルワークについてのお話をしていた
だきました。参加者からも活発な意見が出て、初めての
試みは大成功でした。      

徳島県社会福祉士会 長尾 寿美子                                         

第２分科会 「地域支援」/ 特別講演 「SDGs から地域共生社会を紐解くーコミュニティデザインの重要性ー」 

第３分科会 「福祉経営」/ 特別講演 「独立型社会福祉士が経済的独立を獲得するために」 

WS-02「支援力を高めるアドラー心理学の学び方 
 ～勇気と技術のある支援者を目指して～」 

WS-03「福祉実践に向けた行動分析学の基礎」 WS-04「レジデンシャル・ソーシャルワークを学ぼう」 

WS-05「自己覚知から始まるコミュニケーションスキル」 WS-06「明日から使える若手のソリューション」 

 日本アドラー心理学会認定心理療法士としてご活躍の梅崎一
郎先生の講義は、ボディワークなども取り入れ、非常にわかり
やすくアドラー心理学初心者の受講生にも親しみやすい内容で
した。活発な質疑応答あり、楽しく学びを深めることができま
した。 
 
                    ソーシャルサポート清水  清水 智子 

 行動分析学はA先行事象、B行動、C後続事象（結果）のABC分析から、
行動に対する対応方法を検討する心理学の方法である。具体的に観察
できる「行動」に焦点を当てること、本人の行動そのものよりも取り
巻く環境に対する働きかけを重視するといった点が大きな特徴と言え
る。対象者の行動に直接的に働きかける（禁止・強制）よりも環境に
働きかけることによって、対象者の自発的な変化が得られる。福祉現
場で応用するなら、対象者の環境に働きかけて環境を変化させること
によって、対象者の行動を変化（改善）させることができる。 
                       ケアサークルまんまる 橋本 正士 

 レジデンシャル・ソーシャルワークについて、基礎から学ぶ機会
がなかった私にとって、このワークショップは大変意義のあるも
のでした。講義とワークを通して、今の業務がレジデンシャル・
ソーシャルワークのどのような機能を担っているかを振り返ると
ともに、課題にも気づくことができました。これからも現場で社
会福祉士の専門性を発揮できるようレジデンシャル・ソーシャル
ワークへの学びを深めていきたいと思います。                
                  眉山園デイセンター   船戸 まさみ 

 ワークショップ5では、受講者で交互にペアになり相手の第一印
象を発表し合うことで自分がどのように思われているのか、返す
言葉によって相手の気持ちがどのように変化するのかを学ぶこと
ができました。普段何気なく行っているコミュニケーションを座
学と実践を併用することにより深い学びになったと感じています。
自分の行動を細分化することで日々のコミュニケーションを振り
返る良いきっかけとなりました。                    
               医療法人清樹会 清水内科 鴻野  久 

 私が参加した『明日から使える若手のソリューション』は、ソ
リューション・フォーカスト・アプローチ（SFA）の様々な技法を、
ロールプレイングで学ぶことができるとてもためになるワーク
ショップでした。参加者は、カウンセラー、クライエント、観察
者の三役をすることによって、普段は体験することのない“クラ
イエント体験”ができました。この体験をしたことは、参加者に
とって実り多きものになったと思います。                 
                阿南市社会福祉協議会 柏木 郁恵 

 四国内外より多くの皆様にご参加いただきありがとう
ございます。本大会が、演者の素晴らしい発表や参加者
との交流をとおして、今後の実践のための新たな学び・
気づき・洞察を得ることに少しでもお役立ていただけれ
ば幸いです。徳島県社会福祉士会は参加者の皆様が成長
できる場を提供できるよう新しい取り組みにチャレンジ
していきます。 

実行委員長 秋月 卓実 



  認定社会福祉士取得のすゝめ 

認定社会福祉士取得ルート 

 私が認定社会福祉士を取得しようと思ったのは、認定社会福祉士を対象とした研修に参加したいと思ったからです。
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手伝いであったり、同じような疑問に立ち向かっている友人と出会えたことです。よりよい支援者支援を行えるよう
に今後も学びと実践を継続していきたいと思います。 

 

 私は現在、社会福祉協議会で権利擁護の業務に携わっています。今年度で3年目になりますが、日々、権利擁護支援
について考える中で、権利擁護支援とは何か、社会福祉士としてどう支援していくべきかと悩むようになりました。
そこで、基礎研修を受講し、支援のあり方について勉強し直そうと考えました。基礎研修では、社会福祉士としての
倫理綱領および行動指針や権利擁護とは何か、といった支援の根幹を学べたことはもちろんのこと、普段の支援がど
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 認定社会福祉士制度は、社会福祉士としての実践力や専門性を第三者機関 
が審査し、認定する仕組みです。 
 認定社会福祉士を取得することはご自身の社会福祉士としての実践力や専門 
性を確認できます。 
 認定社会福祉士は、高度な知識と卓越した技術を用いて、個別支援や他職種 
との連携、地域福祉の増進を行う能力を有すると認められた社会福祉士です。 

 
 
   

認定社会福祉士とは？ 

★認定社会福祉士を取得して・・・ 

★基礎研修を受講して・・・ 
徳島県社会福祉協議会 藤井 和希 

那賀町地域包括支援センター 湯浅 雅志 
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 新年あけましておめでとうございます。 日頃は、一般社団法人徳島県社会福祉士会の活動にご支援、ご協力を賜り厚くお
礼申しあげます。2019年度の徳島県社会福祉士会は、「地域共生社会の実現をめざして」をテーマに掲げ、昨年11月9・
10日の2日間、第2回ソーシャルワークフォーラム、第10回四国地区社会福祉士合同研修会を開催させていただきました。
初日のワークショップ、市民公開講座、鼎談、2日目の分科会共に、多くの皆様のご参加とご協力をいただき、盛会裏に終え
ることができました。この場をお借りし、重ねて厚くお礼申し上げます。 
 さて、早いもので、1994年徳島県社会福祉士会が発足して25年を迎えました。当時は社会福祉士わずか9名からの出発
でした。その設立総会において、日本社会福祉士会設立宣言を高らかに読み上げ、社会福祉の専門職として、社会福祉の
新しい時代の幕開けと、大きく未来が開かれていくであろうことを実感したのが、昨日のように思い起こされます。あれからもう
25年。当時認知さえされていなかった社会福祉士資格ですが、今ではソーシャルワーク専門職として、全国で41,731名、徳
島県では278名の社会福祉士会の会員が、福祉はもちろん医療、教育、司法等の現場で活躍しております。 
 また、実践力を持った社会福祉士であることを証明する認定社会福祉士の資格取得もすすみ、今では全国で952名、徳
島県でも9名の認定社会福祉士が誕生しており、今後も尚、認定社会福祉士をめざして、基礎研修から始まり、スーパービジ
ョンの受講等単位取得をめざし、研鑽を積んでいるところです。徳島県社会福祉士会の目指すところは、社会福祉士一人一
人がそれぞれの現場で輝いていること、そして、多くの皆様から信頼を寄せられ、ソーシャルワーク専門職としての立場を確
立していくことにあります。 
 最後に、日本社会福祉士会設立宣言の中に、私たちがめざすべき方向性がうたわれておりますので、改めてその一部をご
紹介させていただき、私の年頭のごあいさつとさせていただきます。 
『以下、日本社会福祉士会設立宣言より』 
我々「社会福祉士」は、次のように願う。  
我々は闘う、全ての人々のより良き生活のために。  
我々は憎む、非人間的な社会を。 
我々は愛する、全てのかけがえのない人々を。 
我々は援助する、謙虚な心と精一杯の努力をもって。 
そのために我々は、明るい、さわやかな、実力を持った、柔軟で民主的な専門職集団を結成したいと心より願う。 
 

               
 
 

年頭のご挨拶 

 一般社団法人 徳島県社会福祉士会 会長 和泉 芳枝 
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 私は神山町の地域包括支援センターの社会福祉士です。平成31年3月に社会福祉士国家試験に合格し、平成31
年4月に神山町社会福祉協議会に入り、同時に社会福祉士会へ入会しました。そして6月から地域包括支援セン
ターに出向しています。 
 現在神山町の地域包括支援センターの社会福祉士は私1人で、これまでも社会福祉士がいたのは数年のみで
あったため地域包括支援センターの社会福祉士としての活動は模索中です。分からないことは分かるまで周りの
人に聞いたり、自分で調べるようにしています。柔軟な発想をもち、なんでも尻込みせずに積極的に取り組むよ
う心がけています。また、研修にはできるだけ参加し、知識の幅を広げるとともに関係者との関係作りができる
ようにしています。今後、社会福祉士会の研修等にも参加できればと考えています。 
 私がこの1年仕事をして感じていることは、地域の人の存在の大きさと顔の見える関係の大切さです。神山町
は顔の見える関係が構築されており、地域で何か異変があると地域包括支援センターへ連絡をしてもらうよう周
知しているためすぐに対応できる体制ができています。地域の関係機関とも距離感が近く、民生委員さんとの良
好な関係性があり、よりスムーズな対応ができます。1つの組織内ではなく地域で取り組むことが、課題の早期
解決・住みやすい地域づくりのために大事だと考えています。また、地域の方と話をする中で、私の方（支援者
側）が支えられていると思うことがあります。「あんたの講演会の話、良かったでよ、頑張りよ」「おまはんみ
たいな子が来てくれたら嬉しいなぁ、ありがとう」このような言葉が嬉しくて幸せで、私の心も耕されていると
感じます。もちろん悔しいことや大変なこともありますが、全部が自分の肥やしだと信じて、これからも様々な
ことに挑戦し、取り組んでいきます。最後に、まだまだスタートラインに立ったばかりの私ではありますが、よ
り良いソーシャルワークができるよう、努力してまいりたいと思います！ 
 

 

 

「社会福祉士のスタートラインに立って 」 

神山町地域包括支援センター（出向） 住友 妃華 

頭 所 感 



  いつもお世話になっております。様々な情勢変化等があり、社会福祉士としての在り方が問われている昨今であるかと
思います。変わらない本質は必要ですが、常に自己研鑽を行い、成長していかなければソーシャルワーク（相談援助）を
行うことはできません。今回、ホームページのリニューアルに加え、「社会福祉士会だより」も紙面をリニューアルいたしまし
た。徳島県社会福祉士会は今年度も会長を筆頭に、各委員会が信頼回復のための活動を行いました。巻頭のソーシャ
ルワークフォーラムもその一環です。これまでいただきました皆様のご支援とご協力に感謝申し上げるとともに今後の社会
福祉士会活動について温かく見守っていただきますよう、お願いいたします。（総務・広報委員会 藤井宏行） 
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 社会福祉士の領域は幅広く、活躍されている場も異なります。それぞれの分野の第一線で活躍されている専門職の
方から実践報告を頂きました。他の分野を知ることにより、自分の担当分野のヒントが見つかるかもしれません。 

Social working  report 

スクールソーシャルワーカー活用事業3年目を終えて 

徳島県スクールソーシャルワーカー協会 会長 笹賀和男 
 不登校、暴力行為、いじめ、児童虐待、子どもの貧困などが社会問題化し児童生徒や家庭を取り巻く環境が非常に厳しく
なって久しい。このような中、徳島県にスクールソーシャルワーカー（以下SSW）活用事業が平成29年4月より導入された。
任用は社会福祉士及び精神保健福祉士の有資格者の中から任用されている。平成29年度は8名、30年度は12名、令和元年度は
16名と確実に増員されてきている。勤務は週1日6時間で年間252時間以内である。そのような時間では、充分に支援できない
というのが実感であるが、導入されていなかったことを思えば大きな前進であると思う。今まで児童相談の中核機関が児童相
談所や発達障害者支援センター、教育諸機関等であったことを思うとこの制度の導入は非常に大きいと思う。潜在化していた
ニーズが制度導入により顕在化してきた。これは、関係諸機関に今までつながらず孤立していた児童生徒や保護者のみならず
学校や関係諸機関にとっても大きな資源になったと思われる。SSWの職務は                        
１ 問題を抱える児童生徒が置かれた環境への働きかけ           
２ 関係機関とのネットワークの構築                   
３ 学校内におけるチーム体制の構築・支援                 
４ 保護者、教職員に対する支援・相談・情報交換               
５ 教職員等に対する研修活動                           
が主な職務である。導入初年度（平成29年）に徳島県SSW協会を設立した。設立により組織的な対応ができ、均一・同質・一
貫・継続的な切れ目のない支援ができるようになった。この事を生かし、SSWの増員、SSWの常勤化、県内全中学校配置を目
指し、孤立している児童生徒や家庭を支援していきたい。 

高齢者の方が住み慣れた地域で暮らし続けるために 

白寿会在宅介護支援センター  佐藤 禎太 

 当センターを母体とする社会福祉法人白寿会は大正5年に大正天皇の御即位記念事業として、徳島市「丈六寺」境内
に篤志仏教者が阿波養老院を設立したのを起点として、4年前に創立100周年を迎えました。 
 現在は、一級河川吉野川沿いの徳島市住吉に移転し大変見晴らしの良い立地環境に恵まれている場所にあります。
長い歴史の中、社会環境も急速に変化しており、福祉の分野でも効率性が求められる社会福祉基礎構造改革が進めら
れています。高齢者を取り巻く制度も大きく変化し様々な課題があるなか、平成2年に白寿会在宅介護支援センター
を開設して以降、高齢者が住み慣れた地域の中で安心して過ごせるよう法人理念である「話し合い」「信じ合い」
「扶けあい」を念頭に置き、支援をさせて頂いております。また地域住民と地域福祉の関係づくりを目的に、施設内
にある地域交流ホームにて家族介護教室・いきいき百歳体操・防災勉強会等を定期的に開催し、介護予防活動の地域
展開・地域住民間や職員との情報共有やコミュニケーションの向上・施設の可視化を図っております。また地域貢献
として青色パトロール巡回を定期的に実施する等、防犯活動にも力を入れております。今後も当センターでは地域の
一員として、支援の必要な方が安心して暮らすことができるよう、医療と介護の連携会議や事業所内外での事例検討
会開催、地域民生委員・保険者・地域包括支援センター等との連携を今後も積極的に図り、地域包括ケアの構築・地
域ニーズの把握・様々なケースに柔軟に対応できるよう各社会福祉士のスキルアップに努めていきたいと考えており
ます。 

司法と福祉の橋渡しを目指して 
徳島県地域生活定着支援センター 津舟 しのぶ 

 私は、徳島県地域生活定着支援センターで専門相談支援員として受刑者・刑余者支援に携わっております。刑務
所などの矯正施設入所者の中には、必要とする福祉の支援を受けてこなかった、あるいは受けられなかった高齢者
や障がい者、また、帰住先を確保できないまま矯正施設を退所する高齢者や障がい者が数多く存在していることが
指摘されています。このような矯正施設退所者に矯正施設入所中から必要な調整を行い、矯正施設退所後、確実に
支援が受けられるよう、平成21年度、厚生労働省により「地域生活定着支援事業」（平成24年度に事業名が「地
域生活定着促進事業」に改称）が開始され、平成23年度末に「地域生活定着支援センター」が47都道府県に設置
されました。地域生活定着支援センターには矯正施設と社会を繋ぐ「司法と福祉の橋渡し」の役目が求められてお
り、司法との連携による社会復帰を目指し保護観察所と協働しています。 
 平成28年に成立した「再犯防止推進法」では、地域生活定着支援センターの位置づけについて、矯正施設退所
に関わる支援のみでなく、地域社会に貢献していく役目にも言及されました。これは、認知症や知的障がい者の犯
罪特徴が比較的軽微な犯罪で短期刑の複数回受刑である「回転ドア現象」であり、改めて福祉的支援の必要性が認
識されたことによります。退所後、地域に定着し再犯をせずに生活していくためには、適切な帰住先確保と支援者
の存在が必要となります。このような生活環境調整を地域生活定着支援センターが担うことは勿論のこと、地域で
のネットワーク構築や社会資源の開発等を今後の課題として取り組んでまいりたいと思います。 



各委員会より 新 年 抱 負 今年も８つの委員会が活動を予定しています。会員、
非会員、学生さんの活動の一助になれば幸いです。 

権利擁護センターぱあとなあ徳島 国家資格等取得支援委員会 

地域ケア推進委員会 相談活動委員会 

こども家庭福祉委員会 生涯研修センター 

総務・広報委員会 災害対策委員会 

 国家資格等取得支援委員会では、社会福祉士および精
神保健福祉士の国家試験対策として全国統一試験を開
催します。又受験生支援として、各科目別に国家試験対策
講座を開講いたしました。講師陣は、各教育機関から専門
講師を招き、また現場経験の豊富なベテラン社会福祉士
から直接指導を受けることのできる講座を行い、「全員合
格！」を目指して支援して参ります。当委員会は、互いに
励まし合いながら厳しい国家試験に立ち向かっていくとい
う共通目標を応援します。 
 
        （委員長 福川 啓代） 

 権利擁護センターぱあとなあ徳島では、成年後見人養
成研修を修了した会員が専門性を活かして行う後見活動
への支援、権利擁護及び成年後見制度に関する広報啓
発・相談活動、行政・専門職団体・社会福祉協議会等の関
係機関との連携による地域連携ネットワークの構築に向け
た取り組み等を行っています。 
 今後ますます成年後見制度の利用ニーズは高まり国の
施策も進められるなかで、本人らしい生活と人生を支える
権利擁護支援を地域で実践し続けるため、ぱあとなあ徳
島の機能強化や会員のスキルアップに努め、取り組みを
深化させていきたいと思います。 
       （委員長職務代理  西條 志野） 

 地域ケア推進委員会では、各分野の地域で活動してい
る社会福祉士などを支援するために、スキルアップ向上に
向けた研修会・ネットワークの構築などの企画運営を行っ
ております。地域ケア推進には多様なネットワーク構築が
重要です。 
  本委員会では、県、県社協、県介護支援専門員協会と連
携し地域包括ケア研修を圏域ごとに毎年開催しておりま
す。また地域ケア推進に伴う個別の相談対応も行っており
ますので、お気軽に県社会福祉士会事務局までご連絡く
ださい。 
     （委員長 藤井 宏行） 

 相談活動委員会では、様々な分野で活躍する社会福祉
士からその分野の実践を学ぶ「ソーシャルワーク実践学習
会」を定期的に開催しております。最初に実践報告してい
ただき、その後はディスカッションを行っています。 
  初めて参加された方とも、ざっくばらんに感じたことを感
じたように語り合うような雰囲気で和気藹々としておりま
す。 
 会員でなくても社会福祉士でなくても興味のある方はど
なたでも参加できますので、本会ホームページ等でご確
認ください。皆様のご参加心よりお待ちしております。 
               （委員長 湯浅 雅志） 

 謹んで新春のお慶びを申し上げます。 
 今、児童虐待やいじめ、不登校等こどもが抱える諸問題
に取り組む専門職が求められています。こども家庭福祉
委員会では、徳島県スクールソーシャルワーカー協会と連
携しSSW、ＳＳＷを希望する社会福祉士、こども家庭分野
に関心のある会員に対し、月1回程度、委員会を開催し、こ
どもと家庭を支援できる専門知識や援助力を習得するた
めの研修・事例研究等を行っています。興味のある方は是
非参加してみてください。一緒に学びを深めましょう。 
 
    （委員長 澤田 満美） 

 生涯研修センターでは、社会福祉士の専門性と質の向
上を目指し、日本社会福祉士会の生涯研修制度に沿って
基礎研修を運営しています。基礎研修を終えた会員には
認定社会福祉士取得に向けた対応やスーパービジョンの
支援などの活動も行っております。 
  また、会員自身の専門分野だけでなく、他機関や他県社
会福祉士会との連携を推進し会員の皆様の知識向上、
キャリアアップを支援しております。 
 
 

（委員長 清水 智子） 

 新年あけましておめでとうございます。 
 今年度は、災害対策委員会の立ち上げならびに定例総
会が滞りなく実施できるようその責務を果たすとともに、
総務として県士会の基盤を固めていきます。また、広報活
動として各種事業や委員会の取材を行い、ホームページ
やＳＮＳの活用ならびに広報誌（社会福祉士会だより）の
発行をとおして県士会の活動や情報を広く発信していきま
す。県士会の活動意義や魅力を広めます。メンバー一丸と
なって楽しく協力しあえる委員会活動を目指していきます。
一年間よろしくお願いします。 
      (委員長 秋月 卓実)  

 災害対策委員会は、令和2年4月発足予定の新しい委
員会です。はじめに、徳島県社会福祉士会の災害対応ガ
イドライン等の策定など、活動のベース作りを行います。徳
島県社会福祉士会は徳島県災害派遣福祉チームの派遣
に関する基本協定を締結し、県内の各施設等関係団体及
び職能団体と支援ネットワークを構築する予定です。それ
ぞれが専門性を発揮し協働して被災者支援ができるよう、
委員会では、支援者登録の募集、研修等の実施などバッ
クアップしますので、多くのご参加、ご協力、よろしくお願
いします。 
   （副委員長  鎌田  敬） 
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福祉士会活動について温かく見守っていただきますよう、お願いいたします。（総務・広報委員会 藤井宏行） 
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第２８回  日本社会福祉士会全国大会・ 
社会福祉士学会（高知大会） 

  
一般社団法人 高知県社会福祉士会 会長 徳弘博国 

 

 徳島県社会福祉士会の皆さま、新年明けましておめでとうございます。 
 昨年11月の四国地区合同研修会（ＳＷフォーラムとくしま2019）では本当に
お世話になりました。充実したプログラムに多くの刺激を受けるとともに、徳島
県士会の団結力の強さを肌で感じました。 
 さて、ご案内のとおり本年6月、高知県高知市において第28回日本社会福
祉士会全国大会を開催する運びとなりました。 
 高知の会員数はわずか230名と全国最小規模です。はっきり言って無謀な
挑戦…💦ですが、会員個々の持てる力を結集し、心から満足していただける

大会に必ずします！ 
 １日目の基調講演には、障害福祉分野を中心に八面六臂のご活躍をされ
ている戸枝陽基氏、2日目の記念講演には、東京五輪のメイン会場“新国立
競技場”を設計された隈研吾氏をお招きします。 
 懇親会では、他所では口にできない酒と肴を、これでもか！と振舞わせてい
ただきます。 徳島県士会の皆さま、高知で全国大会ですよ！高速でピュッで
すよ！笑。お誘いあわせのうえ、一人でも多くの皆さまのご参加を心よりお待ち
申し上げます。 
      

 全国大会に向けて、研究発表研修会を開催しました。 
  

  高知県で開催される全国大会に向けて、隣県である徳島県社会福祉士
会は、参加するだけではなく日頃の実践を振り返り研究発表にチャレンジし
ていただければと考え、徳島県鳴門病院・医療福祉相談室／ 徳島県医療
ソーシャルワーカー協会会長の郡 章人氏を迎えて、｢ソーシャルワーク実践
研究の意義と方法～日本社会福祉士学会への発表を目指して～｣を開催
致しました。実践研究する意義から実践研究を成功させるコツや研究計画
の立て方、学会発表の楽しさまでを分かりやすく教授していただきました。 
 

 全国大会（高知）分科会発表の募集  

 分科会は、都道府県社会福祉士会会員に
よる社会福祉実践と理論の研究発表の場と
なっています。本県においても社会福祉士とし
ての実践をされている会員からの発表をお待
ちしています。募集期間は、2019年12月2日
～2020年2月25日となっています。 
 
<主旨>  
「あなたと歩む、ともに築く」今回の大会テーマ
には平成が終わったいま改めてソーシャルワー
カーとしての原点を見つめ直そうという思いを
込めています。目の前のクライエント一人ひとり
に寄り添いながら、社会を変革して築いていく
ための理論と実践を共有しましょう                     
 
 
                       

 新しい年号「令和」が発表され一年が過ぎようとしています。万葉集より「明日への希望と共に、日本人一人ひとりが
大きな花を咲かせる」という願いを込めた文字が選ばれ国民の幸福を願っている様子が伺えます。徳島県社会福祉
士会においては気持ち新たに活動を行ってまいりました。今後においても自己研鑽を行い時代の流れに沿った活動を
行ってゆかなければならないと感じております。また昨年は自然災害に見舞われた年でありました。多くの方の生活イ
ンフラが断たれ不便な状況は今も変わりません。自然の力は人類の文明をいとも簡単に奪ってしまいます。高度文明
の維持の限界を感じさせる昨今の災害、ソーシャルワーカーとして考えさせられる一年となりました。今後も社会に貢
献できるよう尽力してまいりますので、どうぞよろしくお願い致します。  （総務・広報委員会 鴻野 久） 
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