
第１号議案 ２９年度事業報告に関する件 

 

平成 29年度（2017度）事業総括 

 

「次代に繋ぐ」をテーマに平成 29 年度は、災害対応や研修活動などを通じソーシャルワーカーが一

つになる取り組みを重ねてきました。 

昨年、大分県には「九州北部豪雨」と「台風 18 号」の 2 つの大きな災害が発生し、甚大な被害をも

たらしました。これに対し、大分県社会福祉協議会をはじめ大分県ボランティアセンター、日田市・津

久見市・佐伯市などの行政や機関と連携し行動すると共に、大分県医療ソーシャルワーカー協会や大分

県精神保健福祉士協会に呼びかけ、協同し被災者のニーズ調査や災害ボランティア活動に取り組みまし

た。「協同」は口にするのは簡単ですが行動するのは難しいものです。当会の関係団体への働きかけが

このきっかけを作ると共に推進役を担ったからこそ実現できた活動であったと言えます。災害担当理事

をはじめ委員や事務局、会員やソーシャルワーカ―が一体となり、地域支援、機関・団体連携に少なか

らず寄与できた取り組みであったと思います。 

また、研修活動では、毎年開催する社会福祉士セミナーを大分県医療ソーシャルワーカー協会と合同

開催。相互の意思疎通がうまくいかず意図が食い違うこともありましたが、担当理事が粘り強く関わり

盛会に開催出来ました。こうした意見や思いの違いを乗り越え、相互に未来像を共有していくことが私

達の成長やソーシャルワーカーの発展に繋がっていくはずです。平成 30 年度に予定する大分県精神保

健福祉士協会との合同研修会が、更に充実した成果を生むことを期待します。 

当会は、「受動的」な姿勢でなく「能動的」な取り組みを進めてきたわけですが、投じた一石の波紋

が「繋がり・拡がり」、地域を支えていくことを期待します。 

 

平成 26年度に会員数 477名で引き継いだ 2期 4年の任期が終了し、会員数は 556名（平成 30年 3月

末時点）となりました。増加した会員数 79名、増加率 116.6％。大分県の全市町村にスクールソーシャ

ルワーカーが配置され、地道な活動を積み重ねた虐待対応チームの契約市町村数は 2市から 8市 1町に

拡大。基礎研修はⅠ・Ⅱ・Ⅲの全過程を整備し年間 24 回以上の研修を開催すると共に、スーパービジ

ョン体制も構築できました。社会福祉士セミナーをはじめ保健医療、障害、地域包括などの研修は、そ

の時々の旬な話題を提供すると共に、2つの認証研修を行うまでになりました。 

これら、お世話いただく理事や委員、事務局の方々と会員の皆様方の御支援御協力の賜物です。 

 

さて、平成 29年度は、決算時に取り上げた課題がもう一つあります。 

それは、事業量の拡大に伴い増大する費用と限られた収益のバランスをとる経営上の課題です。 

これに対し、全事業において当事者が経営意識を持つことで、例えば、研修の参加者数などの数字を単

なる目標値でなく実現する目標値として掲げていくことで、収支改善を図っていこうとしたわけです。 

理事会や事務局を通じ、その肌感覚は少しずつ伝わっていますが、まだまだ大きな改善を生むには至っ

ていません。また内部への働きかけだけでなく、日本士会への会費按分割合の見直し要求なども含め対

応しているところです。成果ばかりでなく、次代に託す課題として押さえておきます。 

 

（ 会長 船田茂 ） 

 

 



１．法人事業 

   平成 29年度 会員数 556名（平成 30年 3月末現在会員数） 

名 称 内 容 開催日と場所 対 象 

第 5回  

定時社員総

会 

平成 28年度事業報告及び決算に関

する件・平成 29年度事業計画及び

予算に関する件 等 

平成 29年 5月 27日 

大分県母子・父子福祉センター 

会員 

理事会 定款のとおり 平成 29年 4月 26日、5月 17日、

9月 13日、平成 30年 1月 13日、

2月 16日、3月 23日 

大分県総合社会福祉会館 

大分コンパルホール 

理事 

監事 

三役会 理事会の補完的調整機能 平成 29年 4月 23日、6月 7日 

9月 6日、11月 16日 

大分県社会福祉士会事務局 

会長 

副会長 

監査会 平成 28年度業務並びに会計監査 平成 29年 4月 25日 

大分県社会福祉士会事務局 

監事 

広報活動 ①マンスリー（機関誌）の発行 

②ホームページの管理・運営 

①偶数月発行[（ホームページへの

掲載及び郵送（郵送希望者）] 

②随時更新 

①会員 

②会員及

び県民 

 

平成 29年度 新規入会者研修会  

開催日：平成 29年 4月 23日 大分県社会福祉介護研修センター ３F 小ホール 

主催：公益社団法人 大分県社会福祉士会 

内 容 参加人数 

研修会テーマ「社会福祉士のキャリア設計」～社会福祉士としてのこれからを考えよう～ 

座談会  

テーマ 『社会福祉士のキャリア設計』 

座 長 公益社団法人 大分県社会福祉士会 副会長 白田 晃久 

発表者 大分大学医学部附属病院        吉岡 安純 

発表者 日田市生活支援コーディネーター    梶原 貴久 

発表者 社会福祉法人農協共済 別府リハビリテーションセンター 

    障害者生活支援センター        久野 浩史  

発表者 豊後大野市教育委員会         奈須 郁子 

説明会 「大分県社会福祉士会と委員会活動」 

説明者 公益社団法人 大分県社会福祉士会 副会長 高橋 智秀 

委員会活動紹介：基礎研修委員会 

委員会活動紹介：ぱあとなあ委員会 

委員会活動紹介：災害対応委員会 

 

役員紹介及び事務局紹介 

参加者自己紹介名刺交換会 

24名 



平成 29年度「ソーシャルワーカーデー」のための出前講座 

内 容 開催日と場所 参加人数 

平成21年度に制定された「ソーシャルワーカーデー」にあたり、 

社会福祉相談援助職に関する啓発活動を３団体（公益社団法人大

分県社会福祉士会、一般社団法人大分県医療ソーシャルワーカー 

協会、大分県精神保健福祉士協会）の連携協力により推進する。 

 

第１回出前講座 

講師：（公社）大分県社会福祉士会 会長 船田 茂   

対象：大分豊府高校生 

 

第２回出前講座 

講師：（一社）大分県医療ソーシャルワーカー協会 

         会長 井元 哲也 

 対象：杵築高校生 

 

第３回出前講座 

講師：（公社）大分県社会福祉士会 会長 船田 茂 

 対象：大分南高校生      

 

 

 

 

 

①平成 29年 7月 7日 

大分県立大分豊府高校 

 

②平成 29年 7月 20日 

大分県立杵築高校 

 

③平成 29年 7月 26日 

大分県立大分南高校 

 

 

 

 

 

①27名 

 

 

②18名 

 

 

 

③86名 

 

 

 ２．県民支援 

（１）権利擁護センターぱあとなあ大分 

①事業報告 

事業名等 内 容 開催日と場所 実績等 

権利擁護センターぱあと

なあ大分の運営（成年後見

人等の事務管理） 

成年後見人等の受任の登録管理 

平成 29年度 

大分県社会福祉士会事

務局 

事務管理数 

36件 

成年後見人等の受任者の

定期報告書のチェック及

び受任者面談 

成年後見人の受任内容についての

チェック及び活動の把握 

平成 29年度 

大分県社会福祉士会事

務局 

事務管理数 

231件 

 

成年後見関連事業 

 

成年後見制度の相談等、家庭裁判所

への研修修了者への名簿提出、家庭

裁判所からの受任推薦依頼、事例検

討の実施 

 

 

平成 29年度 

大分県社会福祉介護研

修センター、大分県弁

護士会、大分県社会福

祉士会事務局 

 

 

家裁への候

補者の推薦 

36件 

事例検討会

及び学習会

の実施 

毎月 

 

 

 

 

 



 ②研修報告 

事業名等 内 容 開催日と場所 参加人数 

成年後見活用講座の実施 

 

 

 

 

①講義：成年後見制度について 

    ～概要と実際の支援例～ 

 講師：(公社)大分県社会福祉士会

松尾慶一  

②演習 1：成年後見人を現場で活用 

     しよう 

 講師：(公社)大分県社会福祉士会

松尾慶一  

③演習 2：事例検討 

 講師：(公社)大分県社会福祉士会

青田和憲  

 

平成 29年 12月 16日 

大分県社会福祉介護研

修センター 

 

 

 

 58名 

実務者研修の実施 

 

 

 

 

①講義：「意思決定支援に配慮した

成年後見制度活用のためのツール」 

 講師：(公社)大分県社会福祉士会

松尾慶一 

②演習１：ソーシャルサポートネッ

トワークマップ―本人の意志決定

支援に関わる人々を探る―」 

講師：(公社)大分県社会福祉士会

大井耕三 

③演習２：「アセスメントシート１

―テーマと参加者の検討―」） 

④演習３：「アセスメントシート２ 

―意思決定支援の方法の検討―」 

講師：(公社)大分県社会福祉士会

首東秀隆 

⑤演習４：「アセスメントシート３ 

―本人同意の検討―」 

講師：(公社)大分県社会福祉士会

神田登史 

⑥講義２・まとめ：「意思決定支援

に配慮した成年後見制度活用のた

めのツール」の意義 

講師：(公社)大分県社会福祉士会

松尾慶一 

 

平成 30年 2月 24日 

大分県社会福祉介護研

修センター 

 

 

 

 

 

 

 19名 

名簿登録研修の実施 

 

 

 

①講義：ぱあとなあ大分における受 

任の実際について 

 講師：(公社)大分県社会福祉士会

大井耕三 

 

平成 30年 3月 17日 

大分県社会福祉介護研

修センター 

 

  8名 



 ②講義：成年後見人就任後、初動期 

    の実務について 

 講師：(公社)大分県社会福祉士会

首東秀隆 

③演習：成年後見実務について 

講師：(公社)大分県社会福祉士会

松尾慶一 

 

 

（２）虐待対応委員会 

①事業報告 

事業名等 内 容 開催日と場所 参加人数 

高齢者虐待チームの編成

と事業推進 

 

 

高齢者虐待対応チーム活動 

中津市 

① 研修講師の派遣 

 

② 個別会議への派遣 

日出町 

① 研修講師派遣 

別府市 

① 個別会議への派遣 

 

日田市 

① 研修講師の派遣 

② 個別会議への派遣 

豊後大野市 

① 研修講師への派遣 

佐伯市 

① 個別会議への派遣  

 

※委託契約市町村（8市 1町） 

国東市、宇佐市、中津市 

佐伯市、別府市、杵築市 

豊後大野市、日田市、日出町 

 

 

 

平成 29年 12月 1日 

平成 30年 1月 13日 

平成 30年 3月 13日 

 

平成 30年 1月 19日 

 

平成 29年 9月 7 日 

 

 

平成 30年 3月 17日 

平成 30年 3月 29日 

 

平成 30年 2月 13日 

 

平成 29年 12月 8日 

平成 30年 1月 12日 

 

一回の派遣

につき 

社会福祉士 

 1名 

弁護士 

１名 

派遣 

 

 

 

高齢者権利擁護等推進に

関する事業 

電話利用による高齢者の権利擁護

にかかる相談・助言を行い、市町村

や地域包括支援センター等を専門

的立場から支援した。 

 

 

平成 29年度内 
相談件数 

53件 

 



②研修報告 

事業名等 内 容 開催日と場所 参加人数 

地域における虐待対応研

修事業の実施 

①養護者虐待に対応する行政・地域

包括支援センター関係者を対象に 2

日間にわたって虐待対応に関する

講義及び演習を実施。 

※大分県主催 

②要介護施設従事者に虐待予防に

関する研修における講師派遣 

※大分県主催 

①平成 29年 10月12日、

11月 17日 

大分県庁 

 

 

②平成 29年 9月 12日 

 9月 19日、9月 25日 

 10月 31日 

大分県庁   

80名 

 

 

 

 

400名 

司法福祉に関するネット

ワークの構築 

「再犯の防止等の推進に関する法

律」をテーマに触法障害者・触法高

齢者を対象にした福祉アプローチ

の研究会を開催し、県内における司

法福祉に関する専門性の向上とネ

ットワーク作り 

平成 29年 8月 23日 

10 月 18 日、平成 30 年

1月 17日 

 

大分県総合社会福祉会

館 

20名 

 

③委員会報告 

事業名等 内 容 開催日と場所 参加人数 

高齢者虐待チームの編成

と事業推進 

委員会活動 

 

 

 

平成 29年 4月 22日、8

月 26日、9月 29日、10

月 24日 

大分県社会福祉士会事

務局 

 

  

 5名 

大分県弁護士会との連絡会 ① 学習会 

 平成 29年 6月 27日、

9月 29日、12月 20日 

平成 30年 2月 16日 

大分県弁護士会館 

 

10名 

その他 第 3回虐待対応専門職チーム経験交

流会   

 

 ※主催：日本社会福祉士会 

 

 

 

平成 29年 9月 16日～9

月 17日 

 

委員 1名 

派遣 

  

 

 



  （３）スクールソーシャルワーク委員会 

①研修会報告 

事業名等 内 容 開催日と場所 参加人数 

①スクールソー

シャルワーカー

養成講座 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１回養成講座 

・各論いじめ、子どもの貧困、子どもの虐待 

  (公社)大分県社会福祉士会 

石川文隆、松尾慶一、古屋康博 

・教育行政と学校文化 

(公社)大分県社会福祉士会  後藤みか 

・子どもの発達と特性 

大分発達障がい者支援センター 斉藤範子 

・スクールカウンセラーの仕事と連携 

スクールカウンセラー 髙橋泰夫 

・大分県の児童生徒の現状と対策、動向 

  大分県教育庁 大塚和彦 

・事例研究 

(公社)大分県社会福祉士会 野上美智子 

 

 

 

平成 29年 6月 17、18

日 

大分県社会福祉介護

研修センター 

 

 

 

  18名 

第２回養成講座  

・大分県の児童生徒の現状と対策、動向 

  大分県教育庁 大塚和彦 

・各論いじめ、子どもの貧困、子どもの虐待 

 (公社)大分県社会福祉士会 

石川文隆、松尾慶一、古屋康博 

・教育行政と学校文化 

(公社)大分県社会福祉士会 後藤みか 

・子どもの発達と特性 

大分発達障がい者支援センター 後藤伸二 

・スクールカウンセラーの仕事と連携 

  スクールカウンセラー 髙橋泰夫 

・相談援助実習 

(公社)大分県社会福祉士会野 上美智子 

 

 

 

平成 30 年 3 月 5、17

日 

大分県社会福祉介護

研修センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23名 

    

 

 

 

 



②公開講座 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「子どもの心の声を聴く」 

午前  

講演「子どもの心の声を聴く」 

講師：北信圏域こころの相談センター 

    小巻佳人 

午後 

ライブセッション 

「そのときＳＳＷはどう動く」 

事例提供 

 (公社)大分県社会福祉士会 

澤田正一  徳田侑紀 

 

平成 30年 1月 7日 

臼杵市中央公民館 

 

 

 

 

 

 

32名 

③事例検討会 講師：西別府病院 有馬明子 

事例提供 

（公社）大分県社会福祉士会 野上美智子 

 

平成 30年 2月 10日 

 ホルトホール大分 

 

 12名 

④活動報告集の

作成 

 

「スクールソーシャルワーク活動報告集」 

 スクールソーシャルワークの活動内容、実 

践報告、委員会活動 他 

 

平成 29年度内 

 

 20名 

⑤支援ハンドブ

ックの制作 

県（こども・家庭支援課）が作成する支援ハ

ンドブック制作事業への協力 

 

 

平成 29年度内 

  

3名 

 

②委員会報告 

内 容 開催日と場所 

①定例会 1回 平成 29年度事業計画について（養成研修） 平成 29年  4月  8日 事務局 

2回 今年度の研修の進め方について確認 平成 29年  5月 10日 事務局 

3回 各活動の経過、大分県の動向 平成 29年  6月 10日 事務局 

4回 各活動の経過、講師派遣依頼、今後の活動 平成 29年  7月  8日 事務局 

5回 事例検討、公開講座について 平成 29年  9月  9日 事務局 

6回 公開講座広報、2回目の養成研修事例検討 平成 29年 10月 14日 事務局 

7回 公開講座、養成研修について 平成 29年 11月 11日 事務局 

8回 2月の事例検討、養成研修について 平成 29年 12月  9日  事務局 

9回 次年度の事業計画、養成研修について 平成 30年  1月 13日  事務局 

10回 次年度の研修について 
平成30年  3月 17日 大分県社会福 

祉介護研修センター 

 



（４）障がい領域委員会 

内 容 開催日と場所 参加人数 

「地域生活支援と障害者自立支援協議会」 

【前 期】 

 ≪1日目≫ 

・講義 「当事者中心の地域生活とは」 

 講師 大分大学 廣野俊輔 

・講義 午後からの演習に向けて（事例及び計画作成） 

 講師 相談支援従事者研修指導者 

・演習 「地域生活を支える支援計画の作成」  

 講師 (公社)大分県社会福祉士会ファシリテーター 

≪2日目≫ 

・演習 「地域生活を支える支援計画の作成」  

 講師 (公社)大分県社会福祉士会ファシリテーター 

・演習 「支援計画作成から自立支援協議会の課題定

期へ」  

 講師 (公社)大分県社会福祉士会ファシリテーター 

【後 期】 

・講義 「自立支援協議会とは」 

 講師 相談支援従事者研修指導者 

・演習 「自立支援協議会を理解すると共に課題提出

をイメージしてみよう」 

 講師 (公社)大分県社会福祉士会ファシリテーター 

・演習 「自立支援協議会の実際をしろう」 

 講師 (公社)大分県社会福祉士会ファシリテーター 

  

 

 

【前期】 

平成 29年 11月 25日～26日 

ホルトホール大分 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

【後期】 

平成 30年 2月 3日 

大分市コンパルホール 

 

   

 

 

 

  11名 

障がい領域委員会の開催 

 

 

毎月１回実施 

大分県総合社会福祉会館 

 

5名～9名参加 

 

（５）地域包括支援委員会 

①研修報告 

内 容 開催日と場所 参加人数 

2017 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 

・講義 「成年後見制度の概要と、本人の意思決定支援 

（代理権・取消権行使）の在り方について」 

講師：（公社）大分県社会福祉士会・弁護士 田中利武 

・実践報告とグループ討議 

平成 29年 10月 21日 

大分県総合社会福祉会館 

30名 



「包括の社会福祉士としての認知症独居高齢者への関わ

りについて」 

講師：（公社）大分県社会福祉士会 兵頭和浩 松木優香 

・講義 「社会福祉士の専門性と意思決定支援の実際につ 

いて」 

講師：（公社）大分県社会福祉士会 理事 梶原貴久 

2017 年度 「地域包括ケア」構築に向けたネットワーク実

践力養成研修 

・講義 「ソーシャルワーク実践におけるネットワーク構

築・活用の意義」 

講師：（公社）大分県社会福祉士会 兵頭和浩 

・演習 「個と地域の一体的アプローチ」 

講師：(公社)大分県社会福祉士会 佐渡志保 梶原貴久  

・演習 「組織・関係機関のネットワーク創り」 

講師：（公社）大分県社会福祉士会 佐渡志保 新納真介 

・演習 「地域ネットワーク創り」 

 講師：（公社）大分県社会福祉士会 兵頭和浩 谷口仁美 

・演習 「総括演習」 

講師：（公社）大分県社会福祉士会 兵頭和浩 太田妙 

 

平成 29年 7月 22日、 

23日 

大分県総合社会福祉会館 

 

25名 

 

 

②委員会報告 

内 容 開催日と場所 参加人数 

第 1回 地域包括支援委員会 

ネットワーク実践力養成研修及び実践報告会の企画立

案：開催日時、場所、内容、担当、広報確認等 

平成 29年 4月 9日 

湯布院病院会議室 

6名 

第 2回 地域包括支援委員会 

ネットワーク実践力養成研修及び実践報告会の運営確

認：役割確認、内容検討及び共有等 

平成 29年 6月 18日 

大分県社会福祉士会事務局 

8名 

第 3回 地域包括支援委員会 

ネットワーク実践力養成研修の反省及び実践報告会の運

営確認：内容共有・役割確認等、当委員会における災害

支援についての活動を検討 

平成 29年 9月 3日 

大分県社会福祉士会事務局 

6名 

第 4回 地域包括支援委員会 

実践報告会の反省及び次年度活動の検討 

平成 30年 2月 4日 

日出町立図書館交流広場 

6名 

 

 



（６）保健医療領域委員会 

内 容 開催日と場所 参加人数 

保健医療セミナー 

テ―マ：「神経難病の理解と支援の実際について」  

  地域において神経難病の患者さんやご家族の医療・ 

生活等の治療および相談にあたる保健・医療・福祉 

関係者の皆様に、神経難病に関する知識・技術を提 

供し、神経難病の患者さんが安心して生活できる地 

域つくりの入門編としてセミナーを開催。 

 

≪講演≫ 

・神経難病の基礎知識 

  講師：大分県立病院 神経内科  

副部長    花岡 拓哉  

・支援の実際と取組みの報告 ～事例を通じて～ 

講師：大分県立病院 神経内科  

副部長    花岡 拓哉  

  講師：独立行政法人 国立病院機構 西別府病院 

         地域医療連携室 安部 仁美  

 

≪座談会≫ 

・大分県社会福祉士会会員、ケアマネジャー、介護職員

等による情報交換・質疑応答 

 

 

平成 29年 9月 23日 

大分県母子・父子福祉センタ

ー 

 

51名 

 

（７）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） 

平成 29年 9月 3日 

大分県社会福祉介護研修センター 
20名 

  基礎研修Ⅰ―集合研修２ 

内 容 開催日と場所 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） 

平成 30年 2月 18日 

大分県社会福祉介護研修センター 
14名 

 

 



 

【基礎研修Ⅱ】 

集合研修 

内 容 開催日と場所 参加人数 

・相談援助の視座と社会福祉援助の展開過程 
平成 29年 6月 3日  

大分県社会福祉介護研修センター 
11名 

集合研修 

内 容 開催日と場所 参加人数 

・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 

平成 29年 6月 4日  

大分県社会福祉介護研修センター 
11名 

 

集合研修１ 

内 容 開催日と場所 参加人数 

・実践事例演習 
平成 29年 6月 25日  

大分県社会福祉介護研修センター 
12名 

集合研修 

内 容 開催日と場所 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 

平成 29年 8月 6日 

大分県総合社会福祉会館  
11名 

集合研修 

内 容 開催日と場所 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 

平成 29年 8月 20日 

大分県総合社会福祉会館 
  9名 

 

集合研修２ 

内 容 開催日と場所 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 

平成 29年 9月 3日  

大分県社会福祉介護研修センター 

10名 

 

集合研修 

内 容 開催日と場所 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 

平成 29年 10月 1日 

大分県社会福祉介護研修センター 
10名 

集合研修 

内 容 開催日と場所 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 

平成 29年 10月 15日 

大分県社会福祉介護研修センター 
11名 

 

 



集合研修 

内 容 開催日と場所 参加人数 

・実践研究の意義と方法 
平成 30年 1月 13日  

大分県社会福祉介護研修センター 
11名 

集合研修 

内 容 開催日と場所 参加人数 

・実践研究のための記録 

・実践評価の方法 

平成 30年 1月 14日  

大分県社会福祉介護研修センター 
11名 

 

集合研修３ 

内 容 開催日と場所 参加人数 

・実践研究発表の方法 
平成 30年 3月 4日  

大分県社会福祉介護研修センター 
11名 

 

【基礎研修Ⅲ】 

集合研修 1 

内 容 開催日と場所 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 

平成 29年 5月 14日  

大分県社会福祉介護研修センター 
3名 

集合研修 2 

内 容 開催日と場所 参加人数 

・事例研究の為の事例のまとめ方 

・「実践事例演習」 

平成 29年 6月 11日  

大分県社会福祉介護研修センター 
4名 

 

集合研修 3 

内 容 開催日と場所 参加人数 

・模擬事例検討会 

・模擬事例検討会演習 

平成 29年 7月 9日  

大分県総合社会福祉会館 
4名 

集合研修 4 

内 容 開催日と場所 参加人数 

・意思決定の支援 

・意思決定の支援 演習 

平成 29年 9月 10日 

大分県社会福祉介護研修センター 
3名 

 

集合研修 5 

内 容 開催日と場所 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 

平成 29年 10月 8日  

大分県社会福祉介護研修センター 
4名 

 

 



集合研修 6 

内 容 開催日と場所 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 
平成 29年 12月 3日  

大分県社会福祉介護研修センター 
3名 

集合研修 

内 容 開催日と場所 参加人数 

・社会福祉の組織と組織マネジメント 
平成 30年 1月 20日  

大分県社会福祉介護研修センター 
3名 

集合研修 

内 容 開催日と場所 参加人数 

・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 

平成 30年 1月 21日  

大分県社会福祉介護研修センター 
3名 

集合研修(演習) 

内 容 開催日と場所 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 

平成 30年 2月 12日  

大分県総合社会福祉会館 
4名 

 

集合研修 7 

内 容 開催日と場所 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 
平成 30年 3月 4日  

大分県社会福祉介護研修センター 
 4名 

集合研修 8 

内 容 開催日と場所 参加人数 

・新人教育プログラム 
平成 29年 3月 18日  

大分県社会福祉介護研修センター  
4名 

 

【委員会報告】 

内 容 開催日と場所 参加人数 

第 1回 基礎研修委員会 

基礎研修の運営確認 

平成 30年 2月 7日 

大分県社会福祉士会事務局 
13名 

第 2回 基礎研修委員会 

基礎研修の運営確認 

平成 30年 3月 28日 

大分県社会福祉士会事務局 
12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議 

平成 29年 9月 23日～24日  

東京都 
2名 

九州・沖縄ブロック全国生涯研修委員会議 
平成 29年 11月 25日～26日 

宮崎県 
2名 

 

 

 



【スーパービジョンの体制整備を進めるためのプロジェクトチームの設置】 

内 容 開催日と場所 参加人数 

第 1回 スーパーバイザー会議 

2017年度スーパービジョン体制について 

平成 29年 5月 10日 

大分県社会福祉士会事務局 
6名 

第 2回 スーパーバイザー会議 

2017年度スーパービジョン運営について 

平成 29年 10月 26日 

大分県社会福祉士会事務局 
5名 

2017年度スーパービジョンマッチング件数 

平成 29 年 4 月 1 日～平成 30

年 3月 31日 

大分県社会福祉士会事務局 

1名 

 

（８）学術研究委員会   大分大学との連携活動 

内 容 開催日と場所 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 29年 8月 9日 

大分大学 
1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 29年 9月 5日 

大分大学 
1名 

 

第 10回大分大学福祉社会科学講座 

テーマ 「地域包括ケアと地域共生社会づくり」 

 

①講演 「超少子高齢社会を乗り切る方法は地域包括ケア 

以外にない！」－地域包括ケアと地方創生－ 

講師：内閣官房 まち・ひと・しごと創生本部事務局  

地方創生総括官 唐澤 剛 

 

②シンポジウム 

 テーマ「『我が事』・『丸ごと』の地域共生社会づくり」に 

について 

 シンポジスト 厚生労働省保険局長 鈴木俊彦 

        国立成育医療研究センター 奥山眞紀子 

        杵築市長 永松 悟 

        大分大学 衣笠一茂 

 

 問題提起 大分県福祉専門職団体 

 コーディネーター 大分大学 相澤 仁 

 

平成 29年 10月 21日 

大分大学旦野原キャンパス 
300名 

 

 

 



（９）第１５回大分県社会福祉士セミナー報告 

開催日：平成 30年 2月 25日 Ｊ：ＣＯＭ ホルトホール大分 大会議室 

主 催：公益社団法人 大分県社会福祉士会  

一般社団法人 大分県医療ソーシャルワーカー協会 

参加人数 

テーマ 『ソーシャルワークの再考』 

     〜制度改正と時代を捉え躍動する実践を支えるものとは〜  

 

講演Ⅰ 『法改正・報酬改定を見据えた地域包括ケアの動向』 

講 師  厚生労働省老健局総務課 課長補佐 社会福祉士 石井 義恭  

災害報告  津久見市 台風 18号災害支援対策 ニーズ調査派遣報告 

津久見市 社会福祉協議会 サポートセンター竹とんぼ 

             管理者 三重野 恵補  

講演Ⅱ  『ソーシャルワーク専門職のグローバル定義』 

     ～日本での展開からみるソーシャルワークへの期待～ 

 講 師 日本社会事業大学 福祉援助学科 教授  小原 眞知子  

シンポジウム 

『ソーシャルワークの再考』 

～制度改正と時代を捉え躍動する実践を支えるものとは～ 

 ○コメンテーター 日本社会事業大学 福祉援助学科 教授  小原 眞知子  

〇シンポジスト   

   ・うきは市社会福祉協議会 ワークサポート白鳥の家 

  在宅福祉課 障害者就労支援係長・管理者 國武 竜一 氏 

    ・社会福祉法人 新友会 障害者支援施設ひまわり園 管理課長 神田 旭  

    ・一般社団法人 かがやき おおいたソーシャルワーカーステーション 

ソーシャルワーカー 今尾 顕太郎  

    ・大分県立病院 医事・相談課 地域医療連携班 主任 

医療ソーシャルワーカー 楠元 緑  

〇指定発言者 厚生労働省老健局総務課  

課長補佐  石井 義恭  

  ○座長 大分県医療ソーシャルワーカー協会 副会長 松尾 美穂  

 

135名 

 

（１０）実習指導者養成研修 

内 容 開催日と場所 参加人数 

実習指導者養成のため、厚生労働省より定められたカリキュラム

に沿って講義・演習を実施。 

 

講義 ①実習指導概論  ②実習マネジメント論 

平成 30年 1月 20日、21 

日 

障害者支援施設 聖心園

（臼杵市） 

 

17名 



   ③実習プログラミング論 ④実習スーパービジョン論 

演習 ①実習スーパービジョン論 

講師 （公社）大分県社会福祉士会 

安東千秋、明石二郎、松尾美穂 

 

 

 

 

 

（１１）福祉・介護人材確保対策研修事業 

内 容 開催日と場所 参加人数 

大分県の助成を受け、在学中の高校生や大学生を対象に福祉・

介護の人材促進を図るための研修として出前講座を開催した。 

 

①第１回出前講座「福祉専門職の来し方」 

講師：（公社）大分県社会福祉士会 副会長 高橋 智秀  

対象：大分大学1年生 

②第２回出前講座「社会福祉士の仕事とは」 

講師：（公社）大分県社会福祉士会 会長 船田 茂 

対象：大分豊府高校生 

③第３回出前講座「地域包括支援センターにおける社会福祉士

の仕事と役割」   

講師：（公社）大分県社会福祉士会 理事 伊藤 保幸 

 対象：別府大学１年生 

④第４回出前講座「社会福祉士の仕事とは」 

講師：（公社）大分県社会福祉士会 会長 船田 茂  

対象：日本文理大学1年生 

⑤第５回出前講座「社会福祉士の仕事とは」 

講師：（公社）大分県社会福祉士会 会長 船田 茂 

対象：日本文理大学1年生 

 

⑥第５回出前講座「社会福祉士の仕事とは」 

講師：（公社）大分県社会福祉士会 会長 船田 茂 

対象：日本文理大学1年 

 

 

 

 

 

平成 29年 6月 27日 

大分大学 

 

平成 29年 7月 7日 

大分県立大分豊府高校 

 

平成 29年 7月 20日 

別府大学 

 

平成 29年 10月 19日 

日本文理大学 

 

平成 29年 10月 19日 

日本文理大学 

 

 

平成 29年 11月 24日 

日本文理大学 

 

 

 

 

80名 

 

 

27名 

 

 

20名 

 

 

126名 

 

 

122名 

 

 

 

 

 132名 

 

（１２）災害支援 

内 容 開催日と場所 参加人数 

平成 29年 7月九州北部豪雨災害への支援 

① 日田市へ災害ボランティアの派遣 

 

② 日田市災害ボランティアセンターへ被災者のニーズ調査員

の派遣 

 

派遣日平成 29年 7月 16日 

 

派遣期間（平成 29年 8月 2

日～12日） 

 

日田市役所 

派遣者 

 4名 

延べ調査

員 41名 

 

 2名 



③ 大分県社会福祉士会より災害義援金の寄付（57,800円） 

 

平成 29年 9月台風 18号災害への支援 

① 佐伯市災害ボランティアセンターへ被災者のニーズ調査員

の派遣 

 

② 津久見市へ災害ボランティアの派遣 

 

③ 津久見市災害ボランティアセンターへ被災者のニーズ調査

の派遣 

 

 

派遣期間（平成 29 年 9 月

21日～29日） 

 

派遣日平成 29年 9月 24日 

派遣期間（平成 29年 10月

12日～21日） 

 

 

延べ調査

員数 4名 

 

派遣者 4

名 

延べ調査

員数 52名 

大分県社会福祉協議会、大分県ボランティア・市民活動センタ

ー主催「平成 29年度大分県災害ボランティアネットワーク連絡

協議会」への参加 

平成 29年 2月 23日  

大分県総合社会福祉会館 
1人 

災害支援員の登録者募集 
平成 29年 4月～平成 30年

3月 

登録者 

60名 

大分県社会福祉協議会、大分県ボランティア・市民活動センタ

ー主催「平成 29年度大分県災害ボランティアネットワーク研修

会」への参加と活動報告（災害時の社会福祉士会の役割） 

平成 30年 2月 21日 

大分県総合社会福祉会館 

 

2名 

災害支援員の災害メール訓練（安否確認、周辺の被害状況の報

告） 

平成 30年 3月 11日  

大分県社会福祉士会事務

局 

60名 

 

（１３）会員の派遣協力 

 ①会員派遣 

派遣先関係機関名等 内 容 開催日と派遣先等 派遣人数 

大分県福祉保健部地域福

祉推進室 

広域型権利擁護センター設置促進

事業委託契約に係る提案型競技審

査委員会委員派遣 

平成 29年 4月 7日 

大分県庁 
1名 

社会福祉法人 大分県社

会福祉協議会 

おおいた“くらしサポート”事業担

当 CSWエリア連絡会講師派遣 

平成 29年 5月 11日 

大分県総合社会福祉会館 

1名 

 

大分県福祉保健部高齢者

福祉課 

平成 29 年度地域包括支援センター

初任者研修講師派遣 

平成 29年 5月 30日 

大分県庁 
1名 

大分市地域包括支援セン

ター運営協議会 

第 1回大分市地域包括支援センター

運営委員会委員派遣 

平成 29年 5月 31日 

大分市役所 
１名 

大分市高齢者福祉計画及

び大分市介護保険事業計

画策定委員会 

大分市高齢者福祉計画及び第 7期大

分市介護研修事業計画策定委員会

委員派遣 

平成 29年 5月 31日 

大分市役所 
1名 

大分県福祉人材センター 
2017夏福祉のしごと就職フェア 

 

平成 29年 8月 6日 

大分県社会福祉介護研修

センター 

2名 



大分市高齢者福祉計画及

び大分市介護保険事業計

画策定委員会 

大分市高齢者福祉計画及び第 7期大

分市介護研修事業計画第 2回策定委

員会委員派遣 

平成 29年 7月 20日 

大分市役所 
1名 

大分県福祉保健部こど

も・家庭支援課 

平成 29 年度管理職候補者研修講師

派遣 
平成 29年 7月 24、25日 1名 

大分県福祉保健部高齢者

福祉課 

第 1回大分県介護予防市町村支援委

員会派遣 

平成 29年 8月 8日 

大分県庁 
1名 

日本発達障がい連盟 平成 29 年度障害者虐待防止・権利

擁護指導者養成研修会 

平成 29年 8月 17日 

東京都大田区産業プラザ 
2名 

大分県福祉保健部こど

も・家庭支援課 

平成 29 年度中堅教諭等資質向上研

修講師派遣 

平成 29年 8月 22、23日 

大分県教育センター 
1名 

大分県立芸術緑丘高等学

校 職員研修に係る講師派遣 

平成 29年 8月 23日 

大分県立芸術緑丘高等学

校 

1名 

大分県福祉保健部高齢者

福祉課 

平成 29 年度第１回大分県高齢者福

祉施策推進協議会派遣 

平成 29年 8月 28日 

トキハ会館 
1名 

大分県福祉保健部こど

も・家庭支援課 

平成 29 年度市町村人権教育推進講

座指導者養成研修講師派遣 

平成 29年 9月 12日 

ホルトホール大分 
1名 

公益社団法人 日本社会

福祉士会 

第 3回虐待対応専門職チーム経験交

流会 

平成 29年 9月 16日 

東京都 弁護士会館 
2名 

大分市介護支援専門員協

議会 
第 2回多職種連携研修会 

平成 29年 9月 16日 

大分職業能力開発協会 
2名 

大分県福祉保健部高齢者

福祉課 
要介護施設従事者向け権利擁護研

修会派遣 

平成 29 年 9 月 12、19、

25日 10月 31日 

大分県庁 

3名 

臼杵市社会福祉協議会 

 

臼杵市社会福祉協議会地域福祉活

動計画策定委員派遣 

平成 29年 10月 6日 

臼杵市社会福祉協議会 
1名 

大分県福祉保健部高齢者

福祉課 

高齢者虐待対応専門職員研修会講

師派遣 

平成 29年 10月 12日 

大分県庁 
1名 

大分県福祉保健部こど

も・家庭支援課 

平成 29 年度健康境域研修会におけ

る子どもの貧困対策研修講師派遣 

平成 29年 10月 26日 

大分県庁 
1名 

大分県老人クラブ 平成 29 年度おおいたアクティブシ

ニア養成講座講師派遣 

平成 29年 11月 13日 

大分県総合社会福祉会館 
1名 

大分市高齢者福祉計画及

び大分市介護保険事業計

画策定委員会 

大分市高齢者福祉計画及び第 7期大

分市介護研修事業計画第 5回策定委

員会委員派遣 

平成 29年 11月 14日 

大分市役所 
1名 



大分市地域包括支援セン

ター運営協議会 

第 2回大分市地域包括支援センター

運営委員会委員派遣 

平成 29年 11月 14日 

大分市役所 
１名 

大分県福祉保健部高齢者

福祉課 
高齢者虐待対応専門職員研修会 

平成 29年 11月 17日 

大分県庁 
1名 

大分県福祉保健部高齢者

福祉課 

平成 29 年度第 2 回大分県高齢者福

祉施策推進協議会派遣 

平成 29年 11月 22日 

大分県総合社会福祉会館 
1名 

社会福祉法人 大分県社

会福祉協議会 

大分県社協第 4 次中長期活動計画

「だいふくプラン 2018」策定委員会

委員派遣 

平成 29年 11月 30日 

大分県母子・父子福祉セ

ンター 

1名 

大分県福祉保健部こど

も・家庭支援課 

平成 29 年度子どもの貧困対策推進

整備事業におけるブロック別セミ

ナー講師派遣 

平成 29年 12月 21日 

豊後大野市役所 
1名 

大分県教育委員会 
ブロック別社会教育研修会講師派

遣 

平成 29年 12月 22日 

中津市今津コミュニティ

センター 

1名 

公益社団法人 日本社会

福祉士会 
2017 年度自殺予防ソーシャルワー

ク研修 

平成 30年１月 13、14日 

大阪市 ネックスパル法

円坂 

1名 

大分市地域包括支援セン

ター運営協議会 

第 5回大分市地域包括支援センター

運営委員会委員派遣 

平成 30年 2月 16日 

大分市アートプラザ 
１名 

社会福祉法人 大分県社

会福祉協議会 

大分県社協第 4 次中長期活動計画

「だいふくプラン 2018」第 2回策定

委員会委員派遣 

平成 30年 1月 18日 

大分県総合社会福祉会館 
1名 

大分県災害ボランティア

ネットワーク連絡協議会 

大分県災害ボランティアネットワ

ーク連絡協議会災害対応報告 

平成 30年 2月 21日 

大分県総合社会福祉会館 
1名 

大分県福祉保健部高齢者

福祉課 

平成 29 年度第 4 回大分県高齢者福

祉施策推進協議会派遣 

平成 30年 2月 27日 

大分県庁 
1名 

大分県福祉保健部障害福

祉課 

平成 29 年度障がい者虐待防止・権

利擁護研修の講師派遣 

平成 30 年 3 月 2、9、16

日 
6名 

一般社団法人 大分県介

護福祉士会 
平成 29 年度（一社）大分県介護福

祉士会第 3回研修会講師派遣 

平成 30年 3月 25日 

大分県社会福祉介護研修

センター 

1名 

 

 

 

 

 

 



 ②会議出席 

会議名等 内 容 開催日と場所 派遣人数 

智泉福祉製菓専門学校 
平成 29年度入学式 

平成 29年 4月 10日 

学校法人 後藤学園 
1名 

大分県災害ボランティア

ネットワーク運営委員会 

大分県災害ボランティアネットワ

ーク運営委員会 

平成 29年 4月 21日 

大分県総合社会福祉会館 
１名 

大分県子ども・若者支援地

域協議会 
第 1回実務者会議 

平成 29年 6月 5日 

大分市 アイネス 
1名 

公益社団法人 日本社会福

祉士会 

2017 年度都道府県社会福祉士会第

30回通常総会出席 

平成 29年 6月 17日 

東京都 鉄鋼会館 
1名 

大分県福祉保健部高齢者

福祉課 

要介護施設従事者向け権利擁護研

修会に関する打ち合わせ会 

平成 29年 6月 22日 

大分県市町村会館 
1名 

大分県福祉保健部子ど

も・家庭支援課 
平成 29 年度第１回大分県要保護児

童対策地域協議会委員派遣 

平成 29年 6月 28日 

大分県こども・女性相談

センター 

1名 

日本福祉施設士会 
第 28 回九州・沖縄ブロックセミナ

ー大分大会 

平成 29年 7月 4～5日 

別府市 ホテルサンバリ

ーアネックス 

１名 

社会福祉法人 大分県社

会福祉協議会 

平成 29 年度第 1 回フードバンクおお

いた推進協議会及び市町村社会福祉

協議会フードバンク担当者会議 

平成 29年 7月 20日 

大分県総合社会福祉会館 

1名 

社会福祉法人 大分県社

会福祉協議会 

平成 29 年度第 1 回広域型権利擁護

センター設置準備会議 

平成 29年 8月 9日 

大分県総合社会福祉会館 
1名 

大分県子ども・若者支援地

域協議会 

市町村子ども・若者支援地域協議会

に係る代表者会議 

平成 29年 9月 5日 

ホルトホール大分 
1名 

大分県子ども・若者支援地

域協議会 

市町村子ども・若者支援担当者等研

修会 

平成 29年 9月 27日 

大分市コンパルホール 
1名 

大分家庭裁判所 
家事関係機関との連絡協議会 

平成 29年 10月 19日 

大分家庭裁判所 
2名 

大分県老人福祉施設協議

会 

平成 29 年度大分県高齢者福祉施設

等実践研究会 

平成 29年 10月 26日  

レンブラントホテル大分 
1名 

九州弁護士連合会 
第 70 回九州弁護士会連合会定期大

会 

平成 29年 10月 27日 

iichico 総合文化センタ

ー 

1名 

日本司法センター大分地

方事務所 
平成 29年度第 1回地方協議会 

平成 29年 10月 30日 

ホルトホール大分 
1名 

社会福祉法人 大分県社

会福祉協議会 

平成 29 年度日常生活自立支援事業

「関係機関連絡会議」及び権利擁

護・成年後見推進会議 

平成 29年 11月 2日 

新日鉄住金大分人材教育

センター 

2名 



大分県福祉保健部 第 5回大分県地域包括ケア推進大会 

 

平成 29年 11月 11日 

大分県庁 
1名 

大分県 

大分県地域保健協議会 
第 5回大分県地域包括ケア推進大会 

平成 29年 11月 11日 

大分県庁 
1名 

大分県社会福祉介護研修

センター センター祭り＆元気フェア 

平成 29年 11月 12日 

大分県社会福祉介護研修

センター 

2名 

社会福祉法人 大分県社

会福祉協議会 

平成 29 年度第 2 回広域型権利擁護

センター設置準備会議 

平成 29年 11月 13日 

大分県総合社会福祉会館 
1名 

大分保護観察所 平成 29 年度薬物関連問題関係機

関・団体連絡会議 

平成 30年 1月 31日 

大分保護観察所 
1名 

大分県子ども・若者支援地

域協議会 

大分県子ども・若者支援地域協議会

第 2回実務者会議 

平成 30年 2月 13日 

大分県庁 
1名 

公益社団法人 大分県老人

保健施設協会 
第 28回大分県老人保健施設大会 

平成 30年 2月 18日 

別府ビーコンプラザ 
1名 

大分県災害ボランティア

ネットワーク連絡協議会 

大分県災害ボランティアネットワ

ーク連絡協議会研修会 

平成 30年 2月 21日 

大分県総合社会福祉会館 
1名 

大分県福祉保健部障害福

祉課 

大分県障がい者差別解消支援地域

協議会 

平成 30年 2月 21日 

大分市コンパルホール 
1名 

大分県福祉保健部地域推

進室 
平成 29 年度第 2 回大分県成年後見

制度推進連絡会議 

平成 30年 2月 23日 

大分県社会福祉介護研修

センター 

1名 

社会福祉法人 大分県社

会福祉協議会 

平成 29 年度第 3 回広域型権利擁護

センター設置準備会議 

平成 30年 2月 28日 

大分県総合社会福祉会館 
1名 

大分市障害福祉課 大分市成年後見制度利用促進に係

る第１回連絡会議 

平成 30年 2月 28日 

大分市保健所 
1名 

智泉福祉製菓専門学校 
平成 29年度卒業式 

平成 30年 3月 15日 

学校法人 後藤学園 
1名 

大分県子ども・若者支援地

域協議会 

大分県子ども・若者支援地域協議会

第 2回実務者会議 

平成 30年 3月 15日 

大分市 アイネス 
1名 

公益社団法人 日本社会

福祉士会 

2017 年度公益社団法人日本社会福

祉士会臨時総会 

平成 30年 3月 17日 

東京都 鉄鋼会館 
2名 

大分県福祉保健部障害福

祉課 

第 2回大分県障がい者差別解消支援

地域協議会 

平成 30年 3月 19日 

大分県庁舎新館 
1名 

 

 

 

 



３．人材育成 

（１）社会福祉士養成講座 

内  容 開催日と場所 参加人数 

社会福祉士の資格取得を目指して受験を控えている方

や、これから資格取得に向けて予定をしている方の参加

を募り、全科目の受験対策としての講座を大分県社会福

祉介護研修センターと共催で合計１１日間実施した。 

そのうち１日は、全国統一模擬試験を実施し、受験生の

支援を行った。 

講座①平成 29年 9月 10日 

大分県社会福祉介護研修センター 

56名 

講座②平成 29年 9月 16日 

大分県社会福祉介護研修センター 

講座③平成 29年 9月 23日 

大分県社会福祉介護研修センター 

講座④平成 29年 9月 24日 

大分県社会福祉介護研修センター 

講座⑤平成 29年 9月 30日 

大分県社会福祉介護研修センター 

講座⑥平成 29年 10月 1日 

大分県社会福祉介護研修センター 

講座⑦平成 29年 10月 7日 

大分県社会福祉介護研修センター 

講座⑧平成 29年 10月 8日 

大分県社会福祉介護研修センター 

講座⑨平成 29年 10月 14日 

大分県社会福祉介護研修センター 

講座⑩平成 29年 10月 15日 

大分県社会福祉介護研修センター 

全国模試：平成 29年 10月 22日 

大分県社会福祉介護研修センター 

※中央法規全国模試団体成績 

 全国 4位（受験団体数 106） 

  平均点 74.9（全国平均 63.9） 

88名 

 

（２）福祉就職相談（大分県福祉人材センターに協力） 

内  容 開催日と場所 相談件数 

相談ブースを設置し、福祉の仕事に関心のある人や就職

希望の方を対象に社会福祉士の資格取得等や就職相談

等を行った。 

 

平成 29年 8月 6日 

大分県社会福祉介護研修センター 

1件 

 


