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《７月理事会の様子》 

 

 

 

 

 

第２２号 

理事体制につきましては、前回より引き続き選任された方を中心に、初めて理事になられた方を加

え、１５名体制となっております。 

上地会長を中心に、理事一同、今後、会の発展に尽力していく所存でございますので、どうぞ宜し

くお願いいたします。 

また、会員の皆様方におかれましては、各方面にてご支援を依頼することもあると思いますが、何

卒ご協力の程、宜しくお願いいたします。 

第１３回定時総会（６月２８日）において任期満了にともなう理事の改選が行われました。次期理事

（任期２年）が選任されました。 

委員会構成と各委員長、副委員長につきましては、上記の通りです。 

どの委員会につきましても、ご協力頂ける会員を募っておりますので、ご興味・ご

関心のある委員会がございましたら、事務局までご一報下さい。 
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【事務局】〒770-0943 徳島県徳島市中昭和町１丁目 2 番地     TEL 088-678-8041 

     E-mail：info-tokushima@tacsw.jp http:www.tacsw.jp/  FAX 088-678-8042 
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役　職 氏　　名

会　長 上地　幸博

副会長 和泉　芳枝

副会長 多田　　祐

理　事 藤井　宏行

理　事 坂尾　昇二

理　事 大西　澄洋

理　事 北條　誠一

理　事 大下　直樹

理　事 中山　裕章

理　事 團　　雅之

理　事 湯浅　雅志

理　事 秋月　卓実

理　事 福川　啓代

理　事 西條　志野

理　事 大溝　邦子

監　事 松野　一郎

監　事 堤　　美代子

徳島県社会福祉協議会

医療法人　清樹会　　　　清水内科

阿南市社会福祉協議会

那賀町地域包括支援センター

愛育会　地域生活総合支援センター

特定非営利法人　山の薬剤師たち

徳島県社会福祉士会事務局

(株)綜合医療

ほななほーむ

(社)カリヨン れもん生活支援センター

(社)四国大学福祉会

介護老人施設　しょうか苑

養護老人ホーム　松寿園
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徳島県民間福祉施設職員共済会
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ぱあとなあ徳島
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福川啓代 大溝邦子

地域ケア推進 こども家庭福祉
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多田　祐
岩城由幸
大溝邦子
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当会では、今年６月から徳島県より事業委託を受け、「ほなな・ほーむ」、「はばたき学習ステップ
アップ事業」の２事業を行っております。 
各事業につきまして、運営会員よりメッセージを頂いております。 

生活困窮者自立支援法に基づく事業であ
り、中学校３年生の①生活保護(準要保護含)
家庭、②ひとり親家庭、③学校側が必要と
判断する生徒を対象に、学習教室（週１，
２回程度）を開催することにより、教育面
でのサポートを行う。板野郡にて実施。 

「児童養護施設退所者等が気軽に立ち寄れる居場所、仲間との交流の

場」となる拠点として開所。 

就労や進学をはじめ生活全般にわたる相談や情報提供、仲間づくりの

機会などを提供することにより、安心、安定した生活継続の支援を目

指す。 

「ほなな・ほーむ」と「社会的養護」  

－－－社会資源としての社会福祉士(会)の社会的責任として          坂尾昇二 

家庭の事情などで養育を受けられない子どもは、児童相談所を経由して児童養護施設や里親さんなどに

「措置」されます。子どもはそれによって、「社会的な自立」に向け、人生を新しく歩み始めることになり

ます。こういった制度に基づく公的支援は「社会的養護」と言われており、Web で検索すると厚生労働省

資料で様々な情報が得られます。ただ、施設などからの退所後の生活実態を立体的に捉えたデータは不十

分と言わざるを得ず、それ自体が子ども達の「アフターケア」の内実を規定しているように思われます。 

■垣間見える厳しい生活 －－－進学 就職 そして「社会的孤立」  

例えば、厚生労働省データによると高校を卒業したら、進学就職などの岐路に直面しますが、大学進学

率は全体の 12%程度で、全高卒者の 53%と比べると随分と見劣りがします。しかし、なぜ進学率が低く

なってしまうのかについては実態に即した踏み込んだ分析がなされているとは残念ながら言うことがで

きません。 

就職においても然り。2010 年、東京都が児童養護施設退所後 10 年までの者に行った調査では、退所後

に働いているのは約 8 割(在学者除く)。その中で正社員は男性で 57％、女性では 34％。しかもこのデー

タは、退所後も児童養護施設と繋がりのある人たちから得たものです。この調査は 3920 人を対象に行わ

れたものですが、連絡先が把握できていたのは 1778 人(45%)でした。不明者のすべてを「社会的孤立者」

と呼ぶのは間違いだとしてもこの人たちも含めた調査を行えば出てくる数値はさらに低位になると思わ

れます。また、この時の調査で学歴の高いものほど正社員率が高いことが明らかになっています。中卒

29.7%、高卒 46.5%、大卒 75%というように。 

■ネットワーク力を総動員する取組に 

今回受託の「アフターケア事業」にはこういった背景があり、また「子どもの貧困」を表象する問題だ

という認識ができたならば、社会資源としての徳島県社会福祉士会がその持てる能力を総動員して取り組

むべき課題であることは自明のものです。 

官民社会福祉の様々の現場、教育、医療、労働、各福祉施設、後見、民生委員などで相談業務を中心に

活動している当会所属の社会福祉士及び当会未加入の社会福祉士に対し、あらためてこの事業への参加協

力を強く要請いたします。今回の実践は、当会及び社会福祉関係者のネットワーク力の内実が問われるも

のであり、今後当会が取り組む社会貢献活動(社会的責任)の試金石になるものであり、さらには私達自身

の存在理由を自らに問うものだと考えるからです。最後になりましたが、徳島県など公的セクター及び関

係各位については今後ともご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

場所 徳島市寺島本町西 2 丁目 32-1 三谷ビル 1 階 
℡等 088-635-5235 honana@ma.pikara.ne.jp 
開所 月・火・水・木 13:00～19:00        
 土・日・祝日 10:00～19:00        

 徳島県はばたき学習ステップアップ事業活動報告について                白草 千鶴 

 平成 27 年度４月に施行された生活困窮者自立支援制度の学習支援の一環として、平成 27 年 6 月から

板野郡内の６中学校で徳島県はばたき学習ステップアップ事業がスタートしました。徳島県地域福祉課を

主体とし、町教育委員会、東部保健福祉局の協力を受け、徳島県社会福祉士会に委託された事業です。子
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☆講師・運営委員のご依頼 

基礎研修は会員にとっては必須となってくる重要な研修であり、今後も継続的に実施予定です。た

だ、講師や運営に携わる人員が少ないのが現状であり、関わって頂ける方を求めております。学校関

係者等で講師を引き受けて頂ける方、また会員、会員外で運営のお手伝いをして頂ける方がいらっし

ゃいましたら、ぜひとも事務局までご連絡下さい。 

今年度も基礎研修Ⅰ～Ⅲ（社会福祉士として必要な基礎知識を３年間かけて行っていく入り口の研

修）を実施しております。 

基礎研修Ⅰにつきましては、９月より（集合研修は１０月）、基礎研修Ⅱは７月より、Ⅲは６月よりそ

れぞれ開始し、Ⅰは 16名、Ⅱは３名、Ⅲは２名（年度を繰り越しての受講生が他に２名）が受講され、

『認定社会福祉士』を目指し、研修に励んでおられます。受講生のモチベーションは高く、研修を通じて

受講生同士の交流も盛んに行われております。 

《基礎研修Ⅱの様子》 《基礎研修Ⅲの様子》 

どもの貧困率は 6 人に 1 人と言われ、その中でも、ひとり親世帯は 50％を超えています。また、生活保

護世帯の子どもの高校進学率は全体進学率と比べて 10％以上低いとされています。「貧困の連鎖」を防

止することが喫緊の課題であり、困難を抱えた子どもたちの学習することへの前向きな姿勢を応援する

ことがこの事業の目的です。 

生活困窮等の常況にあり学力の低い中学３年生の希望者を対象に、社会福祉士会が委託した私塾講師が

週２回（２時間程度）の学習指導を実施しています。学習教室は、学校、公民館、塾施設などそれぞれの

地域に適した場所を活用しています。生徒２人に講師１人の少人数制で進度別の個別支援を行うことに

より、実力テスト、定期テストでほとんどの生徒が得点を上げるといった効果がみられています。生徒

が学習教室に参加する意欲をみせ、「分かる」ことの喜びを持たせることにより、各自が高校受験を前向

きに捉えるよい機会になると感じています。 

私たち社会福祉士の役割は、この事業のコーディネートを行います。主に、学習教室の日程調整、学校と

講師間の関係調整、生徒の福祉的な課題への対応等といったものです。時には、指導内容のズレを防ぎ、

生徒の不安を取り除くために生徒の学力分析も行っています。 

これまで、貧困のため学習支援が受けられなかった生徒が、学習教室への通学をきっかけに、学習にし

っかり取り組んでいます。その努力が成功体験（学力の向上、保護者や教師の評価、希望する高校への進

学など）につながり、自己効力感を育むことで、将来への自立を促していくことになると実感していま

す。そのためにも、生徒とのコミュニケーションを大切にし、生徒が発するメッセージを受け取り、ま

た、その背景に見える困難や不安をカバーしていくことも、私たちコーディネータの大切な役割です。 

将来的に、この事業が各地域で取り組まれることとなると、コーディネータの数が不足することが予

想されます。私たち社会福祉士会が委託を受けている事業であることからも、さらなる支援者が必要で

す。学校とは違う立場で子どもたちを理解し、また、学校への理解、協力を示すことで様々な角度から生

徒への支援を行う者として、多くの会員の皆様にもご支援ご協力を賜りたく存じます。そして、何より

も生徒たちと共に喜びを共有することのできる素晴らしい事業であることをご理解頂ければと思い、事

業報告とさせて頂きます。 
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《報告会、講演会の様子》 

ソーシャルワーカーである社会福祉士と

精神保健福祉士などの役割や取り組みを

知っていただく日として、社会福祉関係

の全国団体（17 団体）で構成する「ソ

ーシャルケアサービス従事者研究協議

会」が 2009年から毎年、国民の祝日で

ある「海の日」をわが国のソーシャルワ

ーカーデー（Social WorKer’s Day）と

定めています。 

○2015(平成 27)年 7月 18日(土) 
夏のある日。ある会員さんより「交流会しましょう」とのこ

とで、急きょ決まった交流会。 
『ＢＢＱビアガーデン プレール』にて開催させて頂きまし
た。 
とりあえず人集めを…とのことで、知り合いに声かけ、また

お誘いをお願いしながら、会員、会員外の方に参加して頂き、
交流会も大変盛り上がりました。仕事関係の会話から日常の
会話まで話題は色々とあり、関係に広がり、またより深めるこ
とが出来た夜でした。 
この後、２次会としてカラオケに行かれた参加者も多くい

ました。 

○2015(平成 27)年 7月 20日(月) 
ソーシャルワーカーデーの取り組みとして、例年通り徳島県医療ソーシャルワーカー協会、徳島県精神

保健福祉士協会と共同し、活動報告会、講演会また無料相談会を行っております。 
今年度は、講師に鶴身孝介氏（京都大学大学院医学研究科 脳病態生理学講座 精神医学教室）、吉田精

次氏（藍里病院 副院長）をお招きし、『ギャンブル依存症』についての講演を行っております。『依存症』
に関することで、一般の方が多く参加されており、大盛況でした。 
講演に先立って、各職能団体より活動報告を行い、当会からは多田祐事務局長が、その活動における概

要説明、具体例として、ほなな・ほーむ、はばたき学習ステップアップ事業について報告されております。 

 

 

いつもお世話になっております。 

今年こそは年２回発行と思い、１０月発行を気持ちの上では目指しましたが、やはりあれもこれも

…で後回し（笑）。ただ、なんとか冬になる前には発行できましたので、頑張って年度末にもう１号

とは考えております。原稿依頼を受けた会員さんはぜひともご協力お願いいたします。 

また会員外の方も何かご意見等ございましたらご一報下さい。       （Ｎ） 

《交流会の様子》 

《報告会、講演会の様子》 


