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 平成 26年度（2014年度）研修報告  

 

１ 共通研修班報告 

（１）基礎研修委員会  

【基礎研修Ⅰ】 

基礎研修Ⅰ―集合研修１ 

内容 開催日と開催場所 参加人数 

・社会福祉士会のあゆみ  

・日本社会福祉士会、都道府県社会福祉士会の組織 

・生涯研修制度 

・社会福祉士の専門性について考える（演習） 

日時：平成 26年 9月 7日 

会場：大分県社会福祉介護研

修センター 

34名 

  基礎研修Ⅰ―集合研修２ 

内容 開催日と開催場所 参加人数 

・社会福祉士共通基盤の理解 

・倫理綱領、行動規範の理解 

・社会福祉士の倫理綱領の現場適応（演習） 

日時：平成 27年 2月 22日 

会場：大分県総合社会福祉会

館 

29名 

【基礎研修Ⅱ】 

集合研修（DVD活用） 

内容 開催日と開催場所 参加人数 

・ 相談援助の視座と社会福祉援助の展開過程 

・ 実践のためのアプローチ（ソーシャルワーク実践理

論・モデルから学ぶ） 

・ 自立生活支援とコミュニティソーシャルワーク 

日時：平成 26年 6月 8日（日）  

会場：攻玉寮 
20名 

集合研修１ 

内容 開催日と開催場所 参加人数 

・ 実践事例演習 

日時：平成 26年 6月 29日（日）  

会場：大分県社会福祉介護研

修センター 

20名 

集合研修（DVD活用） 

内容 開催日と開催場所 参加人数 

・ 社会資源の理解と社会資源開発 

・ 連携システムのあり方とネットワークの構築 

日時：平成 26年 8月 3日(日) 

会場：大分県社会福祉介護研 

修センター 

20名 

集合研修（DVD活用） 

内容 開催日と開催場所 参加人数 

・ 地域における福祉政策と福祉計画 

・ 社会福祉調査の方法と実際 

日時：平成 26年 8月 24日(日) 

会場：大分県社会福祉介護研 

修センター 

21名 

集合研修２ 

内容 開催日と開催場所 参加人数 

・ スーパービジョンとは 

・ スーパービジョンのモデルセッションを見る 

・  スーパーバイジー体験 

日時：平成 26年 9月 7日（日）  

会場：大分県社会福祉介護研

修センター 

26名 
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集合研修（DVD活用） 

内容 開催日と開催場所 参加人数 

・ 社会福祉における法Ⅰ 

・ ソーシャルワークと権利擁護の視点Ⅰ 

日時：平成 26年 10月 5日（日） 

会場：大分県社会福祉介護研

修センター 
18名 

集合研修（DVD活用） 

内容 開催日と開催場所 参加人数 

・ 社会福祉における法Ⅱ 

・ ソーシャルワークと権利擁護の視点Ⅱ 

日時：平成 26 年 10 月 26 日

(日) 

会場：大分県社会福祉介護研

修センター 

20名 

集合研修（DVD活用） 

内容 開催日と開催場所 参加人数 

・ 実践研究の意義と方法 

・ 実践研究のための記録 

・ 実践評価の方法 

日時：平成 27年 1月 18日（日）  

会場：大分県教育会館  
21名 

集合研修３ 

内容 開催日と開催場所 参加人数 

・ 実践研究発表の方法 

日時：平成 27年 2月 22日（日）  

会場：大分県総合社会福祉会

館 

17名 

【基礎研修Ⅲ】 

集合研修 1 

内容 開催日と開催場所 参加人数 

・ 対人援助と事例研究 

・ 事例研究の基本的枠組み 

・ 事例研究の方法としてのケースカンファレンス 

日時：平成 26年 5月 18日（日）  

会場：大分県社会福祉介護研

修センター 
9名 

集合研修 2 

内容 開催日と開催場所 参加人数 

・ 事例研究の為の事例のまとめ方 

・「実践事例演習」 

日時：平成 26年 6月 15日（日）  

会場：大分県社会福祉介護研

修センター 

9名 

集合研修 3 

内容 開催日と開催場所 参加人数 

・ 模擬事例検討会 

・ 模擬事例検討会演習 

日時：平成 26年 7月 13日（日）  

会場：大分県社会福祉介護研

修センター 
9名 

集合研修 4 

内容 開催日と開催場所 参加人数 

・ 意思決定の支援 

・ 意思決定の支援 演習 

日時：平成 26年 9月 21日（日）  

会場：大分県社会福祉介護研

修センター 

10名 
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集合研修 5 

内容 開催日と開催場所 参加人数 

・ 地域における福祉活動 

・ 地域における福祉活動 事例検討・演習 

日時：平成 26 年 10 月 19 日

（日）  

会場：大分県社会福祉介護研

修センター 

11名 

集合研修 6 

内容 開催日と開催場所 参加人数 

・ 地域の課題の解決に向けた具体案について 演習 

日時：平成 26年 12月 7日（日）  

会場：大分県社会福祉介護研

修センター 

10名 

集合研修（ＤＶＤ活用） 

内容 開催日と開催場所 参加人数 

・ 社会福祉の組織と組織マネジメント 

・ 情報共有・組織の仕組み・サービスの質の管理 

・ リスクマネジメント苦情解決システム 

日時：平成 27年 1月 25日（日）  

会場：大分県教育会館 
9名 

集合研修 7 

内容 開催日と開催場所 参加人数 

・ スーパービジョンのモデルセッション講義・演習 

日時：平成 27年 3月 8日（日）  

会場：大分県総合社会福祉会

館 

11名 

集合研修 8 

内容 開催日と開催場所 参加人数 

・新人教育プログラム 

日時：平成 27年 3月 22日（日）  

会場：大分県総合社会福祉会

館 

11名 

【委員会活動報告】 

内容 開催日と開催場所 参加人数 

第 1回 基礎研修委員会 

集合研修の運営確認 

平成 26年 5月 9日（金） 

事務局 
9名 

第 2回 基礎研修委員会 

集合研修の運営確認 

平成 26年 6月 6日（金） 

事務局 
3名 

第 3回 基礎研修委員会 

集合研修の運営確認 

平成 26年 7月 14日（金） 

事務局 
4名 

第 4回 基礎研修委員会 

集合研修の運営確認 

平成 26年 7月 22日（火） 

事務局 
6名 

日本社会福祉士会主催会議への派遣 

全国生涯研修委員会 

平成 25年 9月 14日～15日  

東京都 
2名 

日本社会福祉士会主催研修への派遣 

2014年度 新基礎研修リーダー養成研修 

平成 25年 12月 13日～14日 

東京都 
2名 

第 5回 基礎研修委員会 

次年度基礎研修運営体制確認 

平成 26年 3月 19日 

事務局 
5名 
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２ 領域別委員会報告 

（１） 保健医療領域委員会 

 ①委員会活動報告 

内容 開催日と開催場所 参加人数 

活動なし   

（２）障がい領域委員会 

内   容 開催時期と開催場所 参加人数 

第 1回（実践報告） 

「障がいのある方の就労における現状と課題」 

・L.L.L.ハートブリッジプレジョブセンター  

社会福祉士 衞藤 淳之介 

・ソレイユ就労継続支援（A型） 

       社会福祉士 後藤 春生 

（セクションに分かれて意見交換） 

平成 26年 9月 14日（日） 

大分県総合福祉会館 3階 

会員 22名 

非会員 3名 

一般 3名 

合計 28名 

第 2回 

「障害虐待防止法について」 

・講師 社会福祉法人 太陽の家 得能 大樹 

・概要の説明、事例検討、グループワーク 

「懇親会」 

平成 27年 1月 31日 

ホルトホール 403号 

 

八十八夜 

会員 18名 

非会員 5名 

合計 23名 

 

参加者 10名 

（３） 地域包括支援委員会 

①委員会活動報告 

内   容 開催時期と開催場所 参加人数 

第１回 地域包括支援委員会 

実践報告会及びアンケート調査の企画立案：開催日時、

場所、内容、担当等 

平成２６年４月１３日 

豊後高田中央公民館 
９名 

第２回 地域包括支援委員会 

実践報告会及びアンケート調査の運営確認：内容・役割

等 

平成２６年６月８日 

湯布院病院 
７名 

２０１４年度 地域包括支援センター社会福祉士 実

務研修 実践報告会 

平成２６年１０月２５日 

大分県総合社会福祉会館 
３０名 

第４回 地域包括支援委員会 

実践報告会の反省、次年度活動の検討 

平成２７年２月１５日 

杵築市役所山香庁舎 
４名 

 

３ 専門研究班報告 

（１）学術研究委員会報告   大分大学との連携活動 

内容 開催時期と開催場所 参加人数 

大分大学福祉社会科学講座実行委員会への参加 

協議事項：講座内容についての意見交換 

平成 26年 6月 26日 

大分大学 
9名 

大分大学福祉社会科学講座実行委員会への参加 

第 7回福祉社会科学講座の企画・立案 

平成 26年 7月 24日 

大分大学 
6名 
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講座内容の確定・講師選定 

大分大学福祉社会科学講座実行委員会への参加 

福祉社会科学講座の企画・立案 

広報体制の検討・パネラーの選定 

平成 26年 9月 2日 

大分大学 
8名 

第 7回大分大学福祉社会科学講座 

テーマ  精神障害者の地域生活支援 

－福祉のまちづくりを考える－ 

 

平成 27年 1月 10日 

大分大学経済学部 101教室 
60名 

大分大学福祉社会科学講座実行委員会への参加 

協議事項：講座内容についての意見交換 

平成 26年 6月 26日 

大分大学 
9名 

 

４ 第１２回大分県社会福祉士セミナー 報告 

開催日：平成 26年 11月 23日（日）大分県社会福祉介護研修センター ３F 大ホール 

主催：公益社団法人大分県社会福祉士会 

内 容 参加人数 

セミナーテーマ『社会福祉士の強み〜時代の要請の一歩先へ』 

 

行政講演  

テーマ 『生活困窮者自立支援法改正のポイント〜社会福祉士へ期待すること』 

講 師  大分県福祉保健部 地域福祉推進室 地域福祉班主事  内田 康友  

 

実践報告会  

発表者 岡江 晃児  氏  医療分野     国立病院機構大分医療センター 

発表者 川井 祐二  氏  虐待対応     川井福祉法務事務所 

発表者 中野 玲子  氏  介護分野     老人保健施設メディトピアこが 

発表者 奈須 郁子  氏  ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ   大分市教育センター 

コーディネーター 佐藤 博文  氏   大分県社会福祉士会 副会長 

 

パネルディスカッション 

テーマ『 専門職としての社会福祉士の強みを考える 』 

パネリスト  秋月 久実   氏   城東地域包括支援センター 

パネリスト   迫村 美樹   氏   大分県警察本部 少年課 

パネリスト  中島 健博  氏   障がい者生活支援センタータイレシ 

パネリスト  脇坂 健史  氏   佐伯中央病院 

座   長  船田   茂   氏   大分県社会福祉士会 会長 

80名 
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５ 災害支援 

内容 開催日と開催場所 参加人数 

大分県社会福祉協議会主催 

大分県災害時派遣専門ボランティア登録制度検討会議 

平成 26 年 10 月 3

日 大分市 
1人 

大分県ボランティア市民活動センター 

ネットワーク会議 

平成 27 年 2 月 26

日 大分市 
1人 

 


