平成３１（令和元）年度一般社団法人群馬県社会福祉士会事業報告
１．定時社員総会
期日
第２２回
定時社員総会
令和元年

内容
１．平成３０年度一般社団法人群馬県社会福祉士会事業報告について
２．平成３０年度一般社団法人群馬県社会福祉士会決算について
監査報告について

６月８日
第２３回
定時社員総会

１．令和２年度一般社団法人群馬県社会福祉士会事業計画について
２．平成２年度一般社団法人群馬県社会福祉士会予算について

令和２年
３月１４日

２．理事会
期日

内容

出席者

１.平成３０年度群馬県障害者虐待防止専門研修事業に関わる委託
料の確定について
２.平成３０年度群馬県障害者権利擁護センター運営事業実績報告
書の提出について
平成３１年
４月１５日

３.平成 31 年度群馬県障害者権利擁護センター運営事業委託見積
もりについて
４.「医療介護連携フェステバル in 高崎」後援及び参加協力につい

１４人
（委任２）

て
５.群馬県多職種連携推進協議会への推薦並びに協議会出席につい
て
６. ６月期総会について
１．平成３０年度一般社団法人群馬県社会福祉士会事業報告につ
いて
平成３１年
５月２０日

２．平成３０年度一般社団法人群馬県社会福祉士会決算および監
査報告について

１４人
（委任２）

３．群馬県地域生活定着センター運営推進委員会の推薦および会議
出席について
１．ぱあとなあ群馬規約変更について（案）
令和元年
６月１７日

２．一般社団法人群馬県社会福祉士会事務局、電子機器更新につ
いて また情報保護強化対応

１４人
（委任３）

３．一般社団法人群馬県社会福祉士会特定個人情報保護規定（案）
令和元年
７月１６日

１．群馬県社会福祉審議会委員の推薦について
２．一般社団法人群馬県社会福祉士会、電子機器更新、ネットワー
ク化複合機の導入について

１４人
（委任２）

１．前橋市社会福祉協議会

成年後見制度利用促進事業に関わる

専門職相談業務委（託案）について
２．平成３０年度事業報告書及び平成３０年度財務諸表、ホーム
令和元年
９月１７日

ページ掲載について
３．令和元年度基礎研修講師養成研修への推薦について
４．中・長期計画策定ワーキンググループからの報告及び協議事項

１４人
（委任４）

５．「群馬県要保護児童対策地域協議会」（群馬県こども未来部）
委員推薦について
令和元年
１０月１５日

１．令和元年度有料老人ホーム等における虐待防止研修（専門家派
遣）
（案）について
２．令和元年度 群馬県社会福祉大会開催の出席者について

１４人
（委任４）

１．ICTを活用したe‐ランニングシステムの負担金に伴う覚書に
令和元年
１１月１８日

ついて
２．成年後見促進事業、市町村相談員派遣事業について

１２人
（委任２）

３．生涯研修制度関連事項調査票について
１．令和元年度成年後見関係団体情報交換会について
２．高崎市障害者自立支援判定審議会委員の推薦について
３．成年後見促進法に基づく市町村等の要請についての社会福祉
令和元年
１２月１６日

士会の対応について
４．群馬県社会福祉士会地区協議会、各委員会の事業計画について

１４人
（委任３）

の予算額精査について
５．中・長期計画策定に伴うワーキンググループ、スケジュール（案）
１．群馬県社会福祉士会 船津敦子元会長 ご遺族による寄付申し
入れ
２．令和元年度群馬県犯罪被害者等支援連絡協議会及び群馬県犯罪
被害者等支援推進会議の開催について
３．令和元年度群馬県障害者虐待防止ネットワーク会議開催につい
令和２年
１月２０日

て
４．一般社団法人群馬県社会福祉士会第２３回総会について

１４人
（委任２）

５．生涯研修センター運営について
令和２年度以降の基礎研修受講費改定（案）
６．令和２年群馬県社会福祉協議会福祉振興基金補助事業申請に
ついて
事業名：成年後見制度利用のための成年後見出前講座
１．第２３回 総会について
令和２年
２月１７日

２．「第２回医療介護連携フェステバルin高崎」開催について
３．成年後見制度利用促進法に関する法律に基づく中核機関設置
に向けた県内市町村からの今後の委員推薦依頼について
４．令和元年度第２回関東甲信越ブロック社会福祉士会連絡協議

１４人
（委任２）

会（報告）
令和２年
３月９日

１．総会に伴う臨時役員会
２．群馬県障害者権利擁護センター会長選任について
３．群馬県社会福祉士会運営に関する会員アンケートについて

１４人
（委任 1）

３．講演会・説明会等
会議名

期日・内容
日時：令和元年６月８日

研修会

会場：群馬県社会福祉総合センター
内容：「児童虐待の現状と今後」
講

師：群馬県中央児童相談所 所長 栗原 真由美 氏

日時：令和元年７月１４日（日）１３：００～１６：１５
会場：群馬県社会福祉総合センター８階 大ホール
内容：
＜第１部 講演会＞
テーマ 『外国人支援とソーシャルワーク』
―自立と共生の視点からのアプローチ―
ソーシャルワーカ

講師 文教大学人間科学部

教授 森恭子氏

ーデー２０１９

＜第２部 実践報告＞

in 群馬

発表者 長澤正隆氏（北関東医療相談会）
青木優一氏（群馬大学医学部附属病院）
＜第３部 シンポジウム＞
座長

山﨑啓司氏（東京福祉大学）

コメンテーター 森恭子氏（文教大学人間科学部）
シンポジスト

長澤正隆氏（北関東医療相談会）
青木優一氏（群馬大学医学部附属病院）

４．広域の会議等
会議名

期日・内容

出席者

日時：令和元年６月１５日
会場：鉄鋼会館
協議事項：
第１回関東甲信越
ブロック連絡協議
会

関ブロ社士会連絡協議会の２０１９年度負担金について
入会促進への取り組み
会に所属するメリットをどのように伝えるのか
各会での事務局体制の現況 人員、勤務形態、給与基準等と課題
基礎研修以外の研修の実施について（山梨）
情報交換：
受託事業の受託の方向性と独自事業の展開（東京）

１人

e ラーニングの費用負担及び基礎研修過程の導入について
会員に対する苦情への対応方法について（新潟）
その他
日時：令和２年２月１５日
会場：メルパルク長野
協議事項：
会としてのリスク管理体制の現状・課題
第２回関東甲信越

施策や社会的課題に対する提言・意見の発出の現状と検討体制

ブロック連絡協議

法人の運営組織について

会

移管研修の実施について

１人

事務局体制について
生涯研修センター協議会担当県について
報

告

そ の 他
日時：令和元年５月１１日
会場：東京社会福祉士会事務局
第１１回関東甲信
越ブロック社会福
祉士会災害連携会
議

議題：東京社会福祉士会の紹介と災害時の対応
出席者自己紹介と各県士会の活動報告
日本社会福祉士会における 2018 年度支援活動報告と 2019

１人

年度の予定について
各県士会の災害時協定案についての意見
サイボウズに代わる連絡体制について
その他

５．委員会・事業・地区協議会
（１）総務委員会
平成３１年度は活動なし

（２）広報委員会
ニュース９７号

日時：平成３１年４月２６日

印刷・発送作業

会場：群馬県社会福祉士会事務局

ニュース９８号

日時：令和元年６月２８日

編集会議

会場：群馬県社会福祉士会事務局

ニュース９８号

日時：令和元年８月１日

印刷・発送作業

会場：群馬県社会福祉士会事務局

ニュース９９号

日時：令和元年１１月７日

編集会議

会場：群馬県社会福祉士会事務局

ニュース９９号

日時：令和元年１２月１０日

印刷・発送作業

会場：群馬県社会福祉士会事務局

４人
４人
４人
４人
４人

ニュース１００号

日時：令和２年２月２５日

編集会議

会場：群馬県社会福祉士会事務局

ニュース１００号

日時：令和２年３月３１日

印刷・発送作業

会場：群馬県社会福祉士会事務局

４人
４人

（３）生涯研修センター

基礎研修Ⅰ

日時： 令和元年９月７日～令和２年１月１１日（全２回）

受講者：

会場：群馬県社会福祉総合センター

４６人

内容：社会福祉士としての自覚を促すとともに、実践の基礎となる

修了者：

価値・知識・技術について理解することを目的とする。

３５人

詳細は基礎研修Ⅰカリキュラム参照

*内１名非会員

日時：令和元年５月１８日～令和２年１月２５日（全９回）
会場：群馬県社会福祉総合センター
内容：社会福祉士として共通に必要な価値・知識・技術について学
ぶことを目的とする。
基礎研修Ⅱ

社会福祉士として、倫理綱領や行動規範を踏まえた実践の理
解や共通基盤について理解を深め、実践との関係を知るこ
と。社会福祉援助の展開過程を知り、それを踏まえた実践が

受講者：
２４人
修了者：
１９人
*内１名非会員

できること。スーパービジョンについて学ぶことを到達点と
してプログラムされた研修。
詳細は基礎研修Ⅱカリキュラム参照
日時：令和元年５月１１日～令和２年２月１５日（全１０回）
会場：群馬県社会福祉総合センター
内容：社会福祉士として共通に必要な価値・知識・技術を踏まえた、
実践の展開過程を学ぶことを目的とする。
基礎研修Ⅲ

社会福祉士として、権利擁護実践の基礎を理解、ソーシャル
ワーク理論を踏まえた援助システムの理解、地域福祉システ
ムと実践の関係の理解、事例研究の基礎の理解、スーパービ

受講者：
２２人
修了者：
１９人

ジョンの体験を到達点としてプログラムされた研修。
詳細は基礎研修Ⅲカリキュラム参照
日時：平成３１年４月２４日１９時～２１時
会場：群馬県社会福祉総合センター２０３Ｂ会議室
第１回運営会議

内容：生涯研修センターの年間予定及び体制について
基礎研修について

１２人

スーパービジョンについて
２０１９年度全国生涯研修委員について
日時：令和元年６月２２日１９時～２１時
第２回運営会議

会場：群馬県社会福祉士会事務局
内容：基礎研修運営上の過外について
基礎研修Ⅰ座談会「先輩社会福祉士に聞く」について

９人

日時：令和元年８月２０日１９時～２１時
会場：群馬県社会福祉士総合センター２０１会議室
第３回運営会議

内容：基礎研修スタッフ運用マニュアル（案）について

９人

基礎研修Ⅰ座談会「先輩社会福祉士に聞く」について
基礎研修運営上の課題・問題点について
日時：令和元年１０月２４日１９時～２１時
第４回運営会議

会場：群馬県社会福祉士総合センター２０１会議室
内容：基礎研修関連事項について

１２人

その他
日時：令和元年１２月１０日１９時～２１時
会場：群馬県社会福祉士総合センター７０１会議室
第５回運営会議
兼
基礎研修講師会議

内容：栃木県社会福祉士かいとの相互協力について
２０１９年度基礎研修講師養成研修について
２０２０年度基礎研修日程及び担当者について

１５人

基礎研修Ⅱ受講生の対応について
基礎研修アンケートについて
その他
日時：令和２年２月３日１９時～２１時

第６回運営会議

会場：群馬県社会福祉士総合センター２０１会議室
内容：基礎研修関連事項について

１２人

２０１９年度基礎研修Ⅰ・Ⅱアンケート集計結果について
日時：令和２年３月２３日１９時～２１時
会場：群馬県社会福祉士総合センター２０１会議室
第７回運営会議

内容：２０２０年度基礎研修について

１１人

２０２０年度スーパービジョンについて
２０２０年度スーパービジョン助成金について

（４）ホームページ管理運営委員会
日時：平成３１年４月１８日
第１回定例会

会場：群馬県社会福祉総合センター

４人

内容：新ホームページ運用開始後の状況について 他
定時社員総会

日時：令和１年６月８日

（６月期）

会場：群馬県社会福祉総合センター

同時中継

内容：定時社員総会の同時中継の実施

ソーシャルワーカ

日時：令和１年７月１４日

ーデー２０１９in

会場：群馬県社会福祉総合センター

群馬

内容：SWD イベント twitter・facebook による同時中継の実施

同時中継

定時社員総会

日時：令和２年３月１４日

（３月期）

会場：群馬県社会福祉総合センター

まとめ投稿

内容：定時社員総会まとめ投稿

３人

３人

３人

（５）権利擁護センターぱあとなあ群馬
項

事業名

目

成年後見人等名簿登録
家裁等への後見人等候補者推薦
初受任者研修会
成年後見人材育成研修
名簿登録研修

内容他

件数等

令和２年１月３１日現在 １５１名

６２１件
家庭裁判所、地域包括、病院などからの成年後見
人候補者推薦依頼
成年後見の初任者・未受任者を対象に、実務に関

成年後見活用講座

修

令和元年８月２４日,９月２８日,１０月２６日,

平成 31 年度群馬県社会福祉協
議会社会福祉振興基金補助事
業

令和２年１月２６日に実施

北毛役員担当

談

市町村への相談員派遣事業
ぱあとなあ拡大定例会
ぱあとなあ役員会・定例会

会

１０人
会員

支援者向け（ＭＳＷ、行政、地域包括支援センタ

１４人

ーなどが参加）

非会員

関するシンポジウムの開催（弁護士会、司法書士
会共催）
令和元年１１月１日甘楽町で開催（町と共催）相
談会
令和２年２月１７日安中市で開催（市・市社協と
共催）相談会

相

１３人

７人

権利擁護推進事業

談

５人

１１月３０日に実施 北毛役員担当

成年後見利用促進のための市民後見、法人後見に

相

７４人

して研修会を行った 中毛地区役員担当

９月２１日に開催 東毛地区役員担当
研

受任件数

甘楽町
６２人
相談１件
安中市
４０人
相談１件

前橋市社会福祉協議会（相談員４名を派遣）
令和元年６月１５日開催
前橋 定例会・ぱあとなあ総会、懇親会

４３人
参加

ぱあとなあ役員会：偶数月開催（６回）
定例会：毎月開催（合計１２回）

ぱあとなあ活動報告書チェッ

令和元年９月２５日、令和２年３月１９日の

ク事業

年２回開催。ぱあとなあ役員
要望がある団体に、ぱあとなあ会員を派遣し、

議

成年後見出前講座

成年後見制度について説明を行う。

７件

西毛地区役員担当
等

高齢者虐待対応専門職チーム

弁護士会・司法書士会との連携により、個別ケー

高齢０件

ス会議への派遣、相談

障害２件

権利擁護ネットワーク会議

県社会福祉協議会主催の権利擁護ネットワーク会

成年後見利用促進に係る情報

議に出席

交換会

３人

弁護士会、司法書士会、社会福祉士会と県社協で
会

後見関係団体情報交換会

権利擁護に関する啓発や今後の取り組みについて

２人

の協議
成年後見利用促進ネット
議
ぱあとなあ担当者会議

弁護士会、司法書士会と会議を開催
日本社会福祉士会ぱあとなあの会議に出席

６回
２回３人

令和元年度下記 4 地区の会場で開催
等

令和元年１０月１８日西毛地区会場（藤岡市）
法テラス 上毛地方協議会

令和元年１０月３０日北毛地区会場
（みなかみ町）
令和元年１１月 ７日東毛地区会場（桐生市）

４地区
８人参加

令和元年１１月１５日中毛地区会場（伊勢崎市）

（６）地域包括ケア研究委員会
日時：平成３1 年４月２３日
定例会

会場：群馬県社会福祉総合センター

９人

内容：今年度事業について
日時：令和元年７月１９日
定例会

会場：群馬県社会福祉総合センター

５人

内容：座談会の役割分担・日取り決め
日時：令和元年１０月９日
定例会

会場：群馬県社会福祉総合センター

７人

内容：座談会事前打ち合わせ
日時：令和元年１０月１９日
座談会

会場：群馬県社会福祉総合センター

１１人

内容：専門的見地から見た家族支援の課題など
日時：令和元年１２月１８日
定例会

会場：群馬県社会福祉総合センター

４人

内容：座談会総括、今後の展望

（７）ユースセッション委員会
日時：平成３１年４月１６日
定例会

会場：群馬県社会福祉総合センター

３人

内容：今年度の活動内容
日時：令和元年７月２３日
定例会

会場：群馬県社会福祉総合センター

９人

内容：日々の業務について
日時：令和元年１０月２３日
定例会

会場：群馬県社会福祉総合センター
内容：日々の業務について・来年度に向けて

５人

日時：令和２年１月２８日
定例会

会場：群馬県社会福祉総合センター

８人

内容：日々の業務について・来年度に向けて

（８）ソーシャルワーク研究委員会
日時：令和元年５月１１日
第１回研修会

会場：群馬県社会福祉総合センター２０１会議室
内容：こども福祉の現場から学んだソーシャルワーク

１０人

講師：群馬県済生会前橋病院 多胡 和典 氏
日時：令和元年７月１０日
第３回研修会

会場：群馬県社会福祉総合センター２０２会議室
内容：在宅医療・介護連携事業について

１３人

講師：高崎市医療介護連携相談センター南大類 高林 亜希子 氏
日時：令和元年９月１４日
第３回研修会

会場：群馬県社会福祉総合センター２０２会議室
内容：相談援助で学んだこと・大切に思うこと

１３人

講師：居宅介護支援事業所なゆた 石田 千里 氏

（９）子ども福祉専門委員会
日時：令和元年３月、５月、７月、９月（計４回実施）
委員会活動

内容：第１回、第２回、第３回勉強会について
令和元年度事業計画案、予算要求について

１６人

その他
日時：令和元年７月１０日１９時～２０時３０分
会場：群馬県社会福祉総合センター ２０３Ｂ会議室
第１回勉強会

内容：性暴力被害を考える
講師：赤池

～その実態と支援～

１６人

裕氏（児童養護施設希望館 施設長）

佐久間祐子氏（児童養護施設八幡の家 主任指導員）
日時：令和元年８月２４日
第２回勉強会

9 時４５分～１２時

会場：国立療養所栗生楽泉園

２１人

内容：栗生楽泉園内見学（社会交流会館、重監房資料館）
日時：令和元年１１月２日１３時３０分～１５時３０分
第３回勉強会

会場：群馬県社会福祉総合センター ３０１会議室

１９人

内容：
「今伝えたい性問題 ～性的搾取の現状と取り組み～

（１０）多文化共生ソーシャルワーカー委員会
日時：令和 元年 ６月１８日
委員会活動

会場：高崎市内の食事処
内容：勉強会について打ち合わせ・情報交換

４人

日時：令和 元年 ８月２０日
勉強会

会場：高崎健康福祉大学
内容：
「滞日外国人支援基礎力取得のためのガイドブック」序章～

７人

第１章を読む、意見交換
日時：令和 元年 ９月２５日
委員会活動

会場：高崎市内の食事処

４人

内容：勉強会について打ち合わせ・情報交換
日時：令和 元年１１月１２日
勉強会

会場：高崎健康福祉大学
内容：
「滞日外国人支援基礎力取得のためのガイドブック」第２章

６人

を読む、意見交換
日時：令和 元年１２月１１日
委員会活動

会場：高崎市内の食事処

６人

内容：勉強会について打ち合わせ・懇親会
日時：令和 ２年 ２月１８日
勉強会

会場：高崎健康福祉大学
内容：
「滞日外国人支援基礎力取得のためのガイドブック」第３章

６人

を読む、意見交換

（１１）スクールソーシャルワーク研究委員会
第１回委員会

日時：令和元年年５月１０日（金）
会場：社会福祉総合センター １９：００～２０：３０

９人

内容：群馬県内におけるスクールソーシャルワーカー配置における
情報共有 みどり市 SSW 募集 次回初任者研修の講師選定
今年の方向性について
第２回委員会

日時：令和元年年７月１９日（金）
会場：社会福祉総合センター １９：００～２１：００

９人

内容：講師決定及び研修会内容
第３回委員会

日時：令和元年９月１３日（金）
会場：社会福祉総合センター １９：００～２１：００

８人

内容：研修会の役割分担 研修の要望への対応
平成元年

日時

令和元年１０月１９日（土）９：３０～１１：３０

第 1 回初任者

会場

群馬県社会福祉総合センター ２０３B 会議室

研修会

題目 「チーム学校とスクールソーシャルワーカー」
講師

第４回委員会

３０人

三好 賢治氏

日時：令和元年１２月２０日（金）
会場：社会福祉総合センター １９：００～２０：３０
内容：予算の説明

次年度の方向性

第 2 回目の講師選定

振り返り

５人

第 5 回委員会

日時：令和２年２月７日（金）
会場：社会福祉総合センター １９：００～２１：００

６人

内容：講師決定及び研修会内容の打ち合わせ
平成元年

日時

令和２年２月２４日（月振替休日）１０：００～１２：００

第 2 回初任者

会場

群馬県社会福祉総合センター ２０３A 会議室

研修会

題目 「群馬県のスクールソーシャルワーク事業について」
講師

２３人

山本 義光氏

（１２）社会福祉士実習指導者養成支援研究委員会
日時：令和元年１２月１４日～１２月１５日
会場：群馬県社会福祉総合センター
社会福祉士実習指 内容：社会福祉士を対象とした社会福祉士実習指導者になるための
導者講習会

２日間の研修
講習会（研修）プログラム：実習指導概論、マネジメント論、

１８人
受講・
修了

プログラミング論、スーパービジョン論
日時：令和２年３月２４日
会場：群馬県社会福祉総合センター
社会福祉士実習指
導者フォローアッ
プ研修会（実習指導
者座談会）

内容：①参加者による実習指導上、実習指導を行うにあたっての不
安点等意見交換
②実習指導者講習会講師による実習指導講習会の補足説明

中止

③現に実習指導を行っている社会福祉士会会員による実習
指導の実際
以上の内容で前年度に引き続き事業を予定していたが、新型コロナ
ウイルス感染・蔓延防止措置に基づき実施を急遽中止とする

（１３）ハンセン病福祉研究委員会
日時：令和２年２月８日
会場：星野会員宅
内容：報告事項（人権講座 7/12.9/13.12/3、人権フェスティバ
第１会定例委員会

ル 9/27･28、東日本退所者の会新年会 1/19）

５人

連絡事項（全国退所者東京支援会議 3/1、楽泉園近況）
協議事項（令和２年度具体的活動計画、委員会活動紹介リー
フレット案、PSW 全国大会との連携）
日時：令和元年７月１２日
会場：安中市松井田文化センター
人権講座

内容：人権講演会「ハンセン病を生きて」
講師：岸従一楽泉園入所者自治会副会長、戸澤

受講者：
約５０人
（４０代
〜９０代）

人権講座

日時： 令和元年９月１３日

受講者：

会場：神流町役場・神流町教育委員会

民生委

内容：人権教育指導者養成講座

員・教育

講師：岸従一楽泉園入所者自治会副会長、戸澤

関係者・
役場職員
２２名

ハンセン病問題と
人権フェスティバ
ル

人権教育講話

日時：令和元年９月 27 日
会場：前橋市芸術文化れんが蔵

一般市民

内容： DVD「栗生の園に生きた証」上映、星野会員メッセージ寄稿

多数

と花束贈呈
日時：令和元年１２月３日

受講者：

会場：高崎経済大学附属高等学校

高校生・

内容：人権教育講話

教職員約

講師：松下会員、山﨑会員

９００名

（１４）リーガルソーシャルワーク委員会
日時：令和元年４月１８日
定例会

会場：群馬県社会福祉総合センター
内容：弁護士より相談のあった案件について意見交換
今年度の全体研修会について講師等検討
日時：令和元年６月１３日

定例会

会場：群馬県社会福祉総合センター
内容：事例検討。弁護士より被疑者・被告人の障害者・高齢者のケー
スの相談を受けチームを作り更生支援計画を作成報告

定例会

定例会

定例会

２０人
（非会員
含む）

１８人
（非会員
含む）

日時：令和元年７月３１日

２０人

会場：群馬県社会福祉総合センター

（非会員

内容：新規事例相談 司法書士会勉強会について

含む）

日時：令和元年１０月８日

２０人

会場：群馬県社会福祉総合センター

（非会員

内容：事例検討・事例報告

含む）

日時：令和元年１１月２９日

１５人

会場：群馬県社会福祉総合センター

（非会員

内容：事例検討・事例報告

含む）

日程：令和２年１月３１日
会場：群馬県総合福祉センター
定例会

内容：２月合同研修会について 事例検討・事例報告
※定例会の参加者は群馬県社会福祉士会、群馬県精神保健福祉士会、
群馬司法書士会、群馬弁護士会。４士会で「ぐんま・つなごうネット」

１５人
（非会員
含む）

として定例会を行っている。
前橋地方検察庁からの助言依頼を受け障害者・高齢者を釈放時に必要
助言

な福祉サービスにつなぐための助言・支援計画書を精神保健福祉士会
と協力して作成・提出、約２０ケースの相談を受けた。

（１５）群馬県障害者権利擁護センター（群馬県受託事業）
日時：平日９時～１７時

夜間・休日は専用携帯で対応

内容：使用者虐待に関する通報・届け出の受理
障害者・養護者支援に関する相談、相談機関の紹介
障害者・養護者支援のための情報提供、助言、関係機関との連絡調整等
相談業務

障害者虐待の防止及び養護者支援に関する情報の収集分析、提供
障害者虐待の防止及び養護者支援に関する広報・啓発
その他必要な支援
相談受理件数：５３件 受付表作成 6 件
相談員：虐待対応専門職チームの８人が交替で事務局に相談に対応している
第１回市町村虐待防止センター情報交換会
日時：令和２年２月２６日

虐待防止ネットワ

（出席者 市町村虐待防止センター職員：１６人 センター職員：６人）

ーク会議

内容：今回、初めての取り組みとして、県内全市町村を対象に訪問事業を行っ
た。聞き取り調査の結果から情報交換会を実施した。このことから参加率が高く
通報のない市町村の参考となったことが伺える。
期間：令和１年５月～１０月実施した。アンケートの回答を元に令和１年１０月

アンケートの実施

から１１月に１５市町村を訪問した。
① 相談支援事業所職員、障害者就業・生活支援センター職員
対象
日時：令和１年６月１７日

１３時００分～１６時３０分

会場：群馬県社会福祉総合センター２０３ＡＢ会議室 （受講者３７名）
障害者虐待防止・

② 市町村障害者虐待担当職員、虐待防止センター職員対象

権利擁護研修

日時：令和１年６月２８日

９時１５分～１６時３０分

会場：群馬県社会福祉総合センター２０３ＡＢ会議室 （受講者３０名）
③ 施設一般職員対象

（太田会場）

日時：令和 1 年９月２７日

９時３０分～１２時３０分

会場：太田市役所南庁舎（受講者６２名）

施設一般職員対象
日時：令和 1 年９月２５日

（前橋会場）
９時３０分～１２時３０分

会場：群馬県社会福祉総合センター（受講者７８名）
④ 施 設 管 理 者 、 虐 待 防 止 マ ネ ー ジ ャ ー 、（ 太 田 会 場 ）
日時：令和 1 年９月２７日

１３時３０分～１６時３０分

会場：太田市役所南庁舎（受講者３２名）
施設管理者、虐待防止マネージャー
日時：令和 1 年９月２５日

（前橋会場）

１２時３０分～１６時００分

会場：群馬県社会福祉総合センター （受講者６３名）
虐待防止権利擁護の出前講座を実施 （下記出前講座）
広報・啓発

虐待対応専門職チ
ーム

啓発ポスターの配布 １，４００枚
内容：県との契約に基づき、市町村の高齢者虐待対応困難ケースに対して、弁護
士と社会福祉士を派遣する。
実績：２件

障害者虐待防止出

内容：行政や施設に対して虐待防止啓発のための講座に対して講師を派遣する

前講座

実績：５６件

（１６）高齢者虐待対応支援事業（群馬県受託事業）
日時：令和 1 年７月１６日、２２日、２５日
養護者による高齢
者虐待対応現任者
研修

会場：群馬県前橋合同庁舎 6 階大会議室
参加者：１６日６６名 ２２日６４名 ２５日４３名
内容：虐待対応段階ごとの講義と事例と帳票を使った演習

施設従事者等によ

日時：令１年１１月１３日、２１日、２７日

る高齢者虐待対応

会場：群馬県社会福祉総合センター ７０１会議室

現任者研修

参加者：３５名
内容：虐待対応段階ごとの講義と事例と帳票を使った演習

虐待対応専門職チ
ーム派遣
虐待の事実確認な

内容：県との契約に基づき、市町村の高齢者虐待対応困難ケースに対して、弁護
士と社会福祉士を派遣する。
実績：２件
1件

どへの同行支援

（１７）中毛地区協議会
日時：令和元年９月１４日
中毛地区研修会

会場：前橋市総合福祉会館
内容：
「超高齢社会から見える発達障害の人々」
講師：精神科・心療内科 渡辺医院 渡辺俊之先生

４３人

日時：令和元年４月１９日

１８：３０～２０：００

会場：鳥こまち

５人

内容：年間計画と研修会について
日時：令和元年８月２日 １８：００～２０：００
会場：渡辺医院

５人

内容：研修内容打ち合わせ
日時：令和元年８月１６日
役員会議

１８：００～２０：００

会場：鳥こまち

５人

内容：研修準備会議
日時：令和元年８月２３日

１８：００～２０：００

会場：ピッコラペコラ

５人

内容：研修準備会議
日時：令和２年２月１３日

１８：００～２０：００

会場：良寛

５人

内容：おしゃべりカフェ準備会議
第１回おしゃべりカフェ（暑気払い）
日時：令和元年７月１９日
会員向けサロン

８人

会場：鳥こまち
第２回おしゃべりカフェ
日時：令和２年３月１９日

３人

会場：前橋市総合福祉センター

（１８）西毛地区協議会
日時：令和元年５月２５日
会場：高崎健康福祉大学 セミナー室
第１回研修会

内容：「虐待のない地域社会をつくるために、社会福祉士として何
ができるか」
講師：人と育ち研究会 代表

１５人

坂井 勉 氏

懇親会：居酒屋「雨云（あうん）」
日時：令和元年９月２８日
会場：高崎健康福祉大学 セミナー室
第２回研修会

内容：「児童問題の現状と社会福祉士ができること～児相の児童福
祉司が語る～」

１６人

講師：西部児童相談所 児童福祉司の佐藤 誠 氏
懇親会：居酒屋「十八番 ～OHAKO～」
日時：平成３１年２月８日
第３回研修会

会場：高崎健康福祉大学 セミナー室
内容：
「8050 問題の解決に向けて社会福祉士ができること」
講師：フリースペース「アリスの広場」代表 佐藤真人 氏

２６人

高崎健康福祉大学特任教授 松沼記代 氏
懇親会：居酒屋「十八番 ～OHAKO～」

（１９）北毛地区協議会
日時：平成３１年４月２０日（土）１４：００ ～１５：００
第１回定例会

会場：オカベキネマ館（榛東村）

６人

内容：年間事業計画、会員交流会について
日時：令和元年５月２５日（土）１４：００ ～１６：００
第２回定例会

会場：オカベキネマ館（榛東村）

４人

内容：会員交流会（７月）、成年後見制度説明・相談会について
日時：令和元年６月２３日（日）１５：００～１６：３０
会場： 渋川ほっとプラザ
第３回定例会

５人

内容： 会員交流会（BBQ）、成年後見制度説明・相談会、福祉講演
会について
日時：令和元年７月２８日（日）１０：００～１０：３０

第４回定例会

会場：渋川総合公園 BBQ 場

７人

内容：成年後見制度説明・相談会、福祉講演会について
日時：令和元年７月２８日（日）１１：００～１５：００
会員交流会

会場：渋川総合公園 BBQ 場

１４人

内容：BBQ、ギター演奏（5 名）
第１回成年後見

日時：令和元年９月１６日（月）１４：００ ～１６：４５

制度説明・相談

会場：中之条町役場第 4 会議室（中之条町）

会

内容：成年後見制度の説明・相談会（相談４件）

１６人

講師：宇敷、・相談員：岡部、宇敷
日時：令和元年９月２９日（土）１４：００～１５：３０
第５回定例会

会場：オカベキネマ館

５人

内容：成年後見制度説明・相談会（３ヶ所）、福祉講演会につい
て
第２回成年後見

日時：令和元年１０月２０日（日）１４：００～１６：２０

制度説明・相談

会場：利根沼田文化会館第３会議室（沼田市）

会

内容：成年後見制度の説明・相談会（相談 2 件）

６人

講師：宇敷、・相談員：財津、宇敷
第６回定例会

日時：令和元年１０月２０（日）１６：３０ ～１６：５０
会場：利根沼田文化会館第３会議室（沼田市）
内容：成年後見制度の説明・相談会（１１/１６開催）福祉講演会
（２月）開催について

２人

第３回成年後見

日時：令和元年１１月１６日（土）１５：１０～１６：１０

制度説明相談会

会場：榛東村中央コミュニティセンター（榛東村）

１８人

内容：成年後見制度の説明・相談会
講師：財津進介 ・スタッフ：岡部、福島、宇敷
第７回定例会

日時：令和元年１１月１６日（土）１５：１０ ～１６：１０
会場：榛東村中央コミュニティセンター（榛東村）

６人

内容：会員研修会、福祉講演会について
第８回定例会

日時：令和元年１２月１４日（土）１６：００～１７：２０
会場：オカベキネマ館（榛東村）
内容：福祉講演会・北毛地区総会・交流会、2020 年事業計画と予

４人

算、北毛地区役員について
第９回定例会
新年会

日時：令和元年１月１８日（土）１６：００～１８：４５
会場：オカベキネマ館（榛東村）
内容：福祉講演会・北毛地区総会・交流会、2020 年度事業計画、北

６人

毛地区役員について
定例会後、新年会を開催
日時：令和元年２月１２日（水）１９：００～２０：３０
会員研修会

会場：渋川ほっとプラザ

１０人

内容：介護保険と障害者総合支援法について
講師：利根沼田障害者相談支援センター 所長 仲丸守彦 氏
福祉講演会

日時：令和元年２月１８日（火）１３：３０～１４：５５
会場：渋川ほっとプラザ 2F 会議室

４０人

内容：ひきこもりの支援について ～私たちにできること～
講師：群馬県こころの健康センター 保健師 宇津木 尚子 氏
北毛地区総会

日時：令和元年２月１８日（火）１５：１０～１６：１０

会員交流会

会場：渋川ほっとプラザ 2F 会議室

１１人

内容：２０１９年・２０２０年度事業計画と予算、役員選任、会
員交流会
第１０回定例会

日時：令和元年３月２８日（土）１６：００～１７：００
会場：オカベキネマ館（榛東村）
内容：令和元年度事業計画について、福祉講演会アンケート報告

（２０）東毛地区協議会
平成３１年度は活動なし

６人

